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第 1 章 序論 

 

１．研究背景 

2008 年 3 月 16 日（日）夜 11:00、私は痺れる経験をすることになった。TBS の人気番

組「情熱大陸」で株式会社マザーハウスの代表取締役兼デザイナー、山口絵里子氏が特集

されていたのだ。異国の地で奮闘する山口氏の姿とマザーハウスのクリエイティブで刺激

的な取り組みはあれからもうすぐ四年が経つ今も鮮明に覚えている。30 分間、私は画面に

食い入るようにテレビを見ていた。雷に打たれたような 30 分間だった。放送日は私が慶應

SFCに入学することが決まった日でもあったが、聞けば山口氏は慶應SFCの先輩らしい（山

口氏は2003年総合政策学部卒）。大先輩の奮闘ぶりに純粋な憧れを抱いたあの日の衝撃を、

私は今も胸に刻んでいる。 

 マザーハウスの事業は一般的に「社会的事業」と呼ばれている。「社会的事業」とは「ビ

ジネスの力で社会問題を解決する」手法であり、教育・福祉・途上国の発展などのシーン

で急速に普及している。2006 年にはグラミン銀行総裁（当時）のムハマド・ユヌス

（Muhammad Yunus）氏がマイクロファイナンスと呼ばれる発展途上国の貧困層向けの低

金利の融資による活動でノーベル平和賞を受賞したことで、世界中で一躍有名になった。

また社会起業の中でも、特に発展途上国の女性や小規模農家をはじめとする、社会的・経

済的に立場の弱い人びとに仕事の機会をつくりだし、公正な対価を支払うことで彼らが自

らの力で暮らしを向上させ、自立できるよう支援すること 1 を「フェアトレード」と呼ん

でいる。フェアトレードは1960年代に欧米でスタートし、現在は世界中に広まったことで、

マスコミなどで見聞きする機会も多くなった２。ただし第４章で詳しく取り上げる株式会

社マザーハウスは自社の活動をフェアトレードとは区別しており、公正な取引による発展

途上国の支援にも、フェアトレードにとどまらない様々な形が存在するといえる。いずれ

にしても、フェアトレードなどの「社会的事業」は発展途上国の貧困問題解決において大

きな注目を集めている。 

 しかし「社会的事業」はその期待の大きさとは裏腹に、客観的で科学的な考察があまり

一般の人々に紹介されていないことも事実である。「社会的事業」は社会の不正や不条理に

立ち向かう勧善懲悪的な要素を含むのはもちろんのこと、起業のスタイルをとることも多

いため新しいことに挑戦する起業家の魅力とも相まって、「社会貢献活動」「絆」「つながり」

といった言葉で語られることも多い。したがって「社会的事業」を扱う形式もルポタージ

ュ・ドキュメンタリーや起業家のエッセイ・ドラマが多く、社会的事業がビジネス的にど

れほど価値があり、どれくらいの市場規模を持つのか、今後具体的にどのように成長して

いくのかといった客観的・社会科学的な切り口で一般の人々に紹介されることは尐ないの

が現状である。 

 もちろん、私自身が「情熱大陸」で山口絵里子氏の奮闘する姿に感銘を受け、社会起業

を志したように、社会的事業の現場を追ったドキュメンタリーやルポタージュ、情熱的な



起業家のメッセージを伝えるエッセーやドラマが「社会的事業」に対する人々の関心を高

め、社会問題解決の力となることには筆者も同意する。しかし一方で、社会的事業が「社

会貢献活動」「絆」「つながり」などのあいまいでつかみどころのない言葉で語られてしま

うことで、事業としての価値や課題・今後の可能性が覆い隠されてしまうことも事実であ

る。 

 この視点に立てば、社会的事業にとって重要なのは客観的で科学的な考察を一般の人々

に伝えることであるといえる。また客観的・科学的な考察によってはじめて人々は社会的

事業の持つパワーをはっきりと目にすることができるし、「社会的事業って、何となく胡散

臭い」という疑問の声にも応えることができるのである。 

 

２．問題設定 

そこで本研究では、まず第一に Imaginaspective Trade を含めた「フェアトレード」を、

その初期の歴史から振り返り、フェアトレードや Imaginaspective Trade がどのような経

緯で今日まで発展を遂げてきたのかを振り返るとともに、現在の市場規模や売上高などの

データを検証することで、客観的で社会科学的な見方で社会的事業のポテンシャルを考察

する。 

 第二に、「フェアトレード」のスタイルを歴史・当事者・インプット・アウトプット・ア

ウトカムなどの違いで三つの世代に分類をし、それぞれの世代の代表的な事例を数個ずつ

取り上げて解説する。 

 第三に、「フェアトレード」の三つの世代のうち、特に最新の世代である Imaginaspective 

Trade を、株式会社マザーハウスと株式会社ピープルツリーの関係者へのインタビューをも

とにより詳細な事例分析を行う。これによって現在の Imaginaspective Trade のリーディ

ングカンパニーが何を考え、どのくらいの成果を上げ、どういった世界を実現しようとし

ているのかをまとめる。 

それらを踏まえ、近年ますます注目を浴びる Imaginaspective Trade の発展の歴史をま

とめるとともに、現代社会におけるその存在意義、そして今後の可能性を考察し、感情的

な評価にとどまらない Imaginaspective Trade の未来を展望する。 

 

 

３．用語の定義 

 １）“Imaginaspective Trade”について 

 本研究で用いる“Imaginaspective Trade”という用語は、著者のオリジナルの用語であ

る。“Imaginaspective Trade”とは以下のものを指す。 

 社会問題をビジネスの手法で解決する「社会的事業」のうち、B to C のビジネスで消費

者に自社が対象とする国・地域で生産された主にファッションブランド製品を日本やアメ

リカ、ヨーロッパをはじめとした世界中のマーケットで販売をする事業形態のことである。



先進国のファッション市場でも通用する質の高い商品を現地の労働者に公正な労働環境を

提供して生産することで、現地の労働者が経済的・社会的にサステイナブルな自立を実現

することを目指す。主な事例に株式会社マザーハウスや株式会社ピープルツリーがあげら

れる。 

 今回本研究でフェアトレードではなく“Imaginaspective Trade”というオリジナルの名

称を用いた理由は、アパレル製品などを生産することで発展途上国の人々を支援する手法

は一概にフェアトレードとは総称できない違いがあるからである。まずそもそもフェアト

レードとは中南米などの女性や小規模農家をはじめとする、社会的・経済的に立場の弱い

人びとに仕事の機会をつくりだし、公正な対価を支払うことで彼らが自らの力で暮らしを

向上させ、自立できるよう支援する３仕組みのことであるが、第 4 章で詳しく取り上げる

株式会社マザーハウスは自社の事業を「フェアトレードとは異なる」と公言している４。

山口社長は「（ある NGO に）なぜこの商品を売るの、と聞いたら、「援助の一環だ」と。彼

らにとっては、最上位の目的が「生産者支援」なんです。でも私はそうじゃない。お客さ

まの満足があって初めて生産者の生活がある。最上位の目的は「顧客満足」で、だから品

質を上げようと思う。」と答えている。生産者の支援を第一に商品を生産するフェアトレー

ドと異なり、マザーハウスは「顧客満足」すなわち「お客さまの満足に応えること」が究

極の援助と捉えている。また現地で商品生産を行わず、自社で生産したアパレル製品を「広

告」として用いることで、発展途上国の人々を支援する株式会社のような事業も登場して

いる。よって多様な形態が存在する第三世代の社会的事業を総称するにはフェアトレード

よりも Imaginaspective Trade のほうがより広い範囲の事業をカバーできるために、本研

究では第三世代の社会的事業を“Imaginaspective Trade”と総称する。 

 ２）社会起業家 

「社会起業家」という言葉は近年急速に普及しているが、比較的新しい言葉のためにそ

の言葉の指すところはきわめて多義的である。本研究ではスタンフォード大学ソーシャル

イノベーションセンターの以下の定義を参照にしたい。 

社会起業家は、社会問題を解決するため、伝統的なビジネスのスキルを用い、革新的な

アプローチを考え出し、個人的よりむしろ社会的な価値を創造する５。 

またミネソタ州ソーシャルアントレプレナー研究所は 

ソーシャル・アントレプレナーの仕事とは、投資に対する経済的なリターンと、社会的

なリターンを同時に追及しながら、自分の事業で稼ぎ出す（Earned Income）、一種のアー

トである６。 

と、「チェンジメーカー ～社会起業家が世の中を変える」の著者渡辺奈々氏は 

ソーシャルアントレプレナーシップとは、おおむね次のように理解されている。(1) 収益

を追求する企業の運営方法と戦略を、「社会問題の解決」に活用する。(2) あくまでも収益

を確保するビジネス組織として、広く人材と資金を求める。(3) こうした方法によって、社

会問題解決に「効率」という考えを導入し、新しい課題解決のスタイルとビジネスモデル



を社会に提案する７。 

と社会起業家と定義している。これら三つの定義に共通するのは、ビジネスか非営利団

体かは問わずに、社会的なミッションを追及し、成果としての社会問題解決のために、ビ

ジネスの方法論を有効利用する、ということである。 

３）ソーシャルベンチャー 

ソーシャルベンチャーとは、こうしたソーシャルアントレプレナーたちが、事業として

特定の社会的な課題の解決を視野にいれて立ち上げた組織やプロジェクトを指す。このと

きソーシャル・ベンチャーは、①事業性・自立性を強く意識した NPO、②社会的ミッショ

ンを強く意識したビジネスのどちらか、もしくはその組み合わせの形態をとることが考え

られる。多くの場合、自分の事業プランと、NPO の強み・弱み、ビジネスの強み・弱みと

を照らし合わせて、ミッションの実現のためにはどのような形が最適かを考えることにな

る８。 

４）社会的事業 

本研究では、起業の形態をとらない大企業による CSR 活動や半官半民の事業も取り上げ

ている。したがって、起業の形態をとる・とらないに関わらず、様々な社会問題を事業を

立ち上げて解決することを社会的事業と総称する。 

 

４．先行研究 

 近年、社会起業の急速な普及に伴って様々な研究が発表されているが、ファッションブ

ランドなどを新たに立ち上げ、そこで開発した自社製品を通常のアパレルのマーケットで

販売をすることで発展途上国・地域の人々がサステイナブルな自立を実現する

Imaginaspective Trade を取り扱った研究は、Imaginaspective Trade 自体の歴史が浅いこ

ともあり、まだまだ尐ない。しかしそうした中でもは、 

 

５．研究意義 

本研究を進める上で、主として以下のような意義が考えられる。 

 本研究は、具体的な事例とともに客観的・社会科学的にフェアトレードの発展と

Imaginaspective Trade の現状・未来を考察することで、近年ますます注目を集める

Imaginaspective Trade の社会的事業に関して、包括的な視座を提示し、マスコミで取り上

げられるような感情的な側面に惑わされず、より分析的な理解を深める一助となり得る。 

 

６．研究目的・手法 

 本研究の実践的な手法としては、文献調査とインタビューがある。文献に関しては、社

会的事業の発展の歴史、及び現在の状況に関する資料・先行研究、Imaginaspective Trade

に関する理論・事例を含めた先行研究、インタビュー、コラム等を各種日本語、英語文献

のほかにウェブサイトや新聞等を用いて参照した。 



 インタビューとしては、株式会社マザーハウスに 2009 年月日にお願いしたメールでのイ

ンタビューと、2009 年から入谷の本店とみなとみらいの支店への計 5 度の訪問を実施した。

本研究においてインタビューを実施するのは二つの理由が存在する。ひとつは「」の具体

的な事例研究のために関係者の証言によるより詳細な情報が必要であったためであり、も

うひとつは山口社長が「女性の社会起業家」ということからも彼女ひとりへと注目が集ま

りがちであることから、山口社長以外のスタッフの発言が相対的に尐なかったためである。

また消費者向けのアパレル製品を扱っている会社ということで、実際に製品に触れてその

質を確かめる必要もあることも考慮した。 

 メールでのインタビューではマザーハウスで広報担当者の方とやり取りを行った。また

入谷店では山口社長、山崎副社長のほかに店長・副店長・店員の方へのインタビューを行

った。またみなとみらい店では店長へのインタビューを１時間ほど行った。さらにマザー

ハウスがどのようや商品を取り扱っているのか、どのように顧客サービスを行っているの

か、事業内容をどのように顧客に伝えているのかを把握する目的で、入谷店、みなとみら

い店にて観察及び情報収集を行った。こうした店舗での体験でインフォーマルに得た情報

も尐なくない。山口社長以下店舗のスタッフに関する情報は、特に指定のない限り筆者の

現地調査で得たものである。 

  



第２章 フェアトレードの歴史と現在 

 

 

１．社会的事業の歴史 

 

１）世界の社会的事業の歴史 

 社会的事業は古代から教育・福祉・開発・貧民救済など様々な場面で行われていた。た

とえば公共の福祉は古代ローマ帝国の時代から既に存在していた。首都在住の市民のため

の小麦配給制度がその一例である。この制度は富める者も貧しき者も関係なく、首都に住

んでいて市民権を持っていれば全員に適応された。たしかにローマ帝国の小麦の配給は工

程の人気取りのためのバラマキ政策の側面があることは否定できず、「パンとサーカスの都」

と快楽主義的なネガティブなイメージをもたれることも多いが、小麦の配給による安定し

た食糧供給のおかげでローマ帝国では飢饉による大規模な餓死者の発生は防がれていた。 

その後ヨーロッパではキリスト教教会をはじめとした宗教団体が貧民救済のための活動

を行っていた。（もちろん今も教会による福祉活動は続いているし社会的に大きな影響力を

持っている）また世界各地でも宗教団体が中心となって行政やビジネスが補完できない社

会的事業を行っていたとされている。 

さらに産業革命以降は労働者の貧困問題や健康問題が深刻化したことで、様々な場面で

社会的事業が拡大していく。たとえば 1844 年にはイギリスのロッチデールで世界初の生活

協同組合（以下生協）が設立された。当時の労働者は、失業、低賃金、高い物価に悩まさ

れており、悪徳商人はパンにワラくずを混ぜて高く売るなど働く人々を苦しめていた。こ

うした状況を見かねて立ち上がったロッチデールの 28 人の労働者たちは、1 年間かかって

資金を積立て、安心して利用できる自分たちの店をつくったことが生協のはじまりであっ

た（この経験は次々とヨーロッパに波及し、全世界へと運動の輪は拡がった。現在国際協

同組合同盟（ICA）に加盟する協同組合は、世界 93 ケ国 7.3 億人を超えている）。また 1860

年には「クリミアの天使」フローレンス・ナイチンゲールがナイチンゲール看護学校を設

立した。ナイチンゲールはクリミア戦争（1853‐1856）での献身的な看護活動が評価され

るとともに、彼女自身の超人的な行動力もあって、帰国後近代看護学・衛生学の確立・普

及に貢献した。専門教育を施した看護婦教育の必要性を訴え上記のナイチンゲール看護学

校を設立したほか、イギリス陸軍の衛生改善を実現し、イギリスにおける統計学の基礎を

確立した。さらに統計学をはじめて看護の世界に持ち込み科学的な看護を発達させたほか、

看護学の古典的名著である『看護覚え書き』をはじめとした 150 冊以上の著作を残し、近

代の看護医療の発展に計り知れない貢献を果たした。 

 

２）日本の社会的事業の歴史 

これに対して日本でも昔から神社仏閣を中心とした宗教団体が貧民救済のための福祉活



動や金融活動を行っていたほか、村社会で自立的に教育・福祉・開発などを行っていた。

一例としては教育における寺子屋があげられる。寺子屋の起源は、中世の寺院での教育に

遡ると言われる。その後、江戸時代に入り、商工業の発展や社会に浸透していた文書主義

などにより、実務教育の需要が一層高まり、先ず江戸や京都などの都市部に寺子屋が普及

した。寛政年間（1690 年代）頃から農村や漁村へも広がりを見せ始め、江戸時代中期（18

世紀）以降さらに増加し、幕府御用銅山経営、西江邸内には江戸中期創建の手習い場が現

存している。特に江戸時代後期の天保年間（1830 年代）前後には著しく増加傾向をみせた。

明治十六年に文部省が実施した、教育史の全国調査を編集した『日本教育史資料』(明治 23

～25年刊 二十三巻)による開業数の統計では､寺子屋は19世紀に入る頃からさらに増加し、

幕末の安政から慶應にかけての 14 年間には年間 300 を越える寺子屋が開業している｡同資

料によると全国に 16560 軒の寺子屋があったといい、江戸だけでも大規模な寺子屋が 4～

500 軒､小規模なものも含めれば 1000 から 1300 軒ぐらい存在していた｡また経営形態も職

業的経営に移行する傾向を見せた。寺子屋は庶民教育の基礎となり、近世～近代における

日本の高い識字率（幕末に全国の男性は 40～51％、女性は 15～21％で当時世界であったと

いわれている。また 1848‐1856 の嘉永年間の江戸府内の識字率は 70～80％であったとい

う説もある）に大きく貢献したと考えられている。さらに小田原藩の財政立て直しや報徳

仕法による下野国の天領経営に多大な成果を上げた二宮尊徳や、明治時代に貧民救済のた

めの病院である同愛社を設立した高村凌雲、福島育児院と私立済世病院の設立などで救貧

事業を展開した瓜生岩子、日本初の専門的障がい児教育を行った古河太四郎など、日本に

も優れた事業化が登場した。 

 

 

２．「社会起業家」の台頭 

 

１）「社会起業家」の登場 

 これまでにみてきたように社会的事業は古くから様々な形で存在していた。しかしこう

した事業を興す事業者が「社会起業家」として注目されるのは、1970 年代以降である。 

社会起業家が台頭したのはまずイギリスである。イギリス経済は 20 世紀に入ってからず

っと長期にわたって低迷を続けていた。特に 1970 年代のオイルショック以降、「イギリス

病」と世界中からさげすまれるほど経済は悪化し、財政赤字が累積していた。「ゆりかごか

ら墓場まで」という、世界があこがれたイギリス型の福祉国家政策をこれ以上続けること

は不可能であった。1979 年に首相に就任したマーガレット・サッチャー（Margaret 

Thatcher）は、福祉政策をスリム化し、国有企業を民営化し、徹底した規制緩和を行った。 

このようにして古いルールをことごとく破壊し、その後の新たな価値の創造を民間の企

業に任せたのである。 

その効果が表れたのは、1990 年代の半ばであった。雑誌の『ザ・エコノミスト』は毎年



年初に新年の見通しを特集しているが、イギリス経済が成長を始めたという論調が出てき

たのは 1996 年頃からである。社会起業家についても、1997 年にイギリスの著名なシンク

タンクであるデモスによって、社会起業家・市民起業家に関する二冊の研究報告書（“The 

rise of the social entrepreneur” Charles Leadbeater, Demos, 1997）が刊行された。 

同様にアメリカでも 1980 年代に、ロナルド・レーガン（）大統領が規制緩和を行って、

徹底的に小さな政府を目指した。アメリカはもともと福祉国家ではないので、イギリス型

の社会起業家は登場しなかった。しかしその代わりに、グラスツール・リーダーと呼ばれ

る古い産業の衰退に歯止めをかけて、新しい産業への転換を図って都市を生き返らせる人

びとが登場した。彼らの働きは社会起業家と同等のものであった。現在はリーマン・ショ

ックのあとの長い不況に悩まされているアメリカだが、当時は好景気の真っただ中で経済

に特に問題はなかった。 

そこで人びとの関心は医療、教育、環境、麻薬、犯罪などの社会問題に向かっていった。

2000 年代前半当時は経済が好調な分、寄付金は史上最高額に増えていた。これらの資金を

使って、一人一人に援助を与えて救済するのではなく、問題のある社会システムを根本か

ら変えて解決しようというのが、当時のアメリカの大きなトレンドであった。 

IT（情報）産業で圧勝したアメリカが、今度は新しい社会システムを創造しようとして

いた。その核心は起業家精神や起業家の方法論を社会問題解決にも当てはめることにあり、

ここでもイギリスと同じく起業家精神の働きに大きな期待がかかっていた（その期待は今

も変わらない）。結果として、アメリカからは Kiva や Teach For America、Manchester 

Bidwell Corporation などの革新的で大きな成功を収めている社会起業が誕生している。 

90 年代の後半から一部のエリートの間で話題になりつつあった社会起業（Social 

Entreprenuership）が広く社会的に知られるようになったのは、研究背景でも述べたグラ

ミン銀行総裁（当時）のムハマド・ユヌス（Muhammad Yunus）氏によるノーベル平和賞

受賞のニュースであろう。マイクロファイナンスと呼ばれる低所得者向けの融資の手法と

ともに「社会起業家」という言葉も広く一般に認知されるようになり、以後「社会起業家」

は世界中で急速に台頭していくことになる。 

 

２）日本の社会起業 

 日本において「社会起業家」という言葉が用いられるようになったのは 2000 年前後であ

る。主要メディアに初めて「社会起業家」という言葉が登場したのは、朝日新聞が 2000 年

12 月 17 日（朝刊の読書面での町田洋次著『社会起業家 よい社会をつくる人たち』の紹介

記事）、読売新聞が 2001 年 1 月 25 日（ＪＣ世界会議誘致の福岡青年会議所の新理事長（当

時）の井上貴博氏のインタビューでのコメント）、日本経済新聞が 2001 年 1 月 25 日（地方

経済面の記事「全国の景況見通し「まだ厳しい」９割、ＪＣ京都会議で会頭。」）であった。 

日本には１．２）日本の社会的事業の歴史で述べたように古くから社会的事業や現代で

いう社会起業家にあたる人物が存在し、後述するフェアトレードの歴史は 1980 年代の半ば



から始まったが、「社会起業家」という言葉が広く一般の人に認知されるようになるには 21

世紀になるのを待たなくてはならなかった。 

1990 年代のバブルの崩壊によって「失われた 10 年」（何が失われたのかは不明だが）と

呼ばれる時代を経験した日本は、これまでの福祉政策や教育制度が制度疲労を起こし始め、

「一億総中流」「終身雇用」と呼ばれた時代から「格差社会」「成果主義」という考え方が

広まった。また阪神大震災や地下鉄サリン事件でこれまで多くの人々が抱いてきた「安全

神話」が崩壊し、長引く不況で無限に続くと思われた「成長神話」が幻想であることに人々

が気づき始めた。 

このように人びとがこれまでの日本社会の在り方に疑問を持ち始めたことで、個人の生

き方や働き方を問い直す声が高まり、若い世代を中心に「社会起業家」という言葉が注目

されるようになる。そして同時期に、株式会社フローレンスの駒崎弘樹氏や後ほど詳しく

述べる株式会社マザーハウスの山口絵里子氏など若い世代の社会起業家が登場し、「社会起

業家」という言葉も新聞だけでなくテレビや雑誌などのマスメディアにも取り上げられる

ようになった。 

さらに 2007 年には米ワシントンＤＣのマイクロファイナンス・インターナショナル・コ

ーポレーション（MFIC）社長の枋迫篤昌（とちさこ・あつまさ）氏が日本人で初めてアシ

ョカ・フェロー（世界をリードする社会起業家として、市民セクターのソーシャルキャピ

タルを支援する社会企業支援非営利組織のアショカの世界的なネットワークを生かした物

心両面の支援を得られるぱかりか、フェローであるということが確かな信用として働き、

一般の投資家からも有望な投資対象と見られるようになる）に選ばれるなど、日本の社会

起業家は着実にその評価を高めている。 

また「社会起業家」に注目が集まるにしたがって、日本でも社会起業家を支援する ETIC

や Social Venture Partners が台頭し、2009 年の鳩山由紀夫政権のもとで「新しい公共」

が提唱され、2011 年には NPO に対する寄付税制の改善や認定 NPO の門戸を広げる「改正

NPO 法」が国会で可決されるなど、日本の社会起業家を取り巻く環境は一歩ずつではある

が前進しているといえる。 

 

 

３．フェアトレードとは 

 

１）フェアトレードとは何か 

フェアトレードは一般に社会的事業の中の一分野と位置付けられており、別名を公正取

引ともいう。国際的フェアトレード・ネットワーク FINE では、「フェアトレード」を以下

のように定めている。 

 

Fair Trade is a trading partnership, based on dialogue, transparency and respect, 



that seeks greater equity in international trade. It contributes to sustainable 

development by offering better trading conditions to, and securing their rights of, 

disadvantaged producers and workers – especially in the South. Fair Trade 

organizations (backed by consumers) are actively engaged in supporting producers in 

awareness raising and in campaigning for changes in the rules and practices of 

conventional international trade. 

 

フェアトレードは、対話、透明性、敬意を基盤とし、より公平な条件下で国際貿易を行

うことを目指す貿易パートナーシップである。特に「南」の弱い立場にある生産者や労働

者に対し、より良い貿易条件を提供し、かつ彼らの権利を守ることにより、フェアトレー

ドは持続可能な発展に貢献する。フェアトレード団体は（消費者に支持されることによっ

て）、生産者の支援、啓発活動、および従来の国際貿易のルールと慣行を変える運動に積極

的に取り組む事を約束する。 

 

フェアトレードは、アジアやアフリカ、中南米などの女性や小規模農家をはじめとする、

社会的・経済的に立場の弱い人びとに仕事の機会をつくりだし、公正な対価を支払うこと

で彼らが自らの力で暮らしを向上させ、自立できるよう支援する取り組みである。つまり

フェアトレードの狙いは、途上国のもっとも不利な立場に置かれた生産者が、搾取ではな

く相互扶助の関係のもと、市場（通常は先進国）へのアクセスが作り出されることによっ

て、極度の貧困から抜け出す機会を獲得することである。その目的は、国際的な貿易を通

して、生産者が自らの事業とコミュニティをより幅広く発展させるための力をつけること

である。フェアトレードは、関わるすべての人により公平な利益を分配する革新的なサプ

ライチェーン・モデルを通して、生産と消費をつなぎ直す、生産者と消費者の新しいモデ

ルを提供する。それは多くの世界的な市場で現在起こっている明らかな失敗に立ち向かう

ことであり、南北間の供給者と需要者の関係を象徴する情報と力の圧倒的なアンバランス

さに取り組むということである。 

 フェアトレードを推進し、途上国の立場の弱い人びとの自立と生活環境の改善を目指す

ために 1989 年に結成された国際機関 WFTO（世界フェアトレード機関：World Fair Trade 

Organization）は、フェアトレード団体が順守すべき指針として「フェアトレードの 10 の

指針 (10 Principles of Fair Trade)」を定めており、加盟団体が基準を守り活動している

かをモニタリングしている。以下が「フェアトレードの 10 の指針」の内容である。 

 

フェアトレードの 10 の指針 （2011 年 7 月改定） 

 

1. 生産者に仕事の機会を提供する 

社会的に弱い立場に置かれた小規模の生産者が不安定な収入や貧困から脱し、経済的に自



立することを支援します。 

 

2. 事業の透明性を保つ 

経営や取引における透明性を保ちます。すべての関係者に対し説明責任を果たし、参加型

の意思決定を行います。 

 

3. 公正な取引を実践する 

バイヤーと生産者は、連帯と信頼、互いへの思いやりに基づき長期的な取引を行います。

小規模生産者が社会的・経済的・環境的に健全な生活ができるよう配慮して取引し、利益

を優先することはありません。また要望があれば、バイヤーは生産者に収穫や生産に先だ

って前払いを行います。 

 

4. 生産者に公正な対価を支払う 

生産者に対し、その活動地域の基準で社会的に受け入れられ、生産者自身が公正だと考え

る価格を支払います。公正な対価とは関係者全員の合意により決定されるものです。男女

の同等の労働に対し、平等な対価を支払います。 

 

5. 児童労働および強制労働を排除する 

生産過程での強制労働を許さず、国連の「子どもの権利条約」および子どもの雇用に関す

る国内法や地域法を順守します。生産に子どもが関わる場合はすべて公開・監視の上、子

どもの健全な生活や安全、教育、遊びに悪影響を及ぼさないようにします。 

 

6. 差別をせず、男女平等と結社の自由を守る 

雇用や賃金、研修の機会などにおいて、人種や社会階級、国籍、宗教、障害、性別や政治

的信条など、あらゆる面において一切の差別をしません。男女に平等の機会を提供し、特

に女性の参加を推進します。また、結社の自由を尊重します。 

 

7. 安全で健康的な労働条件を守る 

生産者が安全で健康的な環境で働くことができるよう、現地の法律や ILO（世界労働機関）

で定められた条件を守ります。また、生産者団体における健康や安全性についての意識の

向上を継続的に行います。 

 

8. 生産者のキャパシティ・ビルディングを支援する 

立場の弱い小規模な生産者に、ポジティブな変化をもたらすことができるよう努めます。

生産者の技術や生産・管理能力などのキャパシティが向上し、市場へアクセスできるよう

支援します。 



 

9. フェアトレードを推進する 

フェアトレードの目的や必要性をより多くの人に知ってもらえるよう啓発します。また、

消費者に対して販売者や生産者、商品の背景にある情報を提供し、誠実なマーケティング

を行います。 

 

10. 環境に配慮する 

生産地で持続的に採れるものなど、サステナブルに管理された素材を最大限に活用し、エ

ネルギーの消費と二酸化炭素の排出が尐ない生産を心がけます。農業ではできるだけオー

ガニックや減農薬など環境への負荷の低い方法を用います。梱包にはリサイクル素材や生

分解可能な素材を用い、輸送にはできるだけ船便を使います。 

 

WFTO は、加盟メンバーがフェアトレードの 10 の基準に即して活動しているかを相互評

価するために社会的影響評価レポート（ソーシャル・レビュー）というツールを用いてい

る。メンバー団体は 2 年に 1 度ソーシャル・レビューを実施してその結果を WFTO のモニ

タリング委員会に提出し、審査を受ける。活動内容が適切と認められたメンバー団体は、「フ

ェアトレード団体（FTO）」として WFTO から認定を受け、「FTO マーク」を付与される。

WFTO には 2011 年現在欧米や日本の輸入団体と、アジア、アフリカ、中南米の生産者団

体の合計 76 ヶ国の約 450 団体が加盟し、情報を共有しながらともにフェアトレードの普及

を目指している。しかしそのうち「FTO マーク」を付与されている健全な団体は日本の団

体ではネパリバザーロと People Tree の２団体でまだまだ尐ない。 

また WFTO が認証する「FTO マーク」のほかに、FLO の国際フェアトレード認証ラベ

ルも有名なフェアトレード認証ラベルである。消費者にフェアトレードを知らせる表示と

して 1988 年にオランダのマックスハベラーが開始し、その後、各国のラベル推進団体の統

括組織として 1997 年に FLO（Fairtrade Labelling Organizations International）が創設

された。2003 年に各国ばらばらであった表示マークを国際統一するラベルが完成した。現

在では各国の既存のラベルとの置き換えが行われている。ラベルの認証は、ほかの関係機

関から独立して運営される FLO－CERT GmbH（FLO 認証株式会社）が統括して行うとさ

れ、国際フェアトレード基準に基づき 58 か国の 632 の生産者団体を認証している（2007

年 12 月末時点）。フェアトレード基準には生産者向けと取引事業者向けがあるが、生産者

向けには生産者の社会的発展、経済的発展と生産地の環境的発展を原則として掲げ、取引

事業者には持続可能な生産と生活のためのコストを最低限回収できる費用（フェアトレー

ド最低価格）以上で買い入れることなどが求められる。FLO の国際フェアトレード認証ラ

ベルは 1986 年にはじめてコーヒーをフェアトレード認証して以降、2006 年末までには

2000 点弱の商品をフェアトレード認証するまでになった。 

 



２）世界のフェアトレードの歴史 

 フェアトレードのはじまりは諸説があり、起源ははっきりとしない。1940 年代にアメリ

カでオルタナティブ・トレード組織として NGO 活動の中からはじまったとする見方もある

し、1960 年代にヨーロッパで始まった、経済的、社会的に立場の弱い生産者に対して通常

の国際市場価格よりも高めに設定した価格で継続的に農産物や手工芸品などを取引し、発

展途上国の自立を促すという運動を起源とする見方もある。しかし記録には 1946 年にアメ

リカのテン・サウザンド・ビレッジ（元セルフ・ヘルプ・クラフト）がプエルトリコから

刺繍製品の購入を始めたとされており、1950 年代にはイギリスのオックスファム GB が、

中国の難民が作った手工芸品の販売を始め、1958 年には「フェアトレード」ショップ第 1

号店がアメリカで開店したとされている。また WFTO は自らのホームページで“Sixty 

years of Fair Trade”としてフェアトレードには 60 年間の歴史が存在すると述べている。 

 起源はあいまいなフェアトレードだが、尐なくとも 1960 年代に入ると活発化し始めたこ

とは事実であり、1964 年オックスファム GB が貿易会社"Oxfam Trading" を設立し、途上

国の生産者組合や村の発展を支援するという目的で手工芸品を輸入し、国内のオックスフ

ァム・ショップやカタログを通じて広く販売した。1967 年オランダの輸入団体"Fair Trade 

Organisatie"が設立、1969 年「ワールドショップ」第 1 号店がオランダで開店するなどの

動きを見せた。また 60 年代には Machakos District Co-operative Union、PEKERTI（イ

ンドネシア）、MINKA（ペルー）など、途上国でもフェアトレード団体が設立された。こ

うした 1960 年代はフェアトレードの「はじまりの時代」と定義される。開発援助活動が中

心で、第三世界から物品を購入し、販売する活動は既に存在したが、自立には経済的問題

の解決が重要と認識するのはその後半であった。 

 1973 年にはオランダの Fair Trade Organisatie によって、グアテマラの小規模生産者組

合より世界で初めて「フェア」にトレードされたコーヒー豆が輸入された。フェアトレー

ド運動は以後、手工芸品だけではなく食料品にも広がっていく。1960 年代を「はじまりの

時代」とするならば、1974 年～1985 年の間は生産者の状況や情報を付加し、消費者の理解

を広げた時代、すなわち「認知と拡大の時代」といえる。この時代から、社会の構造的変

革の基礎的な動きが出てくるようになった。具体的には環境、女性、貿易のネットワーク

化、第三世界の自らの改善の動きなどであった。「認知と拡大の時代」は理念を尊重し、実

践しようとした時代であったといえる。またこの時代にはイギリスのトレードクラフトや

ドイツの Gepa といったヨーロッパを代表するフェアトレード団体が生まれた時代でもあ

る。 

 しかし 1970 年から 1980 年代前半は、「認知と拡大の時代」だけでなくフェアトレードが

ビジネスとして広がりを持ち始める「ビジネスの息吹の時代」にも入ったが、フェアトレ

ードが本来持つ理念を守った貿易をすることの難しさに直面した時代でもあった。たとえ

ば製品の売り込み方は、人びとの理性や正義感、連帯の精神への訴えかけが中心で、品質

は二の次にされ、フェアトレード産品は高くてまずいや品質が悪いというのが定評であっ



た。この時代には理念を守るが故に財政破綻を来たした団体がいくつも表面化した。例え

ば、1984 年には ABAL FAIR TRADE が 10 年間の活動の後に破綻。1991 年には

BANKRUPTCY of S.I.I.が 15 年の活動の後に破綻している。また関税引き下げ等によって

途上国の手工芸品や衣料品が先進国市場に入りやすくなり、多くの小売店が参入して競争

が激しくなったことや、製品の安全性や健康への影響に関する基準が厳しくなったこと、

80 年代後半の長期不況で消費が落ち、消費者が価格や品質に敏感になってきたことなども

フェアトレード市場が伸び悩んだ原因として挙げられる。 

 さらに 80年代は様々なフェアトレード団体のネットワークが単に発展途上国で不利な立

場にある生産者の製品を売るというだけでなく、小規模生産者が生き残って行くことが極

めて困難な現在の貿易システムの現状について、人々に知らせる役割を果たした。しかし

フェアトレードの存在を人びとに周知させることはできても、必ずしもフェアトレードの

製品が一般の市場であるスーパーマーケットの消費者に行き渡っているとはいえなかった。 

 こうした経験を経て、フェアトレードは生産者を含めた資本を規模に合わせて充実する

必要性が生じるようになった。以後、まず第一にフェアトレード団体の活動は必要とされ

る分野の専門性を深めるプロフェッショナル化が進んでいく。1987 年には 11 のフェアト

レード輸入業者をメンバーとし、彼らの抱える共通の課題を話し合い改善することを目指

すヨーロッパ・フェアトレード協会（EFTA）が設立された。1989 年には生産者と購入者

がお互いの課題と改善に向けて話し合える国際的な組織である国際フェアトレード連盟

（IFAT）が設立され、現在までに世界 61 カ国の 270 のフェアトレード団体が加盟してい

る。、1994 年には消費者に最も近いところにいる店舗同士がよりフェアトレードに貢献する

ための組織であるヨーロッパ・ワールドショップ・ネットワーク（NEWS!）が設立された。

その後も1994年にワシントンDCでフェアトレード連盟（FTF）が設立、1998年にはFLO、

IFAT、NEWS!、EFTA がそれぞれの頭文字をとって、FINE という非公式なネットワーク

を形成し、WTO の閣僚会議にフェアトレード運動から代表を派遣（1999 年シアトル、2001

年ドーハ、2003年カンクン、2005年香港）した。2001年には国際フェアトレード連盟（IFAT）

の地域組織としてアジア・フェアトレード・フォーラム（AFTF）が設立され、以降アフリ

カとラテンアメリカでも生産者地域ネットワークが形成されている。2004 年には FINE が

ブリュッセルに合同フェアトレード・アドボカシー・オフィスを設立した。 

また一般市場へフェアトレード製品を広めるために、消費者の認知度を高めるラベル表

示の標準化を与える訴える運動も起きた。ラベル表示は 1980 年代にオランダの教会が母体

の NGO によって考案されたことがはじまりとされている。1988 年には、オランダで「マ

ックスハベラー」ラベルが開始された。一年後にはラベル付きコーヒーの市場シェアが約

3％に到達し、類似のラベル運動がドイツ（トランスフェア）、イギリス（フェアトレード

財団）、米国などに広まった。1997 年には国際フェアトレードラベル機構（FLO）が設立

された。さらに 2004 年、ムンバイで開かれた世界社会フォーラムで IFAT がフェアトレー

ド団体マークを発表した。 



2001 年 FINE が統一的なフェアトレードの定義に合意し、2005 年には既存のフェアト

レード基準、定義、手続きの調和・改善プロジェクト：品質管理制度（Quality Management 

System）が開始されるなど、国際的な統一感を高めている近年のフェアトレードは、一つ

の人間的豊かさを計る物差しとして、市民の中に根付こうとしている。関係者の努力の甲

斐あって、フェアトレード製品は大手スーパーにも常時取り揃えられるようになった。2002 

年には Sainsbury’s 、2004 年に Tesco（イギリス最大のスーパー）、2005 年には Asda（第

二のスーパー）と Sommerfield がフェアトレード商品の取り扱いをはじめた。またイギリ

スのカフェチェーンの一 Costa Coffee は 2000 年からフェアトレード・コーヒーを出し始

めた。同じ年、世界にカフェチェーンを展開するスターバックスもフェアトレードのコー

ヒー豆を取り扱うようになった。このようなコーヒー専門店のほか、ドーナツチェーンの

Dunkin’ Donuts やハンバーガーチェーンの McDonalds も 2003 年からフェアトレード・

コーヒーを店に置くようになった。大手コーヒー焙煎業者もフェアトレード・コーヒーを

わずかながら扱い始めた。アメリカのフェアトレード団体や生協の働きかけで、4 大焙煎

業者のうち Procter & Gamble と Sara Lee は 2003 年からフェアトレード・コーヒーを入

れ始めた。フェアトレードを批判していた世界最大の焙煎業者であるネスレも 2005 年参入

に踏み切った。現在、フェアトレードはコーヒー、カカオ製品、茶類、花、スポーツボー

ル、コットン製品をはじめとして、様々な製品を生産する人々の自立を実現するための手

段として大きな注目を集めている。 

 

IFAT が 2009 年４月から、WFTO と名称が変更された。WFTO は“World Fair Trade 

Organization”の略で、日本語にすると「世界フェアトレード機関」ということになる。

WFTO は名称の変更についての理由はふたつある。ひとつめは IFAT は The International 

Fair Trade Asociation の略であるが、以前は“International Federation of Alternative 

Trade”と名乗っていた。しかしこの中に「フェアトレード」という言葉がなかったために

「The International Fair Trade Asociation」と名称を変えたのだが、IFAT の名称はその

まま残した。しかしそれではこじつけ的な略語になってしまうため名称を変更することに

なった。ふたつめは近年、FLO ラベルが世界的に広まっており、フェアトレード全体の市

場を拡大させている。したがって IFAT の方でも FLO ラベルのマークに色を合わせて、フ

ェアトレードは FLO マークに使われている青系統の色に統一しようと決めた。そこで新し

い名前を WFTO としたのは、名前を自分たちが反対している WTO にあえて似たものにす

ることで、 違いを際立たせようとしたからである。2008 年度の IFAT の総会が 10 月にス

リランカ開催された。その場で出席団体による投票の結果、 91％の得票を得て、団体の名

称を IFAT から World Fair Trade Organization (WFTO)に変えることが決定された。2009

年の４月から、正式に WFTO の名前に変更された。 

 

３）日本のフェアトレードの歴史 



 日本では 1970 年代から NPO シャプラニール＝市民による海外協力の会が、バングラデ

ィシュの農村に暮らす女性たちの生活支援を目的として、現地の手工芸品を買って日本で

販売する活動を始めていた。しかしフェアトレードという言葉が日本に登場するのは 1986

年に株式会社プレス・オルターナティブの「第 3 世界ショップ」がオープンしたことがき

っかけであった。「第 3 世界ショップ」はヨーロッパのフェアトレードの考え方を取り入れ

た店であった。続いて 1989 年にはオルター・トレード・ジャパン（ATJ）が設立され、主

として生協内でフェアトレードを広げた。 

1990 年代にはいくつもの団体が生まれ、日本各地でフェアトレードショップができた。

この時期に誕生した代表的なフェアトレード団体は、グローバル・ヴィレッジ（1991 年）、

ネパリバザーロ（1992 年）、ぐらすつーる（1995 年）などである。さらにこの頃、主要メ

ディアでも「フェアトレード」という言葉が登場する。朝日新聞では 1996 年 04 月 22 日（朝

刊記事の「ＮＧＯショップ根張る 途上国援助の「ぐらするーつ」渋谷／東京」）、日本経

済新聞は 1994 年 2 月 18 日（夕刊記事の「フェアトレード運動すそ野広がる、買い物で国

際貢献――途上国の農家応援。」）、読売新聞は 1994 年 3 月 15 日（朝刊記事の「ＮＴＴデー

タ通信 ホワイトデーで社会貢献 贈り物差額を寄付／東京・江東」）にはじめて「フェア

トレード」という言葉が用いられている。こうしたフェアトレードの認知の高まりに伴っ

て、1993 年にトランスフェア・ジャパン（2004 年に法人化してフェアト一レード・ラベル・

ジャパンに改称）がトランスフェアーインターナショナル（現 FLO：国際フェアトレード

認証機構）の日本の機関として設立されたが、フェアトレード団体や、NGO、消費者団体

がかかわらずに設立され、フェアトレード・ラベル運動はフェアトレード団体の動きとは

別の発展を遂げていくことになり、NGO を巻き込むこともかなわないなど問題も生じた。 

2000 年代に入ると NGO・NPO 団体だけではなく民間企業がフェアトレードに参入する

ケースが増えてくる。2002 年にはアメリカでＮＧＯや市民からの圧力を受けてフェアトレ

ードをはじめたスターバックスが日本でもフェアトレード認証のコーヒーの販売を始めた

ことをきっかけに、2003 年にイオンが日本の大手一般企業としては初めてフェアトレード

認証のコーヒーの販売を始めた。また小川珈琲、共和食品、ユニカフェ、トーホーなど既

存のコーヒー会社もフェアトレード・コーヒーの取り扱いを始め、大手外食産業の株式会

社ゼンショーとピースウィングジャパンが提携し、2007 年から牛丼店すき家などでドリッ

プバックコーヒーを一袋単位で販売するとともに、店内でもカップ提供を開始するなど、

特にコーヒー製品で大手企業がフェアトレードに参入している。 

2000 年代後半になるとピープル・ツリーのサフィア・ミニーがゴールデンタイムの TV

番組で取り上げられたり、フェアトレードチョコレートが店頭に並びその様子を各種メデ

ィアが特集を組むようになった。また本人たちは自らをフェアトレードとは区別している

が、途上国からブランドを作り現地の人々の手によって作られた高品質のバッグをアパレ

ルのマーケットで販売することで、人びとの持続可能な自立を支援する株式会社マザーハ

ウスが注目されるようになったのも 2000 年代後半である。このようにフェアトレード関係



の事業も「社会起業家」が浸透していくに伴って尐しずつではあるが前進しているといえ

る。 

 

４）世界のフェアトレードの現状 

 

この項では世界のフェアトレードの現状を様々な統計を用いて分析していく。まずは世

界のフェアトレード認証製品市場の推移を見てほしい。このグラフを見ると分かるように、

フェアトレード認証製品の市場規模はここ数年、10-30％の割合で拡大を続けている。2009

年においては、世界的な不況下にも関わらず前年より 15％増の 34 億ユーロであった。 

 

 

出所：Fairtrade Labelling Organizations International 

 

ではどういった製品がフェアトレード市場では売り上げを伸ばしているのか。次の産品別

販売量のグラフを見ると、Cadbury Dairy Milk、Nestle's Kit Kat などがフェアトレード

認証チョコレートとして欧米で販売されたことにより、ココア（35 ％増）、砂糖（57％増）

市場は急激に伸びていることがわかる。フェアトレードの代表産品であるコーヒーも堅調

な伸びをみせ、12％の成長率となった。 

 



 

出所：Fairtrade Labelling Organizations International 

 

世界のフェアトレード市場では毎年売り上げ・成長率ともに着実な推移を見せていること

から、認知度も伸びていることが予想される。実際世界の約 70 カ国で流通しているフェア

トレード認証製品の数は約 27,000 で、特に菓子、飲料製品では様々な種類の製品が店頭に

並んでいる。こうした製品の流通量増加と共にフェアトレード・ラベルの認知度も増し、

最近の調査では、フェアトレード先進国だと概ね 50％～60％を超える国もいくつか出てき

ている。またフェアトレードラベルの運動の中心的役割を果たしてきたオランダでは、消

費者の 90％がラベルの意味を知っているほどに普及しているといわれている。またフェア

トレードの認知度はここ数年で急速な伸び率を示しており、Fairtrade Foundation のプレ

スリリースによるとイギリスでは2003年は25％、2004年は39%であったのに対して、2005

年には 50％になったとされている。 

 



 

出所：European Fair Trade Association(EFTA) Facts and Figures 2006 

 

これに伴い、フェアトレードがマーケットシェアに占める割合も高い国を抜き出すと以下

のようになる。 
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出所：WAKACHIAI PROJECT 拡大するフェアトレードラベル商品 

 

しかしあらゆる商品が高いマーケットシェアを占めているわけではない。2005 年のデータ

を見てみるとまだまだマーケットシェアが 1％にも満たない製品も多い。 

 

Product 

Country 

Coffee Tea Bananas Cocoa Sugar Honey Juices 

Denmark 2.5%  0.7%     

Sweden 1.1% 1.3% 0.7% 0.9% 0.0001%   

Norway 0.7% 0.33% 0.28% - - - 0.34% 

Germany 0.9% 2% - 0.2% - 1.3% 0.4% 

Luxemburg 3% <0.1% 4-5% <1% <0.1% <0.1% 3-4% 

Ireland 1% <1% <1% <1%   <1% 

Switzerland 5% 5% 25% 1% 0.1% 10% 7% 

Austria 1.6% 1.5% 2.3% 0.08% 

0.45% 

(chocolate) 

- <0.07% 0.03% 

Italy 0.2% 0.1% - 0.1% - 1% 0.2% 

Belgium 1% p.m. 1% p.m. p.m. 2% p.m. 

Finland 0.5%  5%   5% - 

出所：特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパン 各国のフェアトレード・

ラベル製品のシェア 

 

さらに国別のフェアトレード認証市場を見てみると、イギリスとアメリカの市場が依然と

して大きく、この 2 国だけで世界のフェアトレード認証製品市場の約半分を占めている。 

 



 

出所：Fairtrade Labelling Organizations International *為替レート：1 ユーロ＝130 円 

 

一方で、生産者の側も変化を遂げている。フェアトレード認証製品の市場が広がるに伴

い、認証生産者組織の数も増加の一途をたどっている。2009 年現在、その数は世界 60 カ

国 827 組織に達した。また 2011 年 2 月現在、130 万人の生産者・家族を含む 750 万が、フ

ェアトレードの恩恵を受けている。たとえば 2008 年のフェアトレードの推定市場規模は、

29 億ユーロ(約 4000 億円）だが、その 4000 億円のうち生産者は、通常のマーケットで販

売するより約 62 億円多くを受け取っていると推定されている。 

 

 



出所： Fairtrade Labelling Organizations International 

 

現在のアフリカ・中東地域、アジア、中南米の各地域での、生産者組織数、メンバーの

数、FLO フェアトレードに参加している国の数、およびプレミアム総額は以下のようにな

っている。 

 

地域 組織数 メンバー・ 

ワーカーの数 

FLO フェアト

レード参加国

数 

プレミアム総

額 

[Million €] 

アフリカ・中東 231 760,000 28 12.6 

アジア 120 189,000 12 5.6 

中南米 476 280,000 20 33.8 

合計 827 1,229,000 60 52 

出所：フェアトレード・ラベル・ジャパン フェアトレード 世界の動き 

 

これらの統計から、世界のフェアトレードの現状は以下のようにまとめられる。 

（１） 急速な拡大・売上高の増加 

（２） 特定商品のマーケットシェアに占める割合が高い 

（３） 高い認知度 

（４）  

 

５）日本のフェアトレードの現状 

 

引き続き、日本のフェアトレード市場を統計を用いて分析していきたい。日本は一般に

フェアトレード後進国であるといわれている。たしかにスーパーマーケットなどでフェア

トレードの商品を見かけることは尐ない。しかし 2002 年後半ごろから、身近なコーヒーシ

ョップやスーパーなどでもフェアトレード認証製品が販売されるようになり、2008 年まで

毎年 30～50％の成長率で拡大してきた。2009 年には、フェアトレードとは直接関係のない

エチオピア産モカコーヒーの残留農薬の問題が影響し、フェアトレード市場の拡大が一旦

停滞したが、2010 年には、コットン製品やチョコレート、バナナなどまた新しい産品カテ

ゴリーに商品が広がり、フェアトレード認証製品市場規模（推定小売市場規模）は前年比

13.6％増の 16 億 7 千万円となっている。 

フェアトレードに参加する企業・団体数も年々増加傾向にあり、フェアトレード認証原

料・製品の輸入、製造、卸、販売などに携わる日本国内の登録組織数は、2010 年 12 月末

時点で 130 組織に広がっている（2009 年 12 月末時点：91 組織）。 

ただ、フェアトレード表示が付された商品に限定すれば（日本では 2006 年度のフェアト



レード製品の売上高は 45 億円ほどと推定される）、売上高は 2007 年で約 10 億円とアメリ

カ、英国の 100 分の１以下に過ぎない。これは我が国では計算上、一世帯当たり年間 19.3

円をフェアトレード表示製品に当てただけということになる。この額は諸外国と比較して

尐額であるといわざるを得ない。 

 

 

出所：フェアトレード・ラベル・ジャパン 日本のフェアトレード認証製品市場の推移 

 

 

出所：フェアトレード・ラベル・ジャパン 日本のフェアトレード認証製品市場の推移 



 

諸外国と比較しても日本はフェアトレードラベル製品の売上が尐ない 

 

出所：Fairtrade Labelling Organizations International *為替レート：1 ユーロ＝130 円 

 

さらに認知度の面でも課題を抱えている。2008 年に行った調査において、フェアトレー

ド製品の購入についての考えを尋ねたところ、「同品質なら尐々高くてもほかの製品よりも

フェアトレード製品を購入する」と回答した人は 6.1％に過ぎず、「同品質で同価格ならほ

かの製品よりもフェアトレード製品を購入する」と回答した人が 15.4％、「低価格なら購入

する」と回答した人が 16.7％いるなど、市場価格よりも高い値段で買うことで生産者など

の生活・労働条件を保護しようというフェアトレードの概念を理解していない回答が残念

ながら目立った。また、そもそも「フェアトレード製品を知らないため、わからない」と

回答した人が 57.1％もおり、日本ではフェアトレード製品の認知度自体が未だ低いことも

浮き彫りになっている。 

こうした状況は例えば、フランスでは 74％の人がフェアトレードとは何かを理解し、50％

の人がフェアトレードのマークを認知しているのと差がある。日本でのフェアトレード製

品の認知度が低いことには、欧米に比べフェアトレード表示が付された商品数がまだまだ

限られていることや小売店など消費者の目につきやすいところで販売されていないことが

関係していると思われる。 

 

フェアトレード製品を積極的に購入する意思がある人は約２割に止まる 



 

（備考） 

１． 内閣府「国民生活選好度調査」（2008 年）により作成。 

２．「あなたは、フェアトレード（公正な貿易）製品の購入についてどのような考えをお持

ちですか。（○は１つ）」との問に対する回答の割合。 

３． 回答者は、全国の 15 歳以上 80 歳未満の男女 4,148 人（無回答を除く）。 

 

これらの統計から、日本のフェアトレードの現状は以下のようにまとめられる。 

（１） 急速な拡大・売上高の増加 

（２） マーケットから見た売上高、各国と比較した規模は小さい。 

（３） 低い認知度 

（４） 
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第 3 章 代表的なフェアトレードのスタイル 

 

 

ここで、フェアトレードの歴史を踏まえてフェアトレードのスタイルを三つの世代に分

けてまとめ、それぞれの世代の特徴を考察したい。1960 年代にフェアトレードが盛んにな

って以降、取引のスタイルは時代を経るごとに変化をみせていった。様々なフェアトレー

ド団体の活動によって周囲の環境にも変化が生じ、それに対応してフェアトレード団体も

また変化していった。本章では以下の三つの時代を第一世代、第二世代、第三世代と定義

し、それぞれを「直輸入世代」、「大企業 CSR 世代」、「ブランディング世代」と称して考察

の対象とする。 

 （１）1960 年代～1980 年代前半「直輸入世代」 

発展途上国の手工芸品や農産物を直輸入する 

 （２）1980 年代後半～現在「大企業 CSR 世代」 

    大企業のCSR活動で、フェアトレードで輸入された商品を一般の市場で販売する。 

 （３）1990 年代後半～現在「ブランディング世代」（※） 

    社会起業家自身の手でブランディングした商品を一般の市場で販売する。 

 

 なお、三つの世代の区分はその時代におけるフェアトレードの特徴的なスタイルやメイ

ンストリームとなったスタイルに基づいて区切ったものであり、たとえば第二世代に入っ

たら第一世代は消滅したということではない。現在も直輸入品を販売するところは存在す

るし、尐数ではあるが以前からフェアトレード団体は自らの手でブランディングしていた

オリジナルの商品を取り扱っていた。今回の区分はあくまでのその時代の特徴を明確にす

るための区切りであり、ひとつの世代にはひとつのやり方しか存在しないということでは

ない。 

 

１．1960 年代～1980 年代前半「直輸入世代」 

 

１）「直輸入世代」の登場 

1960 年代以降に盛んになったフェアトレードはまず、南半球の社会から取り残された生

産者や労働者から、通常の国際市場価格よりも高めに設定した価格で継続的に農産物や手

工芸品などを取引することで、発展途上国の自立を促すという運動としてヨーロッパから

始まった。この時期に誕生した団体としてイギリスの Traidcraft やドイツの GEPA などが

あげられる。 

また日本でも1974年から国際協力NGO シャプラニールがバングラデシュやネパールの

手工芸品をフェアトレードとして販売しはじめた。彼らがバングラデシュで活動をはじめ

て間もない 1974 年に、ある農村で女性たちの協同組合が結成された。そのメンバーは特産



品であるジュート(黄麻)を利用した手工芸品づくりの研修を受け、収入向上を目指して生産

活動をはじめた。シャプラニールはその製品を買い上げ、日本で販売した。これがシャプ

ラニールのフェアトレード活動のはじまりである。当時は「フェアトレード」という言葉

はなく農村開発活動の一環としてはじまったのだが、ほどなくして組合のメンバーは作っ

た手工芸品を現地 NGO へ納めるようになり、シャプラニールはその NGO を通じて製品を

仕入れるようになった。現在では複数のこうした現地 NGO を生産パートナーとして活動し

ている。こうしたフェアトレード活動を彼らは「フェアトレードを通じて作る人、使う人

がつながって、地球が笑顔でいっぱいになること」を目指して「クラフトリンク」と呼ん

でいる。 

 

２）「直輸入世代」の特徴 

こうした「直輸入世代」の特徴は「現地で生産されたフェアトレード商品を、フェアト

レード団体が直接買い取って日本で販売する」というスタイルをとっていることである（生

産者とフェアトレード団体との間には両者を仲介するパートナー団体が入ることもある）。

取り扱うフェアトレード商品は現地の農産物や手工芸品が多く、通常は市場価格よりも高

めに設定された合意に基づく最低価格で買い取られ、フェアトレード商品を取り扱う店舗

やバザーなどで販売される。シャプラニールを例にとると、フェアトレード団体と生産者、

パートナー団体との関係は以下のようになる。 

 

 

出所：「作る人」と「使う人」をつなげるクラフトリンクのフェアトレード 

 

３）「直輸入世代」のメリット 

ここまでをみて分かるように、「直輸入世代」のフェアトレード団体の役割は日本の顧客

と現地の生産者を結びつけることにある。フェアトレード商品を通じて生活の様子や現地

の伝統・文化を日本の顧客へ伝えると同時に、商品に対する感想、意見などの顧客の声を

現地の人々へ伝える（長い間、顧客の声が商品に反映されているとは言い難い状況ではあ



ったが）。また現地のパートナー団体は、生産者の生活向上を目的に、医療費や教育費の補

助、小規模の融資など様々な活動を行なっている。 

「直輸入世代」のフェアトレード団体は現地で商品を取り扱うパートナー団体と手を組

むことはあるが、商社などの中間団体を介さずに直接生産者と取引をする（もしくは直接

取引に非常に近い）形をとるので、中間マージンを排除し、その分生産者が多くの金額を

受け取る仕組みを作っている。途上国でフェアトレード製品を生産している団体はほとん

どが非営利で、より多くの賃金を生産者に払うこと、より多くの生活困窮者を雇うことを

目的としているので、消費者が製品に対して支払う金額のより多くの部分が生産者に渡る。

シャプラニールの代表的な商品であるノクシカタきんちゃく象(1,900 円)の場合の価格内訳

は以下のようになる。 

   

出所：代表的な商品の価格内訳 ～ノクシカタきんちゃく象(1,900 円)の場合 

 

ノクシカタきんちゃく象(1,900 円)を買うと、約 220 円が生産者の賃金となる。ちなみに

バングラデシュでは、これでおよそ 5kg のお米を買うことができる。 

これに対して通常の企業は一般には利益を出すことを目的に生産するので、雇用は最低

限に限られ、賃金もギリギリに押さえられている。消費者が製品に対して支払う金額の多

くの部分が利益として事業所有者のものになり、生産者には尐ししか渡らない。 

こうした搾取とも呼べる過酷な労働の実態は世界各地で報告されている。たとえばコー

ヒー生産のケースでは、主な生産者である小規模な個人農民たちが、市場への物流、販売

ルートを持たないため、やむなく「コヨーテ」と呼ばれる仲買人たちに生産したコーヒー

を売るのだが、農民が仲買人から受け取るのは、市場価格の半分以下、1 ポンドあたり 20

～40 セントである。平均的なコーヒーの生産コストは、70 セント以上かかるので、これで

は生産コストの半分にもならないことになる。そのため生産者たちは経済的に困窮し、彼

らの子供たちを学校に行くことができず、代わりに子供をコーヒー畑で働かざるを得なく

なる。また中国では労働者のが生活していける最低賃金が時給 87セントであるのに対して、

ナイキやアディダスなどの製品を作るいくつかの工場では、わずか 13～16 セントの賃金し

か支払われていない。さらに GAP などの有名ブランドの下請け工場では、労働時間は 12



～16 時間、残業手当は支給されず、労働者は、「裏の契約書」にサインさせられる。彼らは

組合に参加したり、宗教行事に参加すること。結婚することなど、 基本的な人としての権

利を奪われた状態で働かされる。また工場内は込み合っていて、ものすごい暑さ、衛生状

態も悪く火傷や怪我、感電などの安全対策が不十分である。住環境も悪く、狭いところに

たくさんの人が詰め込まれ、食中毒が大発生したこともある、といったように非常に過酷

な労働環境で働かされている。 

「直輸入世代」のフェアトレード団体は発展途上国でのこうした搾取と呼べる労働を目

の当たりにして、生産および貿易活動を通して途上国の人々の暮らしを良くする「海外協

力」と、富めるものが富み貧しい人々がより厳しい状況におかれてしまう、現状の貿易に

よる問題点を改善していこうとする「もうひとつの貿易」としてのフェアトレードを実現

するという目的のために世界各地で活動を続け、フェアトレードの存在を世界に広めるこ

とに成功した。 

 

４）「直輸入世代」の課題 

しかしかつてフェアトレード商品は「高くて質の悪いもの」という見方をされていた。

理由はいくつかあるが、生産者の自立を支援する「援助」としての側面が強くなるゆえに、

商品を購入する顧客の満足が後回しにされるという理由は見逃せない。このため商品の質

が低くても、販売側は「発展途上国で可哀想な目にあっている人たちが作った商品だから

買ってください」というように、「お涙頂戴」のビジネスをしがちになる。また同じ商品で

もフェアトレードの商品は一般に市場に出ているものよりもどうしても値段が高くなって

しまうことに加え、販売されている商品が現地で生産された農作物や伝統的な手工芸品で

あったために、消費者のニーズに合致せず、またフェアトレード団体も前述の理由から十

分なマーケティング活動をしてこなかったために顧客満足の実現は二の次になってしまっ

た。株式会社マザーハウスの山口社長はインタビューでフェアトレードについて聞かれた

ときに次のように述べている。 

 

記者 

いま、フェアトレードという言葉が流行語のようになっています。山口さんの実践はフ

ェアトレードを地で行くものだと思いますが、その著書『裸でも生きる ２５歳女性起業

家の号泣戦記』（講談社）では、「フェアトレードはフェアじゃない」といわれました。 

山口  

私がいちばん初めにフェアトレードという言葉を聞いたのは、大学で経済開発学を学ん

でいたころで、そのころはあくまで本のなかの知識でした。その後、アメリカの国際機関

のインターンを経てバングラデシュに向かい、三井物産のダッカ事務所で研修をしている

とき、あの NGO もフェアトレードをやっている、という声をよく聞いたんです。 

 初めはとてもよいアイデアだと思いましたが、そこで販売されている商品を見ると、



質は良くないけれど、かわいそうだから買ってあげるんだろう、というものばかり。本当

に商品をつくるにはバイヤーの技術や知識が不可欠で、しかし NGO は専門家ではないから、

そこにお金を掛けようにも掛けられない。彼らはその利益をまず、教育や医療に回さなけ

ればなりませんから。 

記者 

質の勝負ができていなかった。 

山口 

もっと良いミシンがあったら良い製品がつくれるのに、と彼らにいったこともあります

が、「品質を求めるのは間違っている」という言葉が返ってきました。ではなぜこの商品を

売るの、と聞いたら、「援助の一環だ」と。彼らにとっては、最上位の目的が「生産者支援」

なんです。でも私はそうじゃない。お客さまの満足があって初めて生産者の生活がある。

最上位の目的は「顧客満足」で、だから品質を上げようと思う。それができるのは NGO で

はなくて、民間企業なんです。 

フェアトレードラベルという称号を付けたければ長期にわたって生産者と契約すべし、

などという多くの基準が国際機関によって定められている。しかしそのために、生産者が

価格に見合わないものを提供しても、消費者は受け入れなければならない。先進国には買

う義務があるといわれた時点で、そこに品質という言葉はないわけです。 

 

Voice+ フェアトレードの勘違い 

 

近年の「直輸入世代」のフェアトレード団体の中には商品の質に力を入れていることも

あるものの、山口社長の発言は多くの消費者の意見を代弁しているといえる。 

 

５）「直輸入世代」の取り扱う商品 

しかしこうした消費者の声を受けて、各団体とも商品の質の改善やマーケティング、宣

伝方法には力を入れており、価格の面を除けば最近は品質の高い商品やカジュアルなデザ

インで若者にも受けそうな商品が出てくるようになった。また食料品も消費者のオーガニ

ック志向を反映して様々な種類の見た目も中身も体によさそうな商品を販売しており、味

の面でも進歩がみられる。シャプラニールを例にとると、「直輸入世代」のフェアトレード

団体が扱っている商品には次のようなものがある。 

 

クラフトリンク南風 2009 年年間人気ランキング Top10 

 

1 位 バングラデシュの手拭い ガムチャ 

 

●使い方様々！手頃な価格と一枚一枚色や柄が異なるのも人気の秘密 



価格 900 円 

ストールとして首にまいてもよし、肩に羽織るもよし。使い込むほどになじむ柔らかな

綿素材が心地よい。大判なのでテーブルクロスなどインテリアのアクセントとしても楽し

めます♪ 

 

2 位 ジュート透かしのれん 

●和室にも洋室にも。 

価格 100cm:500 円、125cm:600 円、150cm:700 円 

目隠しに仕切りに。透け感があるのでお部屋を明るく演出します。ナチュラルなお部屋

にもぴったり。 

 

3 位 ジュート（黄麻）レジバッグ 緑 

 

●10,000 個以上完売。大人気のエコバッグ！ 

価格：2,000 円 

自然素材ジュートがナチュラル感を演出。 機能性バツグンで見た目もスマートなエコバ

ッグ。 

 

4 位 ジュートバッグ かえる マチ付き 

● A4 サイズでサブバッグとしても大活躍 

価格 600 円 

 

5 位 手織布の小銭入れ 

●丁寧に織られた手織りの布の端切れを有効活用。まーるい形が好評です。 

価格 600 円 

 

6 位 ジュート（黄麻）バッグ ねこ マチ付き 

●ナチュラル素材のエコバッグ。 

ネコがキュート！ 

価格 600 円 

 

7 位 ジュートサンダル M・L サイズ / LL サイズ 

●天然素材で履き心地抜群!ご家族みんなで 

価格 M・L サイズ：1,500 円、 LL サイズ：1,600 円 

 

8 位 素焼アロマストーン 壁かけネコ 



●子ぶたと共にプレゼントにも大好評！ 

価格 500 円 

 

9 位 ジュート・エンジェル S 

●キーホルダーとしてバッグにつけても可愛い。お手頃プライス！ 

価格 100 円 

 

10 位 ノクシカタパース ニ頭の象 

●ポーチの裏側にも刺しゅうが入ったこだわりよう。白・赤もあります。 

価格 1,200 円 

 

商品の説明はすべてクラフトリンク南風のホームページのものを抜粋した。 

 

６）「直輸入世代」の実績 

最後に、こうした「直輸入世代」のフェアトレード団体はどのくらいの売り上げを誇って

いるのかを、シャプラニールを例にとってまとめてみる。 

 第一にシャプラニールの 2010 年度の売り上げは近年の消費の冷え込みの影響もあり、売

上目標に対しては 88％の達成率で 2009 年度並であった。顧客が繰り返し購入できる新た

な消費財として、ナチュラル石けんの商品開発に注力した一方で、新規獲得を含めた営業

活動に充分な時間と労力をかけることができなかった。販路別売上の割合を見ると、常設

販売が 31％（直近 3 カ年の平均 28％）と比率が拡大しているのに対し、通信販売は 16％

（同 20％）と縮小傾向が続いている。フェアトレードの普及へ向けた取り組みとして、

WFTO への加盟が実現したほか、フェアトレード推進会議といったネットワーク会議への

参加、講師派遣などを積極的に行った。 

 



 

 

第二に販売促進だが、各地で講演会やフェアトレードフェアを実施した。2010 年度新規

に取引が始まった店舗は 55 件（2009 年度は 54 件）、また新たな生協との取引も決まった。

カタログで丁寧な商品説明やより多くの生産者情報を掲載できた結果、新商品を中心に予

想を超える注文を受け欠品する商品が相次いだため、多くの注文を逃す結果となった。ジ

ュートバッグ・キャンペーンやキャンドルナイトに合わせたキャンドルの販売は積極的な

営業活動が出来なかったこともあり、目標達成には及ばなかった。2010 年秋に予定してい

たバングラデシュの伝統刺しゅうノクシカタをテーマとしたフェアは、2011 年 2 月に開催

し、2 日間で 350 人が来場、約 80 万円の売上があった。また、前駐在員が全国を回る「フ

ェアトレード講演会」を開催し、全国 12 都市、16 カ所で講演を行い、合計で約 700 人が

来場した。講演先ではクラフトリンク商品の取扱店舗を訪問し、営業活動を行った。 

第三に商品開発においては、新たな消費材としてバングラデシュとネパールのナチュラ

ル石けんの開発に取り組んだ。高品質な化粧石けんを目指し、開発費用の助成、企業から

品質向上のための技術指導を受けた。また、ブランディング／広報／デザイン当会評議員

の分野から 3 名の専門家の協力を得て、これまでできなかったブランド作りが実現した。

2011 年 2 月には東京インターナショナルギフトショーに出展し、各方面から大きな反響が

あり問合せが相次いでいる。 

こうした活動の結果、ニュース性が高い情報提供でメディア掲載が増加している。広報

戦略として衣類をはじめとした商品へ「クラフトリンク南風」のブランド・タグの取り付

けを開始した。ジュートバッグ・キャンペーンや石けんプロジェクト、またカタログでの

著名人インタビューなど、ニュース性のある活動を意識した結果、マスメディアでの紹介

件数が 2009 年度の 18 件から 60 件に増えた。また、インターネット通販「楽天市場」へ
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のアクセス数の増加を目的にスタッフブログを定期的に更新した。 

 

日本においてフェアトレードはまだまだ認知度が低いために売り上げなどの数値は決し

て高いとは言えないが、一般のマーケットの商品と競争できるようなビジネスをするとい

う意識があるということはわかる。今後は商品の質の向上、消費者のニーズを踏まえた商

品をより多く販売することやフェアトレードの認知度を高める広報の徹底がさらに求めら

れているといえる。 

 

２．1980 年代後半～現在「大企業 CSR 世代」 

 

１）「大企業 CSR 世代」の登場 

1980 年代に入っても、フェアトレードは認知はされども商品がスーパーマーケットなど

に並ぶことは尐なく、フェアトレード団体側の不十分なマーケティングもあって普及が進

んだとはいえない状態であった。フェアトレード商品が一般の市場で売られている商品に

勝つためには新しいアクションが必要であった。こうした状況に対して、フェアトレード

を推進する運動は新たなステージに入る。エポックメイキングな出来事となったのは、フ

ェアトレードラベルの登場であった。 

1980 年代後半に登場したフェアトレードラベルはフェアトレード商品を一般の市場に普

及させることに大きく貢献した。まず 1988 年には、オランダで「マックスハベラー」ラベ

ルが開始された。フェアトレードラベルが商品に張り付けられることで消費者のフェアト

レードに対する認知度は高まり、小売業者も商品にフェアトレードラベルが張り付けられ

たことでフェアトレード商品を取り扱いやすくなった。ラベルの登場後、もともとフェア

トレード運動が盛んだったオランダやイギリス、ドイツでは、1990 年代初めから生協やス

ーパーがフェアトレードラベルの商品を売り始めた。90 年代半ば以降は他の国々でも大手

スーパーが扱うようになり、2002 年には FLO によって現在の国際フェアトレード認証ラ

ベルが作られ、フェアトレードラベル商品の種類も増えた。 

 こうしたフェアトレード市場の拡大を背景に小売業が本格的にフェアトレードに参入

し始める。先陣を切ったのは生協だったが、生協の成功をみて大手スーパーも自社ブラン

ド製品を導入し始めた。2002 年に Sainsbury’s、2004 年に Tesco（イギリス最大のスーパ

ー）、2005 年には Asda（第二のスーパー）と Sommerfield がフェアトレード商品の取り

扱いを始めた。 

 これに対して、企業の側の意識も変化していった。1990 年代以降、冷戦が崩壊し経済の

グローバル化が進む中で発展途上国での過酷な労働の実態が大手メディアや NGO・NPO

によって告発されるようになり、人びとは世界的なグローバル企業の実態に衝撃を受けた。

また環境破壊や資源の枯渇など地球規模の問題への関心が高まるにつれ、CSR、すなわち

「企業の社会的責任」という考え方が広まり、企業は売上げのみを追求していればよい時



代は終わりを迎えた。 

 このように CSR 意識が浸透する中で、貿易や小売業者の間で「フェアトレード」に注目

が集まるようになった。こうして大企業は自社の CSR 活動の一環として各種フェアトレー

ド団体と手を結び、フェアトレード事業に本格的に乗り出すことになった。イギリスのコ

ーヒー会社 Costa Coffee は 2000 年からフェアトレード・コーヒーを出し始めた。同年、

世界中にチェーンを展開するスターバックスもフェアトレードコーヒーを取り扱うように

なった。これらのコーヒー専門店のほかに、ドーナツチェーンの Dunkin’Donuts やハン

バーガーチェーンの McDonalds も 2003 年からフェアトレード・コーヒーを店に置くよう

になった。さらに現地のフェアトレード団体や生協の働きかけで、アメリカの 4 大焙煎業

者のうち Procter & Gamble と Sara Lee は 2003 年からフェアトレード・コーヒーを取り

入れ始めた。フェアトレードを批判していた世界最大の焙煎業者であるネスレも 2005 年に

フェアトレード事業への参入に踏み切った。 

日本でもスターバックコーヒー、タリーズコーヒー、イオン、無印など有名企業が 2003

年から徐々にフェアトレードラベルに参加しているほか、伊藤忠商事が株式会社クルック

と共同運営するプレオーガニックコットンプログラムが、2011 年度グッドデザイン賞にお

いて、グッドデザイン特別賞である「グッドデザイン・サステナブルデザイン賞（経済産

業大臣賞）」を受賞するなどコーヒー以外の分野にも広がりをみせている。 

 

２）「大企業 CSR 世代」の特徴 

「大企業 CSR 世代」の特徴は、フェアトレード商品を普及させたいフェアトレード団体

と CSR を実現したい大企業がタッグを組んでフェアトレード事業を行うことである。従来

フェアトレード団体にとって大企業は不公正な貿易によって私腹を肥やす「目の敵」であ

った。フェアトレード団体が発展途上国の農作物や伝統的な手工芸品を販売していたのは、

生産者の生活を支援するほかに大企業に対する批判のメッセージも込められていた。 

しかし消費者を啓発するだけでなく、実効性のあるフェアトレードの普及を実現するに

は、フェアトレード団体にとって大企業の巨大な資本と高いブランド力・マーケティング

力は非常に魅力的であった。一方の大企業にとっても消費者が単に物を買うだけでは満足

をしない情報の時代に入ったことで、自らのブランドイメージを一層重視するようになり、

グローバル化で巨大企業の影響力が世界規模になったことや環境破壊や発展途上国の貧困

問題がクローズアップされたことで、大企業が「世界を引っ張る存在」として、自律的で

倫理観の高い事業を行うことが避けられなくなった。 

こうしてフェアトレード団体と大企業の利益が一致したことで、「大企業 CSR 世代」は

誕生し、フェアトレード団体のノウハウ・ネットワークと大企業の資本・マーケティング

力・影響力を掛け合わせることで、実効的で高い影響力を持つフェアトレードが実現する

ことになった。 

フェアトレード団体と大企業が手を組んだフェアトレードの仕組みは様々な形態がある



が、今回は良品企画のフェアトレードコーヒー事業と伊藤忠商事のプレオーガニックコッ

トンプログラムを取り上げる。 

 

良品企画 フェアトレード認証商品のしくみ 

 

出所：良品企画 環境・社会への取組み 

 

プレオーガニックコットンプログラムの運営体制 



 

出所：プレオーガニックコットンプログラム®  POCP の運営体制 

 

プレオーガニックコットンプログラムは株式会社クルックと伊藤忠商事株式会社が、共

同で企画・運営を行っている。プレオーガニックコットン製品を購入するという消費活動

が生産地の改善にきちんと循環するよう、畑から、糸の製造、物流までトレーサビリティ

を確立し、消費者の目に見えるかたちで管理をしている。 

インドのコットン栽培地では、オーガニックの必要性を感じた農民が主体となり 2000 年

に発足したインド最大級のオーガニック農業支援団体ラジ・エコ・ファーム(RAJ ECO 

FARMS)と共同で農家のサポートをしている。 

コットンの認証は、世界的オーガニック認証機関であるコントロールユニオン

（CONTROL UNION）から、オーガニック認証を取得できるようサポートしている。プ

レオーガニックコットンは、コントロールユニオンよりトランジショナルコットン（オー

ガニックへの移行期間中のコットン）として、オーガニック認証を取得している。この認

証が 3 年続くと、オーガニックコットンとなる。この認証の取得により、信頼性の高いプ



レオーガニックコットンを提供することができる。 

コットンの紡績ではパットスピン・インディア（ PATSPIN INDIA LTD ）と提携。収

穫された原綿はパットスピンの紡績工場で綿糸にする。パットスピンは工場の消費電力の

約 20.5%を 4 台の風車の風力発電でまかなう、環境への配慮が高い企業である。パットス

ピンの紡績工場もまた、コントロールユニオンの認証を取得しており、信頼性の高いプレ

オーガニックコットン糸を生産している。 

 

３）「大企業 CSR 世代」のメリット 

「大企業 CSR 世代」のメリットは、前述したように大企業の持つ巨大な資本・ブランド

力・マーケティング力を生かしたフェアトレード活動ができるということにある。 

まず大企業にはたくさんの資本があるために、いちフェアトレード団体では不可能な巨

大なスケールの事業を実現することができるし、圧倒的な資本を生かして影響力のあるビ

ジネスができる。 

次に大企業のもつブランド力で、消費者にフェアトレードへの関心を高めてもらうこと

も可能になる。たとえばフェアトレードコーヒーを多くの人々に人気のあるスターバック

スが扱うことで、フェアトレードが「ダサくて胡散臭い活動」から、「かっこよくて親しみ

のもてる活動」にイメージが変わったともいえる。また大企業の知名度はフェアトレード

の効果的な宣伝に生きてくるアメリカで人気のダンキン・ドーナツがフェアトレード商品

を取り扱っているとなれば、フェアトレード団体が講演やイベントでフェアトレードの啓

発活動をするよりも多くの人々の目に触れるし、タイアップ効果も期待できる。フェアト

レードに関する関心がもともと高かったオランダでは、一般の企業がフェアトレードに参

入して以降、現在は消費者の 90％がラベルの意味を知っているという調査結果もある。 

さらにプログラムの実行に際して大企業の持つ高いマーケティング能力を生かすことで、

より効果的な事業展開を図ることができる。実際にプレオーガニックコットンプログラム

において、伊藤忠商事は自らの果たす役割を次のように述べている。 

 

伊藤忠商事の繊維事業（繊維カンパニー）は、「繊維原料・テキスタイル部門」「ファッ

ションアパレル部門」「ブランドマーケティング第一部門」「ブランドマーケティング第二

部門」の 4 部門から構成され、原料から最終製品、ファッションから非繊維に至るさまざ

まな分野で事業を展開し、国内商社の中で NO.１の取扱高を誇っています。 

 

プレオーガニックコットンプログラムでは、インド現地での原料管理・綿糸生産品質管

理及び製品の生産・販売を担当しており、伊藤忠商事の祖業である原料分野の「繊維原料・

テキスタイル部門」が中心となり、繊維カンパニー全体で取組んでいます。 

 

香港の ITM・インドオフィススタッフによる現地原料調達・綿糸生産の運営管理また、



国際的に認知され世界各国で認証活動を展開する第三者機関の認証団体であるコントロー

ルユニオンの認証を取得し、確実なトレーサビリティを提供しています。 

 

そして、商社として培ってきた国際間の人間関係、金融、製造、物流等のネットワーク

を生かし、畑と市場を有機的につなげていきます。また長年培ってきた日本国内でのファ

ッション市場での強みを活かし、原料から最終製品、ブランド展開までの幅広い分野での

インフラを使ったプレオーガニックコットン製品の展開を行います。 

 

プレオーガニックコットンプログラムは、伊藤忠の環境への取組みの中の主要プロジェ

クトの一つであり、繊維カンパニー全部門の総合力を活かした展開を進めて行きます。 

 

そしてまだまだ経営的には課題の多い NPO・NGO にとって、大企業の持つマーケティ

ング力は自らの事業経営をより良いものにする上でとても有意義な学習効果が期待できる

というメリットもある。 

このように「大企業 CSR 世代」のメリットはフェアトレードが大企業の力を生かして世

界中により効果的に拡大していくことにある。以下はプレオーガニックコットンプログラ

ムがグッドデザイン賞を受賞した時の審査委員の評価コメントだが、この「大企業 CSR 世

代」のフェアトレード団体と大企業が力を合わせることで、今後もこうした評価を受ける

ことのできるプロジェクトがたくさん誕生する可能性は非常に高い。 

 

POCP 2011 年度グッドデザイン賞受賞時の審査委員の評価コメント 

 

このプログラムは、農家、紡績会社、アパレルブランド、小売店、そして消費者が一体と

なり継続性をもち社会的課題を解決していこうとするプラットホームのデザインである。

また地球環境を意識した新しい社会参加型のライフスタイルのデザインでもあり、ビジネ

スを通してサステナブル社会を目指すプロジェクトである。農家への支援を生産の側面か

らだけでなく、流通や販売および消費に至るまでをサークル化させ、ビジネス的にも循環

する仕組みを構築し実現している。この循環によって開発途上国の発展だけでなく、途上

国の実状を知ることなどで、日本人の意識も変容し生活の豊かさにもつながる。オーガニ

ックというと日本ではまだ無農薬という意味合いが強いが、ナチュラルで持続性や倫理性

もある豊かな新しい生活価値として発芽しつつある。そうした中、このプログラムはフェ

アトレードやエコロジーデザインの概念を越え、サステナブルな社会の実現に大きく貢献

するものとして高く評価できる。 

 

４）「大企業 CSR 世代」の課題 

このようにフェアトレードの拡大に大きく貢献する可能性を秘めた「大企業 CSR 世代」



だが、一方で課題も抱えている。まずは「大企業 CSR 世代」の取り組みが本質的な課題解

決になっていないという点が挙げられる。たとえばスターバックスはたくさんのフェアト

レードのコーヒーを提供しているとされているが、2005 年の販売データによれば、販売さ

れた全コーヒーのうち、フェアトレードとして認証されたコーヒー豆が占める割合は 3.7％

にすぎなかった。全体の 24.6％は、この企業独自の「coffee and farmer equity（C.A.F.E.）」

という方針に基づいて仕入れられたコーヒー豆であった。しかしこの C.A.F.E.方針では、

世界のコーヒー豆の価格が低い場合、生産者の生活に最低限必要な価格が保証されないと

いう問題点が指摘されている。C.A.F.E.方針で仕入れている理由についてスターバックスは、

フェアトレード認証団体が支援しているのは小規模な生産者が集まる協同組合だけなので、

世界のコーヒー豆生産量からすればほんのわずかでしかないからだと述べる。しかし、変

動の激しい世界のコーヒー豆市場にあって、フェアトレードが特別に保証している生産者

の収入の安定化が C.A.F.E.方針には含まれていないため、スターバックスは批判を浴びて

いる。 

またスターバックスでは、フェアトレードのコーヒーを望む場合にはそれを顧客が指定

する必要がある。店ではこのような顧客に責任を転嫁した注文スタイルをとっているだけ

でなく、フェアトレードのコーヒーがメニューに載っていないことも尐なくない。米国の

Organic Consumers Association（OCA）などいくつかの団体はこのような点を指摘し、人

を欺くマーケティングを行っているとしてスターバックスのボイコットを呼びかけている。 

さらに認定制度にも効果に関して問題点を指摘する声がある。2011 年に NHK で放送さ

れた「甘いチョコレート 苦い現実」（BS 世界のドキュメンタリー）では、西アフリカの

カカオ農園で起こっている深刻な児童労働の実態が報告された。 

番組では、フェアトレード認証カカオ生産者組合の状況も取り上げ、FLO-CERT（フェ

アトレード認証機関）の監査によって、ガーナのフェアトレード認証カカオ農園でも児童

労働が明らかになり、生産者組合のフェアトレード認証が取り下げられたと伝えている。

また、コートジボワールのフェアトレード認証カカオ農園でも児童労働が起こっていると

伝えている。これに対してフェアトレード・ラベル・ジャパン（FLJ）はフェアトレードの

実績とその有効性を改めて説明し、どんな制度でも 100％問題が生じないとは言い切れない

が、フェアトレードによって生産者が適正価格を受け取っていることと関係団体は万が一

問題が起きた際には素早く対処していることを伝えている。しかし制度にはひずみがあり、

認定制度の監視を潜り抜けて、今も深刻な児童労働が起こっているとの疑念はぬぐえない。 

最後に当たり前のことではあるが大企業があるフェアトレードやソーシャルビジネスを

行っているからといって、その企業が抱えるフェアトレードや環境破壊についてのすべて

の問題が解決しているわけではないことを指摘しておく。たとえばアパレル大手のユニク

ロはグラミン・ヘルスケア・トラストとともに、2010 年よりバングラデシュでソーシャル

ビジネスをスタートした。この試みは内外から大きな注目を集めたが、一方でユニクロの

安価な製品に対する疑問の声も存在する。たとえばユニクロの安価なカシミア製品が登場



することで需要が増えた結果、アジアでは遊牧民の伝統的な家畜であるヒツジに代わって

ヤギを飼育する人々が増えている。しかしヒツジは植物の地表に出ている部分（葉など）

しか食べないのに対して、ヤギは文字通り根こそぎ食べてしまう。したがってヤギに食べ

られた植物は再生しない。結果として、特にアジア圏で家畜の放牧地となっている草原の

砂漠化が著しく進行しているという指摘がある。砂漠化が進んだ地域では当然地表に植物

は生えずヒツジは放牧できないが、根から食べるヤギは放牧可能であるために、地域の植

生はさらにダメージを負って、回復不能となり、砂漠化はさらに進行していくという悪循

環に陥ってしまうのである。 

もちろんある企業が新しくCSR活動やソーシャルビジネスに取り組むことは社会問題解

決の観点からすれば歓迎すべきことであるが、一方で社会貢献活動に取り組んでいる企業

に対して盲目的な信頼を寄せて思考停止に陥ってしまうことは消費者として避けなくては

ならない。 

 

５）「大企業 CSR 世代」の取り扱う商品 

 

「大企業 CSR 世代」の扱っている商品はフェアトレード商品に大企業のブランディングを

施したものが多い。以下にいくつか具体例を挙げる。 

 

スターバックスのフェアトレードコーヒー 

公正な価格の取引を保証する国際フェアトレード基準に従い認証されたラテンアメリカ

産コーヒーとアフリカ産コーヒーのブレンド。酸味が尐なく、深いコクとベルベットのよ

うな口あたり、ローストの甘い後味があります。 

豆: ￥1,300 (250ｇ) 

 

無印良品のフェアトレードミルクチョコレート 

フェアトレード認証のカカオ豆と砂糖を使用したベルギー産チョコです。ミルクの風味

を生かして仕あげました。 

税込 399 円 

 

イオンのフェアトレードコーヒー 

4 ヶ国のコーヒー豆を使用したアラビカ種 100％のコーヒーです。 

 

BEN&JERRY'S のフェアトレードアイスクリーム 

原材料をすべてフェアトレードで調達している。※ 

 

プレオーガニックコットンプログラムのプレオーガニックコットン 



プレオーガニックコットンとは、オーガニックコットンに認定される前に収穫された無農

薬で育てられたコットンのことです。 

こうしたコットンを「プレオーガニックコットン」としてプレミアムをつけて買い取るこ

とで、農家のオーガニック移行にかかる経済的負担を軽減し、オーガニックへの移行をサ

ポートしています。 

 

６）「大企業 CSR 世代」の実績 

 

 これまで大企業とフェアトレード団体がタッグを組んでフェアトレードを行う「大企業

CSR 世代」について様々な角度から分析を重ねてきた。最後にこの「大企業 CSR 世代」が

どれくらいの成果を上げているのかを統計を用いて分析する。 

 

 

フェアトレード商品を扱う企業には、以下の例が挙げられる。 

 

（１） 外国企業 

スターバックス（アメリカ、カナダ、ドイツ、香港、韓国、フィリピンなど） 

マクドナルド（スイス） 

Dunkin’Donuts  

P&G 

Tesco 

カルフール 

フォルクスワーゲン（内部消費用コーヒーなど） 

マイクロソフト（内部消費用コーヒーなど） 

テレコム UK（内部消費用コーヒーなど） 

IBM（内部消費用コーヒーなど） 

メリルリンチ（内部消費用コーヒーなど） 

（２） 日本企業 

ジャスコ（イオン） 

スターバックス 

第一コーヒー 

株式会社トーホー 

小川珈琲株式会社 

共和食品株式会社 

ワタル株式会社 

タリーズコーヒージャパン 



株式会社フェリシモ 

株式会社良品計画 

丸夕田中青果加工株式会社 

株式会社伊藤忠商事など 

 

３．1990 年代後半～現在“Imaginaspective Trade” 

 

１）Imaginaspective Trade の登場 

 1990 年代、東西冷戦が終結し世界はアダム・スミスの神の見えざる手が純粋に機能する

社会である「市場の時代」を迎えた。民主主義と資本主義のますますの進歩は約束された

もののように思えた。しかし冷戦終結後、世界は多極主義の顕在化、グローバル市場経済

の暴走により混迷の時代を迎えることとなる。 

2001 年 9 月 11 日にはアメリカでオサマ・ビンラディン氏が率いる国際テロ組織アルカ

イダによるアメリカ合衆国同時多発テロ事件、通称“9.11”が起こり、冷戦終結後も世界中

で続いていた民族紛争と相まって、国際社会に残る対立の深刻さが浮き彫りとなった。 

同時に東西冷戦の終結後、イデオロギーというストッパーを失った資本主義は自らのう

ちに内在する不安定性を顕在化させてゆく。1997 年にはアジア経済危機が起こり、新興国

を中心に多大な経済的損失を被ることとなる。さらにドルという基軸通貨への信頼に陰り

が見え始めると、資本主義の暴走はより顕著なものとなり、2008 年にはアメリカのサブプ

ライムローン問題を発端とするリーマン・ショックによって世界的な不況の嵐が吹き荒れ

た。 

世界はますますその矛盾を大きくしていく中で、若者を中心に新しいムーヴメントが起

こった。ビジネス起業によってこれまで解決が困難だった社会問題を解決しようとする社

会起業家が現れ、彼らはインターネットを駆使して世界中にネットワークを築き、持ち前

の情熱と独創性で混迷の 21 世紀に立ち向かっている。 

社会起業家の流れはフェアトレードの世界にも影響を与えている。たとえば 1991 年イギ

リス人女性のサフィア・ミニーは東京で環境保護と国際協力の NGO グローバル・ヴィレッ

ジを設立し、フェアトレード事業部門として 1995 年にピープル・ツリーが誕生した。ピー

プル・ツリーは 2007 年ファッション誌「ヴォーグニッポン」とコレボレートし、特別コレ

クション「People Tree for VOGUE」を発表するなど高いファッション性とフェアトレー

ド基準を遵守する規律を武器に成長を遂げた。サフィア・ミニーは各種メディアに登場し

様々な賞を受賞したことで若い社会起業家にとってカリスマ的な存在となっていった。 

また 1976 年、英国の女性アニータ・ロディックが起業した化粧品メーカーは、優れた化

粧品と奇抜な PR 活動によって瞬く間に急成長を遂げ、1990 年代には同社の株式時価総額

は式の時価総額は、3 億 5,000 万ポンド（5 億 9,100 万アメリカドル）を超えた。ボディシ

ョップは自らのフェアトレードを「コミュニティ・フェアトレード」と呼び、公正で安全



でおしゃれな化粧品を販売した。またフェアトレード以外にも化粧品の動物実験反対キャ

ンペーンや HIV/AIDS の啓発活動などにも積極的に参加した。ボディショップは 2006 年

にロレアルに社に買収されたが、名前と哲学は残り、現在も世界中に自らのメッセージを

発信し続けている。 

そして日本人にもこの時代若くて優秀な社会起業家たちが登場することになる。特に株

式会社マザーハウスの山口絵里子社長は独創的な事業と自らの生き方が多くの人の反響を

呼び、マザーハウスは操業して数年で日本でもっとも有名な社会起業のひとつになった。

彼女たちは「途上国初のブランドを作る」というミッションを掲げ、バングラディシュを

はじめとした発展途上国で、現地の素材・労働力・工場で生産されたバッグなどのアパレ

ル製品を日本など先進国のマーケットで販売する新しい発展途上国の援助のスタイルを生

み出した。 

こうした「フェアトレード」の現場で奮闘する新世代の社会起業家による社会的事業を、

本研究では Imaginaspective Trade と総称する。彼らの特徴は次に述べる。 

 

２）Imaginaspective Trade の特徴 

 Imaginaspective Trade の特徴は次の五つが挙げられる。 

 

（１）顧客満足を重視する。 

（２）ファッションブランドなど高いクリエイティビティを発揮する事業を手掛ける。 

（３）従来のフェアトレードの在り方に疑問を抱き、独自のフェアトレードを実践する。 

（４）「ストーリー」や哲学を重視し、多くの人びとに伝える。 

（５）経営者や起業家が高い注目を集める。 

 

（１） 顧客満足を重視する。 

Imaginaspective Trade は従来の第一・第二世代のフェアトレード団体と比べると顧客満

足を非常に重視する。彼女たちは社会起業家である前にひとりの消費者であり、クリエイ

ターである。フェアトレードがどれだけ意味のあるものでも、肝心の商品の質が低く、デ

ザイン性を欠いていれば、彼女たちはそうした活動には賛同しないだろう。マザーハウス

の山口社長は自書で次のように述べている。 

 

フェアトレードの商品を見てみたいと思って現地の生産者を見て回った。（中略）優しそ

うなベンガル人の女性たちが見せてくれたのは、巾着だったり、キーホルダーだったり、

ぬいぐるみだったり。 

「うーん」 

 素直にほしいなと思ったものはひとつもなかった。（中略） 

 



…買うことを尐し躊躇っていると「You are Japanese!」と笑顔で言われた。日本人だ

からひとつくらい買えるでしょう、というスタンスに、さらに「うーん……」とうなって

しまった。 

 

そして、それ（※見学した工場で数人の女性たちが生地の切れ端をつくっていた）を「生

産者の自立」というキーワードで支えている現地のボランティアや NGO 組織がいた。その

商品を「支える」という気持ちで買う先進国の消費者がいた。それは、ある意味成り立っ

ていた。けれど、直感的に強く感じたのは、その構図には「消費者の満足」っていう、す

ごく大事な視点が欠如しているように思えた。 

〈もっとかわいかったら、もっといい商品だったら、もっといいのに〉っていう素直で単

純な気持ちを私はもった。 

 

同様に、「おしゃれなフェアトレード」を定着させたピープルツリーも顧客満足を非常に

重視する。有名デザイナーの起用などによって、彼女たちの作る服のファッション性は欧

米諸国のアパレルブランドのものに勝るとも务らない。たとえば 2008 年春夏には、NY で

人気の高い「サクーン」や、ロンドンの「リチャード・ニコル」などとタッグを組んでド

レスやトップスを発表している。また素材も 100％オーガニックコットンを使用するなど、

品質を高めるための努力はとどまることを知らない。社会起業家を支援するシュワブ財団

（ジュネーブ）のディレクター、ミリアム・シューニングは「流行遅れと思われてきたフ

ェアトレードの服飾品にファッション性を持ち込んだ功績は大きい」とピープルツリーを

評価している。 

 彼女たちの顧客重視の姿勢は、従来のフェアトレード団体と生産者、フェアトレード団

体と企業の関係で止まりがちであったフェアトレードにとっては新しいものである。しか

しその根底にあるのは生産者のポテンシャルへの強い信頼である。山口社長は自書で次の

ようにも述べている。 

 

「途上国の人たちは、安いものしかつくれないわけじゃない。かわいそうだから買ってあ

げる商品しかつくれないわけじゃない。本当に〝かわいいな、かっこいいな〟って思える

ような商品だって、きっとつくれるんじゃないかなぁ」 

 

もちろん顧客満足を実現するためには高い品質を維持するための努力が欠かせない。マザ

ーハウスでは、ピープルツリーでも。 

 

自らと関係を築く生産者に対して真の意味での尊敬の念を抱くことで、市場で対面する

消費者とも堂々と向き合うことができるのである。 

 



（２） ファッションブランドなど高いクリエイティビティを発揮する事業を手掛ける。 

Imaginaspective Trade の事業はファッションブランドなどを立ち上げ自らの手で製品

を作り販売まで手掛けるものも多い。Imaginaspective Trade とファッションの関係性は強

いといえるが、その理由についてピープルツリーの常務取締役である胤森なお子氏は①生

産地に大きく貢献できる、②若者が抵抗なくお金を使う、という点を指摘している。 

 それ以外にもその他、ファッション業界の特性から、フェアトレード団体がファッショ

ンを取り扱う理由を考えると、③参入障壁が低く、参入しやすい。④多様性がある。⑤フ

ェアトレード商品が消費者にメリットを与えることを訴求できる。⑥消費の価格弾力性が

低い。という点を挙げることができる。 

まず③参入障壁が低く、参入しやすい。という点についてだが、デザイン能力と最低限

の縫製技術があれば、売れる売れないを別にすると誰でもファッション業界には簡単に参

入することができる。なぜならファッション業界が「デザイン」という無形資産・人的能

力に依存しているためである。デザインを行うのに莫大な設備投資は必要ないのである。

一方でたとえば第二世代のフェアトレード団体が大企業と一緒になって手掛けるビジネス

は、大企業と組むという性質上、いわゆる「川上」のビジネスを手掛けることも多く、十

分な資本と実績が必要である場合も多い。Imaginaspective Trade はベンチャー企業がメイ

ンの場合も多いため、必然的にビジネスもいわゆる「川下」のものに集中する。同様に縫

製技術にしても、最低限針と糸が扱えれば服を作ることはできる。高い品質のものを作ろ

うと思えば設備投資・技術の熟練度・生産者の意識改革も必要だが、機械製造ほどではな

い。このような参入障壁の低さが、最先端の専門技術・知識を得ることが難しい途上国の

生産者の市場参入を容易にし、フェアトレードが可能になっているのである。 

次に④多様性がある。だが、待行く人を見ればわかるようにファッションは多様で、非

常に細かく再分化している。 

俗に言う「フォーマル」と「カジュアル」という括りだけでなく、「ストリート系」、「おね

え系」、「個性派」、「ヒッピー系」、「ギャル系」、「エスニック系」、「クラシック」、「セレブ・

ファッション」、など、ニッチな市場が非常に多く存在している。このことは言い換えると、

途上国のもつ伝統的な製品やデザインが強みとなることでもある。綿製品だけではユニク

ロやしまむらなどの一部の大企業が大きなシェアを持っていることからも、生産地で加工

して輸出する、という点が非常に大きな意味を持っているといえる。 

さらに⑤フェアトレード商品が消費者にメリットを与えることを訴求できる。だが、食

品と同様にフェアトレードの衣服は体によい。その理由は、フェアトレード商品は環境に

配慮して作られているため、農薬等の使用が尐なく、より自然に近い方法で作られている

ためである。オーガニック・コットンなどはその最たる例と言える（オーガニック・コッ

トンは、アトピー性皮膚炎や、薬品などに対してアレルギーを持っている方にも優しい素

材）。このように、「フェアトレードで作られている」という事実が消費者に対して直接メ

リットを与えることは、消費者の購買をより促すことにつながる。逆に言えば、途上国の



生産者の生活にあまり関心がない人へも「からだにやさしい」という切り口でフェアトレ

ードの存在をアピールできるといえる。 

最後に⑥消費の価格弾力性が低い。だが、フェアトレード商品の販売が難しい一番の理

由は、その値段の高さである。高い値段の商品を買ってもらうためには、品質が良いこと

はもちろんだが消費者への啓蒙活動といった情報提供を行い、認知度・関心度を高めてい

く活動が欠かせない。これらの啓蒙活動にはさらにコストがかかってしまう。これに対し

てファッション業界では、消費者の価格弾力性が低いという特徴がある。簡単に言えば、

自分にあったファッションを見つけたら、尐しぐらい高くても買ってしまう、ということ

である（逆に、価格弾力性が高いものとしては、コピー用紙やガソリンなどが上げられる。

これらのものは尐し高くなっただけで買わなくなったり、他のものを買うようになってし

まう）。ファッションはただ寒さや熱さから身を守ったり、外傷を防ぐためのものではない。

多尐大げさな言い方をすれば、「自己表現の手段」である。自己表現というのは人間がもつ

最も深い欲求の 1 つである。ファッションは、自分にあったものなら尐しぐらい高くても

よい、という消費財であるため、フェアトレードの価格がもつ消費者に対する負の影響が

軽くなるのである。 

フェアトレードの衣類販売が好調なのには、ファッションのもつ以上のような特長が挙

げられる。さらにここまでの考察をまとめると「成長するフェアトレードの業界の条件」

が見えてくる。それは、 

① 低い価格弾力性 

② フェアトレード商品ということ自体に消費者に与えるメリットが存在する 

③ 多様なニッチ市場が存在する 

である。 

この条件で考えると、ファッション業界以外に、食品業界や子供向けのおもちゃ業界、

が成長するフェアトレードの業界として挙げられる。 

 

（３） 従来のフェアトレードの在り方に疑問を抱き、独自のフェアトレードを実践する。 

 Imaginaspective Trade の社会起業家には従来のフェアトレードに対して疑問を持って

いる者も多い。マザーハウスの山口社長のフェアトレードに対する見解は前述の通りだが、

ピープルツリーのサフィア・ミニーも 

 

「当時、フェアトレード先進国のイギリスでも、フェアトレードといえばコーヒーなどの

食品がメイン。ファッションに目を向けてみると、自分が着たいと思える服がなかったん

です。“おしゃれじゃなくちゃ買ってもらえない、誰もが着たくなるような格好いい服を作

ろう！”という気持ちがどんどん膨らんで、それを形にしていっただけ。会社でもパーテ

ィでも着られるような服を作ることが理想なんです。」 

 



と述べており、さらにファッションに力を入れる理由として、 

 

「フェアトレードの商品、というと一般的に食品がよく知られています。食品ももちろん

途上国の生産者さんに貢献していますが、最終的な加工やパッケージングの大部分が、先

進国でなされているものもあります。服飾だと、生地を織り、染色し、手刺繍や草木染め

など、加工工程が多く、よりたくさんの人の技術と労働が必要なんです。だから、より多

くの仕事を生み出すことができるんです。」 

 

と語り、食品や手工芸品がメインストリームのフェアトレード業界にファッションという

新しいジャンルを確立した。同様にボディショップも「コミュニティ・フェアトレード」

という独自のフェアトレードプログラムを実施している。コミュニティ・フェアトレード

とは、支援を必要としている小さなコミュニティとボディショップが持続性のある取引関

係を築き、長期的なサポートを続けるための取り組みから生まれた。社会的、経済的に恵

まれない生産者から、直接原料やアクセサリーを公正な価格で購入することで、そこに住

む人たちは、雇用、医療、教育を充実させ、彼らの持つ文化や伝統を守りながら生活して

いる。「コミュニティ・フェアトレード」は、コミュニティにとっては、長期的な収入源に

なり、教育や医療、住宅の建設、農法の近代化など、さまざまな目的に役立てることがで

きる。消費者にとってはお客様にとっては、身近にできる国際協力になる。ボディショッ

プは従来のフェアトレードを批判しているわけではなく、一見するとコミュニティ・フェ

アトレードは普通のフェアトレードとあまり変わらないように思えるが、オリジナリティ

のある活動を展開している同社らしく、コミュニティ・フェアトレードには独自の五つの

基準が設けられている。ボディショップでは以下の５つの基準を全て満たしてはじめてコ

ミュニティトレードは成立するとしている。 

 

1．コミュニティに根ざした組織 

女性団体や農業組合、民族団体、都市のホームレス団体、社会的目的をもつ企業など、コ

ミュニティの社会を代表する組織とともに働く。 

 

2．支援を必要とするコミュニティ 

ビジネスの機会が限られがちな人々とともに働く。社会的・経済的に恵まれないコミュニ

ティのためにこそ、チャンスを広げたいと考えている。 

 

3．利益 

経済的利益だけではなく、特に女性の運営への参加・リーダーシップ・トレーニングを行

う組織と共に働く。経済的利益だけでなく、社会的な利益を得るためである。 

 



4．採算性 

言うまでもなく、取引は商業的に成り立つ必要がある。 

 

5．環境面での持続性 

同社の環境と動物保護の基準（可能な限り環境負荷を低くすること、動物を虐待しないこ

となど）を満たす必要がある。 

 

 ボディショップと同様にピープルツリーも従来のフェアトレードを批判しているわけで

はない。むしろ日本で数尐ない「FLO マーク」を付与されたフェアトレードの優等生とい

える。しかし「ダサい、ヒッピーっぽい」とネガティブなイメージで見られていたフェア

トレードファッションを「おしゃれ、かっこいい、かわいい」というイメージに変化させ

るなど、既存のフェアトレードの常識にとらわれず新しい分野を確立している。社会起業

家は既存の常識を疑い挑戦する存在であるが、その対象は社会問題だけではなく、問題の

解決手段であるフェアトレードも含まれている。 

 

（４） 「ストーリー」や哲学を重視し、多くの人びとに伝える。 

 社会起業家の問題意識は自分の経験や原体験から生まれる。彼らは自らの生き方や事業

そのものを「ストーリー」や哲学としてまとめ、語ることで多くの人たちの共感を得る。

Imaginaspective Trade の社会起業家たちも例外ではない。それぞれの社会起業家たちが皆

独自の「ストーリー」や哲学を持っている。 

たとえばマザーハウスは「モノがあふれる中、何が欲しいの、と言ったら、本当は、内

面に働きかける何か。途上国を変えたいという思い、そして、いくつもの困難を乗り越え

てバッグをお客様に届けるまでのストーリーを、私たちはバッグとともに、販売している」

と語る。これをロランド・ベルガー会長の遠藤功は「劇場経営」と命名する。スリリング

なストーリーを観衆＝顧客の目の前に広げ、顧客は共鳴し巻き込まれる。共鳴の渦に押し

上げられ、マザーハウスはまた一段高いステージへと上がる。ストーリーの発信はそれ故

に生命線となる。山口社長は自書の出版、講演会、ブログ、ツアーなどの様々な形でで自

らの、マザーハウスの、そしてバングラディシュの生産者の「ストーリー」を語り続ける。 

 同様にボディショップにも独自の哲学がある。ボディショップは「人間の美しさ」「地球

環境」「コミュニティ」に関して「ナチュラル哲学」と題した哲学を持ち、「動物実験反対」

「コミュニティ・フェアトレード」「セルフエスティーム」「人権尊重」「環境保護」を「私

たちのバリューズ」、すなわち自社の大切にする価値観を掲げ、化粧品事業や啓発キャンペ

ーンで、実践・啓蒙をしている。以下が「ザ ボディショップのナチュラル哲学」と「私た

ちのバリューズ」である。 

 

「ザ ボディショップのナチュラル哲学」 



 

 

美しさの本質を大切にしています 

 

ボディショップの考える美しさとは、単なる見た目の美しさではありません。生きること

への意欲的 な姿勢がみなぎっている、いきいきと輝く内なる美しさです。 

1997 年には、セルフエスティームキャンペーンを実施。これまでの美しさの固定概念に疑

問を投げかけ、「自分をもっと大切にしよう、ありのままの自分を好きになろう」というメ

ッセージを発信しました。 

 

地球の素晴らしさを確信しています。 

 

地球と、地球に住む動物たちのために。ゴミを減らすことにつながる最低限のパッケージ

や、化粧品の動物実験反対など、創業時から続く地球環境と動物保護の信念をこれからも

変わることなく守り続けます。 

ザ・ボディショップは全世界で、廃棄の際に 環境に負担をかけるプラスチックバッグの廃

止を決定しました。水溶性インクと再生紙を利用した紙袋へとリニューアルします。 

 

人々がつくるコミュニティの力を信じています。 

 

ザ･ボディショップは、エイズ啓発活動や DV 根絶キャン ペーンを通して、人権擁護に取

り組み続けています。また、 私たちが大切にする『コミュニティ・フェアトレード』は、

2007 年に 20 周年を 迎えました。 

コミュニティ・フェアトレード： 「援助ではなく取引を！」がコンセプトのザ･ボディシ

ョップ独自のフェアトレードプログラム。現在、20 を超える国で 25,000 人以上の人々と

取引をしています。 

 

私たちのバリューズ 



AGAINST ANIMAL TESTING 化粧品の動物実験に反対しています。 

SUPPORT COMMUNITY TRADE 公正な取引により地域社会を支えています。 

ACTIVATE SELF ESTEEM 自分らしい生き方を大切にしています。 

DEFEND HUMAN RIGHTS ひとりひとりの人権を尊重しています。 

PROTECT OUR PRANET 私たちを取り巻く環境の保護に努めています。 

 

またボディショップは自社の哲学を反映した様々なキャンペーンを行っている。たとえ

ばボディショップは個性や真の美しさを訴える「太っちょのルービー人形キャンペーン」

や動物実験反対を訴える「ウサギたちを救おう」などのキャンペーンを繰り返し実施して

いる。こうしたキャンペーンは大企業を中心とした既得権益層から強い反発を受けるが、

一方で内容に共感した人びとからカルト的な支持を受け、彼らは良くも悪くも「ボディシ

ョップ劇場」は熱狂の渦に巻き込まれる。こうしてたくさんの人びとから共感を得ること

でボディショップはさらに刺激的なキャンペーンを展開し、ファンだけでなくアンチも巻

き込んでさらに注目を浴び、力強いメッセージと優れた広告表現、何よりボディショップ

の実績と魅力によってカルト的な信者をも生み出すようになる。 

 このように Imaginaspective Trade の社会起業家は様々な手段で自らの「ストーリー」

や哲学を語ることで人びとの共感を得てきた。現代は「ポスト産業資本主義」の時代と呼

ばれ、人びとが商品を購入する際にはモノというよりもむしろ広告、すなわちイメージを

買っているともいわれている。こうした時代においては、自らのイメージが良い会社の商

品・サービスは必然的にそうでない会社のものよりも人気が出やすい。「ストーリー」や哲

学を語る Imaginaspective Trade が注目を集めている背景にはこうした理由も考えられる。 

 

・ グリーンピースと提携した有害廃棄物を北海に投棄することを止めるキャンペーン 

・ 同じくマッコウクジラの捕獲中止を訴える合同キャンペーン 

・ フレンズオブアースとの酸性雨、田園の保護、フロンガス削減キャンペーン、 

・ 森林破壊に反対するキャンペーン 

・ 美容業界での動物実験を禁止を求めるキャンペーン 

・ 1990 年、チャリティ募金を分配するためにザ・ボディショップ基金を設立 

・ ルーマニアの孤児たちへの支援 

・ ナイジェリアのオゴニ族の訴えを支援するキャンペーン 

・ 1998 年の世界人権宣言５０周年を記念したキャンペーン 

 

（５） 経営者や起業家が高い注目を集める。 

 Imaginaspective Trade の社会起業家は先ほどの述べたように様々な手段で「ストーリー」

や哲学を語ることで人びとの共感を得る。したがって経営者や起業家は優れた「ストーリ

ーテラー（語り部）」でなくてはならず、彼ら自身も「劇場経営」の主演俳優、言い換える



と魅力的な人物であるほうが好ましい。したがって注目を集めている Imaginaspective 

Trade の社会起業家自身にも高い注目が集まることが多い。NEWSWEEK 誌の『世界を変

える社会起業家１００』、週刊ダイヤモンド誌の『「社会起業家」全仕事 あなたにもできる

世直しビジネス』などの著名な雑誌で社会起業家が取り上げられており、その中には

Imaginaspective Trade の社会起業家も含まれている。またマザーハウスの山口社長やピー

プル・ツリーのサフィア・ミニー氏は朝日新聞・読売新聞・日本経済新聞といった大手新

聞や、『情熱大陸』（TBS）、『カンブリア宮殿』（テレビ東京）といった人気番組でも特集さ

れている。事業内容はもちろん、社会起業家たちの魅力から Imaginaspective Trade を知

る人たちもおり、“ソーシャル”ビジネスに携わっているということで批判も存在するが、

彼らの存在は Imaginaspective Trade が注目を集めるうえで不可欠な要素といえる。 

 

３）Imaginaspective Trade のメリット 

 Imaginaspective Trade のメリットは次の三点が挙げられる。 

  

（１）フェアトレードに関心のなかった人たちを巻き込むことができる。 

 （２）援助や支援ではない、生産者の持続可能な経済的・社会的自立を実現できる。 

 （３）企業としての自立的な経営を意識することで持続可能な事業を展開できる。 

 

（１） フェアトレードに関心のなかった人たちを巻き込むことができる。 

Imaginaspective Trade の企業の多くは、通常のマーケットで企業として認められるため

の努力を重ねている。したがって彼らの取り扱う商品・サービスは Imaginaspective Trade

とは無関係の企業のそれと同等かより優れたものでなくてはならない。裏を返せば、

Imaginaspective Trade の商品・サービスは発展途上国の支援に特に関心のない人々やフェ

アトレード商品に対して、「ダサい、カッコ悪い」とネガティブな印象を持っている人々に

も訴求力をもつことができるかも知れないということである（「かも知れない」と曖昧な言

い方なのは、商品の評価は最終的には消費者個人の判断であるから、Imaginaspective 

Trade だからよいというような見方はできない）。 

実際にボディショップはメッセージ性と商品の質の高さが反響を呼んで、日本国内での

経営及びフランチャイズ展開だけでも 112 億円、175 店舗というというこれまでのフェア

トレード団体とは桁が違う売上高と店舗数を誇っている。もちろんマーケットでトップの

売上高、店舗数を誇る化粧品会社には及ばないが、ボディショップは私たちの身の回りに

あるデパートや百貨店にも出店しており、フェアトレードに関心のない人々にとっても身

近な存在であるといえる。 

ボディショップに限らず、従来のフェアトレードよりも質の高い商品・サービスを販売

する Imaginaspective Trade はフェアトレードに関心のなかった消費者の入り口として大

きな意味を持つし、消費者にとっては肩ひじ張らずに楽しむだけで発展途上国の支援がで



きるというメリットもある（Naturaly Social Innovation）。 

 

（２） 援助や支援ではない、生産者の持続可能な経済的・社会的自立を実現できる。 

 Imaginaspective Trade は発展途上国の現地の生産者の可能性を信頼している。だからこ

そ彼らを巻き込んで質の高い商品を作ろうとする。たとえばマザーハウスのミッションは

「途上国初の世界的なブランドをつくる」ことであり、それは決して生産者の援助がゴー

ルではなく、その先に世界のファッションマーケットで勝ち抜くことに目は向いている。

同様にピープル・ツリーのサフィア・ミニーもインタビューで 

「現地に足を運んで素晴らしい技術をもった人たちに会うと、彼らを助けるのはそんなに

難しいことではないといつも感じるんです。彼らの技術は本当に素晴らしいんですから。 

なにがネックになっているかというと、世界のマーケットの情報や、原料を調達するた

めの資本金、そして伝統技術を使って商品開発をする先進国のパートナーなんですね。そ

ういった障壁さえ乗り越えられれば、彼らはちゃんと仕事ができるし、十分な収入も得ら

れると思うんです。ですが、いまの経済システムでは難しいというだけの話です。」 

と述べており、発展途上国の生産者の持つポテンシャルを高く評価している。 

 マザーハウスでは、生産者の持続可能な経済的・社会的自立を実現するために、自社工

場を持ち工員にＩＤカードを与えるほか、給与は現地の一般企業の倍ほどで、年金・医療

保険などもすべて完備、健康診断のコストも会社側が負担している。ほかにはランチの無

償提供（工場内にはコックがいる）や企業ローンも設けているなど給料・福利厚生ともに

充実させ、現地の生産者の自立心・自尊心を尊重している。 

同じくピープル・ツリーの生産者は第一に地元の同等の仕事で得られる平均日給の 1.5 倍

の賃金を得ている。ピープル･ツリーの生産者パートナーのもとで働く生産者の平均日給は

およそ 4 ドルで、これは生産者の国の最低賃金の約 2 倍にあたる。生産者パートナーの 74％

が「ピープル･ツリーが支払う対価は公正な価格で満足している」と答えた。第二にピープ

ル・ツリーは生産者には発注時に支払金額の 50％を前払いするという方針を掲げている。

これによって生産者パートナーは原材料を購入し、生産者にすぐに賃金を支払うことがで

きる。第三に託児所を設置するなど労働条件の改善にも努めており、生産者パートナーの

88%がピープル・ツリーの職場環境の安全性と健全性を高く評価している。第四にピープ

ル・ツリーは 15 の途上国で 50 以上の生産者パートナーと提携しているが、そのうち 46％

はピープル・ツリーと 10 年以上、96％は 5 年以上パートナー関係がある。さらに総売上の

20％以上をピープル・ツリーが占めている 14 の生産者パートナーに対して、継続的に発注

量を伸ばしていくことが大切だと認識しており、できる限り毎年 10％ずつ発注量を増やそ

うと努力している。これにより生産者パートナーは、長期の計画をたて投資を行うことが

できる。こうした努力の結果、生産者パートナーの 88%が「ピープル・ツリーは生産者の

経済的自立や社会的地位の向上への努力や取り組みを支援している」と高く評価をしてい

る。 



 

（３）企業としての自立的な経営を意識することで持続可能な事業を展開できる。 

 Imaginaspective Trade の企業は通常の企業と同じ市場でビジネスをしていることが多

いが、それは裏を返せば、通常の企業と同じだけの経営が求められるということである。

従来の NPO・NGO は補助金や寄付に頼る非営利団体であったこともあり経営面では未熟

な場合も多く、長期的に持続可能な事業に取り組むことが難しいこともあった。 

しかし通常企業と同じ事業形態の Imaginaspective Trade の企業は基本的に補助金や寄

付に頼ることができない。したがって経営に関しては非常にシビアでなくてはやっていけ

ないが、経営努力によって健全な企業になることで、腰を据えて事業に取り組むことがで

きるようになる。また従来 NPO・NGO は特に日本社会では「胡散臭いもの」として見ら

れる傾向があり、行政もほとんど相手にしないような風潮があった。しかし事業体として

の健全性を示すことで社会的な理解を得られるようになった。さらに起業のダイナミズム

が多くの志のある若者を Imaginaspective Trade に引き付けることも期待できる。 

したがって企業としての自立的な経営を意識することは、社会性との両立を図らなくて

はならない Imaginaspective Trade の企業にとっては一筋縄ではいかないことであるが、

この困難を乗り越えることで持続可能な事業を展開できるようになるメリットがある。 

 

４）Imaginaspective Trade の課題 

Imaginaspective Trade の課題には以下の三つが挙げられる。 

（１） 

（２） 

（３） 

 

（１） 

 

５）Imaginaspective Trade の取り扱う商品 

 

６）Imaginaspective Trade の実績 


