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要約 

昨今ではSDGsの浸透に伴い、消費者にも「この商品は地球環境に配慮して作られた商品

であるのか」という観点からの消費行動が求められている。こうした消費行動の実践は、

消費行動を表象する言葉（「エシカル消費」）の認識と関連していると予想される。本稿

では、津田塾大学とキユーピー株式会社との連携協定に基づくプロジェクトの一環として

2020年度に実施した津田塾大学総合政策学部の学生を対象とするアンケート調査の結果

を用い、女子大学生の食生活に関するエシカル消費実践の実態、および、実践と「エシカ

ル消費」という用語の認識程度との関連を分析する。そして、エシカルな消費行動の普及

に向けたアプローチについて、分析結果から得られた示唆を述べる。 

 

Abstract 

In recent years, with the penetration of SDGs, consumers are required to engag

e in consumption behavior by considering whether the product they are contempl

ating purchasing has been made with consideration for the global environment. 
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We anticipate that the practice of such consumption behavior is related to the 

awareness of a term (“ethical consumption”) that represents consumption beha

vior. For this report, we have used the results of a questionnaire survey amon

g students of the Department of Policy Studies at Tsuda University conducted i

n AY2020 as part of a project based on a collaboration agreement between the u

niversity and Kewpie Corporation. We analyzed the status of ethical consumptio

n practices in relation to the dietary habits of female university students, a

nd the relationship between the practice and degree of awareness of the term 

“ethical consumption.” Based on the analysis results, we present suggestions 

for an approach to propagate ethical consumption behavior. 

 

はじめに 

 昨今ではSDGsの浸透に伴い、企業には地球環境に配慮した商品の開発やCSR活動が求め

られている。それと同時に生産者だけでなく、消費者にも「安い」「コストパフォーマン

スが良い」という観点だけではなく、「この商品は地球環境に配慮して作られた商品であ

るのか」という観点から見た消費行動が求められている。こうした消費行動の違いの背景

には、消費行動を表象する言葉（「エシカル消費」）の認識の違いが関連しているのでは

ないだろうか。そこで、本稿では、エシカル消費の実践と言葉やその意味の認識との関係

を分析し、その結果に基づきエシカルな消費行動の実践普及に向けたアプローチ方法を考

察する。 

 エシカル消費とは、消費者庁のホームページによれば「地域の活性化や雇用などを含む、

人・社会・地域・環境に配慮した消費行動のこと」である（消費者庁, 刊行年不明）。SD

Gsという概念がやっと浸透してきた今の日本でエシカル消費を推進していくということ

は決して簡単なことではない。少し古いデータではあるが「倫理的消費」調査研究会（2

017）によると、同研究会が2016年に実施した調査結果では「倫理的消費（エシカル消

費）」という言葉の認識度は6.0%、エシカルな行動を実践していると回答した人は29.0%

（「よく実践している」が3.2%、「時々実践している」が25.8%）となっており、エシカ

ル消費の意識啓発にはまだ余地があると考えることができる。 

そこで、本稿ではエシカル消費という言葉を認識していない層・認識しているが実践でき

ていない層へ向けてのアプローチ方法を明らかするため、アンケート調査結果をもとにエ

シカル消費を実践している人とそうでない人を2つのグループに分類し、両者がどのよう
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な要因で別れているのかを分析することとした。この分析結果から、まだエシカル消費を

認識していない層・認識しているが実践できていない層へ向けてのアプローチ方法が明ら

かになるのではないかと考えた。本稿では、津田塾大学とキユーピー株式会社との連携協

定に基づくプロジェクトの一環として、2020年度に津田塾大学総合政策学部の学生を対

象に実施にしたアンケート調査結果を用い、女子大学生のエシカル消費実践の実態、およ

び、実践と「エシカル消費」という言葉自体やその意味の認識との関連を分析する。 

 

先行研究 

 エシカルな消費行動・思想に関連する人々の属性や要因について、ここでは環境配慮的

な行動・思想を例に、先行研究をみていく。日本に住む20歳代〜60歳以上の人の行動を

分析した豊田（2016）では、その人の性質に関わらず環境問題にまつわる情報を与えら

れた人は行動を起こす可能性があると指摘されている。また、正しい情報提供の重要性に

ついて言及した研究もある。例えば、広瀬（1994）は、消費行動は社会的・技術的な影

響を大きく受けるため、個人が自由に行動を選択できる範囲が狭いこと、このことが環境

に配慮した消費行動を妨げてしまうことがあること、だからこそ正しい情報提供が重要で

あり、その促進によって選択の範囲を広げる効果があると期待できるということ、こうし

たことに言及している。この研究では、リサイクルへの参加を促す取り組みでリサイクル

の日時などの情報提供が人々の行動を変容させ、リサイクルへの参加を促進したと言う事

例が紹介されている。このほか、人々の消費行動に影響を与えるものとして、その人物の

興味の有無が考えられる。井徳（2014）の大学生を対象とした研究では、新しい消費行

動モデルとして注目・興味・検索・検討・クーポンの入手・購入・共有の過程を経た独自

の消費行動モデルが提唱されており、興味の有無は商品購入の有無に関連していると結論

づけている。以上の研究は環境問題に関するものだが、これらの知見を参考に、環境に加

え人・社会・地域の問題も射程に入れたエシカル消費全般についても、エシカル消費の実

践有無には言葉と意味の認識、興味が大きく影響していると推測できる。 

 

仮説 

 環境問題に関する情報を得た人は何らかの行動を起こす可能性が高く、正しい情報提供

はポジティブな行動変容を起こすことが期待されることから、エシカル消費の実践有無に

ついては「エシカル消費という言葉を聞いたことをある人はそうでない人と比べてエシカ
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ル消費をする可能性が高い」「エシカル消費という言葉の意味を知っている人はそうでな

い人と比べてエシカル消費をする可能性が高い」という仮説を導く。 

 また、興味の有無は商品購入の有無に関連していることから、エシカル消費の実践有無

については「エシカル消費に興味を持っている人はそうでない人と比べてエシカル消費を

する可能性が高い」という仮説も導かれる。 

 

分析方法 

 以上の仮説を検証するために分析には「食生活・エシカル消費に関するアンケート」デ

ータを使用する。本アンケート調査の実施概要は以下の通りである。 

・調査目的：女子大学生のエシカル消費実践の実態、および、実践と「エシカル消費」と

いう言葉自体やその意味の認識との関連を知るため 

・調査方法：SDGs・サステナビリティ・地産地消・オーガニック・フェアトレード等の

エシカル消費に関連する言葉およびその意味の認識度や、エシカル消費実践についてのア

ンケートをGoogleフォームを用いたWEB調査の手法により回収する。アンケートフォーム

には、回答結果の利用について「このアンケートは津田塾大学の学生の皆様を対象に食生

活及びエシカル消費に対する関心を調査するために実施するものです。結果は統計的に分

析され、学生が執筆・投稿する論文内のデータとして用いられます。また、べじらいふ。

プロジェクトの品質向上にも役立てられます。回答は全て匿名化されており、回答者個人

が特定されることはありません。回答データは電子データとしてプロジェクト担当者の責

任で２年間保存され、その後、破棄されます。」との説明を記載し、それに同意した場合

に回答してもらうこととした。 

・実施時期：2020年11月20日〜2020年12月31日 

・対象者：津田塾大学総合政策学部に在籍する全学部生 

・回収票：111名 

（2020年度の総合政策学部在学生481名を母数とした場合23.0％に相当） 

・調査主体：津田塾・Kewpie Corp. （キユーピー株式会社）連携プロジェクト 

 この回答結果を用いて、女子大学の学部生におけるエシカル消費の実践有無の要因につ

いて分析する。なお、アンケート調査には、エシカル消費のほか、食生活や野菜摂取に関

する内容も含まれているが、本稿ではエシカル消費部分に特化した分析考察を行う。 

 

分析に使用する項目 
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 調査票の質問と尺度については、表1に整理している。 
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表１ 調査票の質問と尺度 

調査項目 調査票の質問 尺度 

「言葉の認識有

無」 

以下の言葉を聞いたことがありますか？聞い

たことがあるものを選択してください。 

0 .「エシカル消費

（倫理的消費）」

を選択していない 

1 .「エシカル消費

（倫理的消費）」

を選択している 

「意味の認識有

無」 

以下の言葉の「意味」を知っていますか？意

味を知っているものを選択してください。 

0 .「エシカル消費

（倫理的消費）」

を選択していない 

1 .「エシカル消費

（倫理的消費）」

を選択している 

「実践の有無」 エシカル消費（人や社会、地球環境、地域の

ことを考慮して作られたモノを購入・消費す

ること）をしていますか？ 

1.全くしていない 

2 .あまりしていな

い 

3.分からない 

4.たまにしている 

5.よくしている 

「興味の有無」 エシカル消費（人や社会、地球環境、地域の

ことを考慮して作られたモノを購入・消費す

ること）に興味がありますか？ 

1.全く興味がない 

2 .あまり興味がな

い 

3.どちらでもない 

4.やや興味がある 

5 .とても興味があ

る 

注：筆者作成 

 

結果 

（1） エシカル消費の言葉の認識・興味・実践の状況（記述統計） 

 エシカル消費に関連する言葉の認識度について、表2に整理している。 

SDGs・地産地消・オーガニックという言葉を聞いたことがある人は98.20%と高水準であ

った。次いでフェアトレードは95.50%、サステナビリティは86.49%といずれも高い数値
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を記録した。一方、エシカル消費という言葉を聞いたことがある人は64.86%と他と比べ

数値の低さが顕著であった。 

 また、SDGs・地産地消・オーガニック・フェアトレードの意味を知っている人はいず

れも90%以上と高い数値を記録した。一方、サステナビリティは73.9%、エシカル消費に

至っては意味を知っている人が43.2%となっており上位と比べ意味の認識度に大きな差が

あるということが判明した。エシカル消費という言葉は他の関連する言葉と比較して、知

名度に大きな課題があると言うことができる。 

 

表２ 言葉別認識度 

 

エシカル

消費 

（倫理的

消費） 

SDGs 

（持続可

能な開発

目標） 

サ ス テ

ナ 

ビ リ テ

ィ 

地 産 地

消 

オーガ 

ニック 

フェア 

ト レ ー

ド 

言葉を 

知っている 
64.86% 98.20% 86.49% 98.20% 98.20% 95.50% 

言葉の意味

を 

知っている 

43.24% 92.79% 73.87% 97.30% 91.89% 90.09% 

 注：筆者作成 

 

 次に、エシカル消費への興味と実践頻度についての結果を整理する。図1はエシカル消

費への興味と実践頻度を5段階で比較したものであり、図2はエシカル消費への興味と実

践頻度を2段階で比較したものである。なお「エシカル消費の実践の有無」に「1.全くし

ていない」「2.あまりしていない」「3.分からない」と回答した人を実践なし、「4.た

まにしている」「5.よくしている」と回答した人を実践ありとする。「エシカル消費へ

の興味の有無」に「1.全く興味がない」「2.あまり興味がない」「3.どちらでもない」

と回答した人を興味なし、「4.やや興味がある」「5.とても興味がある」と回答した人

を興味ありとする。 

 図1と図2からは、エシカル消費に「とても興味がある」「まあ興味がある」と回答し

た人は約77%であることに対し、エシカル消費を「よくしている」と回答した人はわずか
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10%であるということが分かる。この結果から、興味はあるものの日常的にエシカル消費

ができている人はかなり少ないという問題が判明した。 

 

 

図１ エシカル消費への興味と実践頻度（5段階） 

注：筆者作成 

 

 

図２ エシカル消費への興味と実践頻度（有無） 

注：筆者作成 
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 以上の結果からエシカル消費に関連する項目ごとの回答を比べてみたところ、エシカル

消費への興味有が約77%、言葉の認識が約65%、意味の認識が約43%となっている。このこ

とから概念としての興味は全体の割合として高いが、言葉を知っている割合は少し減少し、

意味まで知っている割合は更に少ないと解釈することができる。 

 

（2） 実践と言葉の認識・興味との関連 

 エシカル消費の実践に関連する要因の検討を行う前に、説明変数間の関連について確認

しておく。特に、興味の有無が、言葉自体の認識や言葉の意味の認識と、どのように関連

しているか分析する。 

 表3は、興味の有無と言葉自体の認識の有無のクロス表である。両者には関連性がある

のかを検証するためカイ二乗検定を行った。検定の結果、カイ二乗値は8.753、自由度は

1、p値は0.003であった。p値は0.05を下回っているため、興味と言葉の認識には関連性

があり、興味がある人ほど言葉を認識しているということが判明した。 

表4は、興味の有無と言葉の意味の認識の有無に関するクロス表である。両者に関連性が

あるのかを検証するためカイ二乗検定を行った。検定の結果、カイ二乗値は12.168、自

由度は1、p値は0.000であった。p値は0.05を下回っているため、興味がある人ほど言葉

の意味を認識している傾向がある。また、表3と表4のカイ二乗値を比較すると、言葉の

認識よりも意味の認識の方が興味と強い関連があることが分かる。 

 

表３ 興味と言葉の認識のクロス表 

  興味なし 興味あり 合計 

言葉の認識なし 15 24 39 

言葉の認識あり 10 62 72 

合計 25 86 111 

注：筆者作成 
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表４ 興味と意味の認識のクロス表 

  興味なし 興味あり 合計 

意味の認識なし 22 42 64 

意味の認識あり 3 44 47 

合計 25 86 111 

注：筆者作成 

 

 以上のカイ二乗検定より、興味の有無は他の説明変数とも関連性があることが明らかと

なった。 

この結果を踏まえ、興味を統制してもなお言葉の認識や意味の認識がエシカル消費の実践

に繋がるかどうかを検証するために、エシカル消費実践の有無を目的変数としたロジステ

ィック回帰分析を行った。 

表5が、エシカル消費の実践を目的変数、言葉の認識・意味の認識・興味を説明変数とし

たロジスティック回帰分析の結果である。説明変数・興味のp値は有意水準である0.05を

下回っているので、エシカル消費に興味を持っている人は興味がない人と比べエシカル消

費を実践している可能性が高いということが判明した。また、説明変数・意味も10%水準

で捉えれば有意であるため、意味を知っている人はエシカル消費を実行している可能性が

高いと判断できる。 

 以上の結果から、エシカル消費に興味を持っている人はエシカル消費を実践する傾向に

あり、エシカル消費という言葉の意味を知っている人にも、興味を持っている人ほどでは

ないが同様の傾向がみてとれることが判明した。 
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表５ 実践の有無を目的変数としたロジスティック回帰分析 

 回帰係数 標準誤差 オッズ比 

言葉の認識 0.110 0.567 1.116 

意味の認識 0.903 . 0.536 2.466 

興味の有無 1.503 * 0.610 4.494 

Intercept -1.847 ** 0.592  

n 111   

注1： ** p<.01  * p<.05  . p<.10 

注2：筆者作成 

 

考察 

 エシカル消費への興味とエシカル消費の実践には強い関連があり、ロジスティック回帰

分析で有意な結果となった。また、意味の認識も興味ほどではないものの同様の傾向を示

した。クロス表より興味は言葉の認識よりも意味の認識との関連が強いと言えることから、

興味を説明変数に入れたことで意味の認識の効果が弱まったと考えられる。一方、言葉の

認識は有意な効果を持たず、エシカル消費という言葉を知っているだけでは実践に結びつ

きづらいということが示された。 

 更に、記述統計からはエシカル消費への興味と比べて、エシカル消費という言葉や意味

の普及が十分に出来ていないということが明らかとなった。 

 以上のことから、一つ目の仮説「エシカル消費という言葉を聞いたことをある人はそう

でない人と比べてエシカル消費をする可能性が高い」は支持されないが、二つ目の仮説

「エシカル消費という言葉の意味を知っている人はそうでない人と比べてエシカル消費を

する可能性が高い」は支持されると言うことができる。 

加えて、三つ目の仮説「エシカル消費に興味を持っている人はそうでない人と比べてエシ

カル消費をする可能性が高い」は支持されると言うことができる。 

また、クロス表からはエシカル消費への興味有と回答した人の中で意味を認識している人

は約48%、言葉を認識している人は約72%いるにも関わらず、エシカル消費への興味無と

回答した人で意味を認識している人は約12%であるということが判明した。このことから、
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エシカル消費の実践は興味の有無を主因としており、そこから言葉を知っているか、意味

も知っているかという構造となっていることが分かる（図3）。 

 

 

図３ エシカル消費実践までの構造 

注：筆者作成 

 

 このような背景から、エシカル消費を実践する傾向がある人はエシカル消費自体に興味

を持っており、言葉の意味まで知っている人であると推測することができる。 

同じエシカル消費に関連する言葉でも「SDGs（持続可能な開発目標）」と「エシカル消

費（倫理的消費）」の認識度には50%以上の大きな差が見られることから、エシカルなど

認識度の低い言葉では意図した内容が消費者に伝わない可能性がある。そこで、企業やメ

ディアでの情報発信の場において「エシカル消費」という言葉を多用し、人々が言葉と意

味に触れる機会を増やす取り組みを行うことができればエシカル消費促進の効果が得られ

るのではないかと考察した。なお、今回実施したアンケート調査ではエシカル消費の正確

な実践頻度を考慮して分析を実施することは難しい。最終的な目標としてエシカル消費が

一般的なこととなっている社会を創造してゆくことが重要であると言うことができるだろ

う。 
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結論 

 本稿ではアンケート調査をもとに、エシカル消費という言葉の認識や意味の認識がエシ

カル消費の実践にもたらす効果を検証してきた。エシカル消費は他の関連する言葉と比較

して認識度は低いが、エシカル消費に興味がある人、意味を知っている人はエシカル消費

を実践している傾向がある一方、エシカル消費という言葉を知っているだけではエシカル

消費の実践に必ずしも結びつかないことが明らかになった。以上の結果を踏まえ、エシカ

ル消費という言葉とその意味を更に多くの人に知ってもらうこと、またエシカル消費とい

う表現をより認識度の高い「SDGs」や「サステナビリティに配慮した取り組み」などの

表現を組み合わせて用いることで消費者のエシカル消費に対する理解が深まり、エシカル

消費に興味はあるがエシカル消費という言葉を認識していなかった層・認識しているがエ

シカル消費を実践できていなかった層へ向けてのアプローチが可能となると考えられる。 

最後に、本稿の限界について述べる。「エシカル消費」の内実は、具体的にどのような

「食品」が想定されているかによっても異なってくると思われる。そして、それらの原材

料の生産状況や加工に関わる労働環境、市場に出回るまでの経路などに関する情報や理解

に基づいて、「地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行

動」や「実践」が導きだされることも予想される。これに対し、本調査の設問はおしなべ

て抽象的であり、消費者によるエシカルな消費と実践の具体的な内容の把握やその分析に

は至らなかった。エシカルな消費や実践の内実に踏み込んだ実態把握に向けた調査の設計

について、今後の課題としたい。 
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