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ファブリック（Fabric）はマレンロウ・グループの 関連会社であり、
世界最大の代理店ネットワークの1つ、インターパブリック・グループ（IPG）
にも属しています。15年にわたり日本市場のビジネスやブランドと協働して
きた経験に基づき、グローバルな専門知識とローカルな文化へのインサイト
をあわせもつマレンロウ・グループ・ジャパンから生まれた企業です。
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私たちは、戦略的思考とストーリーテリングを駆使して、企業やブランドが問題を再定義し、顧客やコミュニティ
と共有可能な価値を生み出すことを支援する企業。私たちはこうした取り組みを、新しい社会のしくみ（ソーシ
ャルファブリック）の一部としてとらえている。新しい社会のしくみにおいて、文化を構築し、関係性を育み、
サステナビリティに取り組むブランドが成功を収めるのである。

新しい社会のしくみにおいて、  サステナビリティはもはや 選択肢のひとつではなく、政府、個人にとって、
そして同様にブランドにとっても、取り組むべき必須事項である。

サステナビリティは、日本にとって決して新しい概念ではない。「もったいない」「おすそわけ」「三方良し」といっ
た伝統でよく知られ2、長きにわたってビジネスを営んできた老舗企業の数が世界のどの国よりも多い日本は、
ある意味で2、サステナビリティにおいて長年、一歩先を歩んできたと言える。

しかしながら、世界がこれまで以上に緊急かつ複雑な課題に直面している今、より広義でグローバルな統合型
サステナビリティの概念が一般的になりつつある一方、日本はグローバルスタンダードから遅れをとっている。
専門家たちが称賛し、ブランドや消費者にも支持されている国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」は、
より複雑で包括的な枠組みを提示するものだ。日本のSDG達成度は現在世界17位（116ヵ国中）だが、改善す
べき領域は明らかである 3。「ジェンダー平等の実現」「気候変動対策」「陸の豊かさを守る」「海の豊かさを守
る」である。そのほか、急速に進む高齢化への対策、エネルギーの脱炭素化、プラスチックごみおよび食料廃棄
の削減も日本における重要な課題でもある。

  1 Zenbird. 2021. Sustainability in Japan. [online] Available at: <https://zenbird.media/sustainability-in-japan/> 

 [Accessed 20 April 2021].

2Kageyama, Y., 2021. Why Japan has the most old companies in the world. [online] Business Insider. Available at: <https://

www.businessinsider.com/how-japan-has-more-old-businesses-than-any-other-developed-nation-2015-4> [Accessed 20 

April 2021].

 3Sachs et al., 2020. The Sustainable Development Goals and Covid-19. Sustainable Development Report 2020. [online] 

Cambridge University Press, p.270. Available at: <https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_

sustainable_development_report.pdf> [Accessed 20 April 2021].
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こうした複雑な課題には、複雑な解決策が必要だが、それは当事者や単一のセクターだけで手に負えるもの
ではない。日本の消費者は、政府が行動することを当てにする傾向があるが、同時にブランドに対しても高い
期待を寄せており、自分や社会のために価値を創出する積極的な役割を果たしていると考えるブランドには、
ロイヤルティ（忠誠心）をもって報いている（30%の消費者が良いことを実践しているブランドから購入しようと
心がけていると答え、14%近くが2年前からそうしていると回答）。ブランドには、SDGsを実践する責任と、そう
するチャンスの両方があるのは明らかである。

しかしながら、多くのブランドが、こうした取り組みにおいて苦戦している。さまざまなブランド（自動車からアパ
レル、そしてエンジニアリングまで）のリーダーたちへの詳細なインタビューから、サステナブルなビジネスの実
践は、コミットメントや行動のレベルに差があれども、必然的に当たり前のこととなっているという現実が明ら
かになった。製品、ブランド、そして組織レベルでよりサステナブルに行動すべきという現在の圧力は「転換点（
ティッピングポイント）」を迎えつつあり、テクノロジーの進化次第では、日本では他国とは異なった形で展開す
るかもしれないとブランドリーダーたちは感じている。また、彼らはサステナビリティを意識したビジネスの計
画や行動を可能にしてくれる重要な知識やインサイトを持ち合わせていないことにも不安を表明した。特に、3
つの鍵となる疑問が浮上した。

29.5%

25.8%

環境・社会貢献活動に積極的な企業の商品を買うようにしている (2021)
環境・社会貢献活動に積極的な企業の商品を買うようにしている (2019)

1. 日本の消費者にとってサステナビリティとは何を意味し、どれほどの関心があるのか？
2. 日本の消費者は、ブランドのサステナビリティに対する取り組みのレベルをどれくらい知っていて、どれほどの関心があるのか？
3. サステナビリティへのアプローチにおいて、ブランドはどのようにして競争力を維持することができるのか？

私たちは、こうした知識のギャップを解消し、ポジティブーかつ利益をもたらす―行動へと促すために、ユニー
クで包括的な調査を行うことを目指した。
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サステナビリティ（持続可能性）へのエンゲージメント（関心と取り組み）は伸びているものの、この分野
に対する日本の消費者の理解は比較的狭く、環境、社会、経済のサステナビリティが相関関係にあること
を理解するに至っていない。SDGs（持続可能な開発目標）を意識している消費者は30%程度と推測され
るが、多くの人々はサステナビリティを現実の目標と関連付けてはいない。SDGsのうち、「エネルギーを
みんなに、そしてクリーンに」「海の豊かさを守ろう」「住み続けられるまちづくりを」は、現時点で消費者
がサステナビリティの概念と最も強く関連付けている目標であり、喫緊のニーズとメディア報道を 
反映している。
SDGsの枠組みにおいて示すように、サステナビリティへのエンゲージメントには、反感・嫌悪から強迫観
念・こだわりまで広い幅がある。消費者の過半数は「エンゲージメントは低い」カテゴリーに属しており、
彼らにとっては価格や利便性（便利さ）、製品の機能性といった差し迫った関心がサステナビリティよりも
重大である（詳細はP10以降の表を参照）。多くの人々にとって、時間や資金の欠如がサステナビリティを
手の届かないものにしている。

日本の消費者にとって 
サステナビリティとは何を意味し、 
どれほどの関心があるのか？
主 要 な 調 査 結 果

概要
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多くのケースにおいて購買行動における最大の原動力ではないものの、今日、サステナビリティは、多くの消費
者や業種カテゴリーにとって、ブランドとそのカスタマー（顧客）の関係を深めうる一つの要因となっている。
サステナビリティは、とりわけトレーサビリティと透明性という領域における信頼と結びついており、それが

（ブランドへの）ロイヤリティやアドボカシーに結びついている。ブランドがサステナビリティの諸問題に消費者
をエンゲージさせようと――そして、彼らの約束を果たそうと――努力するとき、消費者は、コミットメントの
レベルに差はあるものの、ほとんどの場合ポジティブに反応する。

消費者心理の中では、サステナビリティのあらゆる領域が等しく重要であるわけではなく、あるブランドに
とっては、他の問題に比べて取り組むべき問題が存在する。一般的に関心の高い問題に飛びつきたくなる気持
ちがあったとしても、消費者がサステナビリティについてより総合的な概念を育む手助けを行い、自社ブランド
が社会全体の動きの中で果たすべき唯一無二の役割を強調するほうが、究極的にはブランドと社会双方に
とってより大きな利益となるだろう。

サステナビリティを通じてロイヤリティを育むためには、ブランドが約束を果たし、各ブランドにとっての共有的
価値を創出しつつ、トピックごとの消費者のエンゲージメントレベルの違いを認識する必要がある。

考 察
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この集団は日本の消費者の過半数を占める。
 37%はサステナビリティとSDGsをまったく関連付けることが
できていない。
 購買決定は、コストや利便性といった差し迫った関心に支配
されている。
 リサイクルの実践やエコバッグの持参といったサステナブルな
行動を見せる人もいるが、たいていは「偶然的サステナビリテ
ィ」の一種として意図せず行っている。

「エンゲージメントが低い」カスタマーも、同様にコストと利便
性が購買動機になっているが、サステナブルな行動をとる 
努力への意識はいくぶん高めである。
さらなる努力を行うための情報や動機がしばしば欠けている

これらのカスタマーは購買活動を意識的に行っているが、健
康やデザインといったサステナビリティ以外の要素が優先され
る傾向がある。
サステナビリティは最優先事項ではないが、あきらかに

「あったほうがいい」要素である。

これらの顧客（カスタマー）を価格や利便性を通じて引きつけ、
サステナビリティは副次的な利益として利用すべきである（例：
まとめ売りや詰め替えパック）。行動の変化につれて、ロイヤリ
ティも高まる可能性がある。
サステナビリティを後押しするポイントプログラムは、サステナ
ブルな行動という観点における「win」な感覚を与え、同時に目
に見えるポイントという報酬（リワード）という「win」を即座に
与えることによって、この層の人々が忠実なカスタマーになる
ようにナッジ（後押し）する効果を高めるテクニックの1つであ
る。（このアプローチは、スタマーにとってポイント付与をさら
に魅力的にすることから、現在のポイント付与に価値を加える
ものでもある。）

「エンゲージメントが低い」カスタマーを正しい方向に導き― 
―さらに自社ブランドへの忠実度を高めるためには― 　
―より明快な情報を与える必要がある。
ここでも、ポイント制度で利用されているナッジの力学は、行
動の繰り返しや意味付けを促しうるものであり、結果としてロ
イヤリティが上がる。
サステナブルな利益とともにマス（大衆）にとって機能的な利
益を提供する、Win-Winな製品のイノベーションも、この集団
のエンゲージメントを高める上で役立つ。

期待されている利点（例：ミニマリストなデザイン）にサステナ
ビリティを組み込むことで、購買を円滑化しつつ満足度を高め、
この集団のカスタマーのロイヤルティを勝ち取る必要がある。
特に、よりエレガントで総合的な製品のイノベーションを通し
て、この集団に属するより目の肥えたカスタマーを驚かせ、喜
ばせることを目標にする必要がある。

エンゲージメントレベル

低い | 65%

軽微 | 17% 

中程度 | 9%

（18-64歳の母集団に占める％）
特徴 ブランドにとって何を意味しているか？
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サステナビリティへのこだわりの強いアーリーアダプターの
少数集団であり、他の人々に影響を与えるポテンシャルを有
している。
これらのカスタマーには、包装、トレーサビリティー、サステナビ
リティの評判など、購買判断について付加的な基準がある。
この集団は、何を買うかについてのリサーチにより多くの時間
をしばしば費やし、無駄な衝動買いを避けようとするし、 
個人の行動はサステナビリテイにおいて重要な部分を占める
と信じている。
しかし、この集団にとっても価格と利便性は重要な要素で 
あり、購買ジャーニーにおいて一定の葛藤が生じている。
潜在的には進んでブランドを支持する可能性がある集団だが、
彼らのロイヤリティはブランドの実績に対するものであり、 
新しいディスラプターが登場すれば乗り換える可能性がある。

 「エンゲージメントは皆無」というカスタマーは、対極的かつ非
定型的な少数の集団であり、彼らにとって、サステナビリティ明
らかにネガティブな意味を持つ。
この集団は、サステナビリティを推進するブランドや個人に 
ついて、いずれも偽善的であるとして、不快に思う傾向がある。

サステナビリティ上の利点についてのラベリングと安心感を 
明確にすることで「エンゲージメントが高い」カスタマーの 
購買判断を円滑化し、彼らによるアドボカシー（ブランドへの 
支持）を確実にすること。
同等に重要なこととして、彼らが求めるニーズを満たし、彼ら
のロイヤリティと影響力を保持するためには、製品、パッケー
ジ、そしてサプライチェーンのイノベーションが、しばしば必要
となる。
これらは、ブランド哲学や価値と調和する重要課題についての
詳細なストーリーテリングやオピニオンの主導と連動する。 
継続的なコミュニケーションは、こうしたセンシティブな関係 
を育む助けになるだろう。

「エンゲージメントは皆無」の集団に属するカスタマーは、た
いていの場合は無視しても問題がないが、マーケターはサステ
ナビリティに関する彼らのフィードバックをソーシャルチャンネ
ル（SNS）を通じてモニターし続けるべきである。
この集団は、とりわけグリーンウォッシュに敏感であり、有益な
リアリティチェックを提供してくれる可能性がある。
コミュニケーション（発信）におけるブランドの誠実さと透明
性によって最終的に彼らの好意を勝ち取ることは可能かもし
れないし、ブランドやサステナビリティへのエンゲージメントが
高い集団に彼らを呼び込める可能性がある点には、留意する
必要がある。

高い | 4%

皆無 | 5%

エンゲージメントレベル
（18-64歳の母集団に占める％）

特徴 ブランドにとって何を意味しているか？
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総じて、サステナビリティへのエンゲージメントが高い消費者ほど、ブランドのサステナビリティ・パフォーマン
スに高い点数をつける。加えて、サステナビリティの認知の高さは、しばしばそのブランドへの消費者の 
コミットメントの高さ、とりわけ将来的な購入意向に反映される。従って、サステナビリティへの認知の 
強化は、長期および短期の競争力の優位性に結びついている。

トヨタは日本を代表するナショナルブランドとしてのステータスを反映し、明らかなサステナビリティの 
リーダーであると見なされている。調査対象となったトップ10ブランドのうち、7ブランドは国内ブランドで 
ある。グーグル、アップル、アマゾンは、リーダー的ブランドとしての彼らのステータスとも一致するかのように、
最もサステナブルなグローバル企業であると認知されている。

サステナビリティの分野については、しばしばブランドの哲学や価値を直接的に反映しながら、各ブランドが
SDGsの諸目標に関連する独自の強みを有している（例：トヨタについては経済的・技術的発展分野、 
パタゴニアについては自然環境保護分野）。また、あるブランドへのコミットメントが高い消費者は、 
そのブランド独自のサステナビリティの強みについてもより意識する傾向がある。

戦略の中心にサステナビリティを置くブランドであっても、コミュニケーション（発信）が欠如していたり、ブラン
ド認知が比較的低かったり、あるいは消費者の関心が他のより機能的な利点ばかり向かっている（例：ロクシ
タン）と、取り組みに見合う認知が得られない可能性がある。また、そのブランドが取り組みをフォーカスして
いるサステナビリティのある一面についてのみ消費者の認知が高いというブランドもある 

（例：パタゴニアのケースにおける自然環境保護）。

日本の消費者は、ブランドのサステナビリティに 
対する取り組みのレベルをどれくらい知っていて、 
どれほどの関心があるのか？
重 要 な 調 査 結 果
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そのブランドとターゲットの両方に本質的な関連性があるサステナビリティの課題を特定し、それらが他の 
グローバルまたはローカルな関心にどのように結びついているのかを説明することが重要である。 
また、サステナビリティ認知のKPIは、こうしたブランド独自の強みを考慮すべきである。ローカルまたは 
グローバルなリーダーブランドにインスピレーションを求めるのは良いことだが、測定用のベンチマークを 
選択する際には、同業他社のほうがより意義のある比較対象になりやすい。

サステナビリティの戦略や成果の発信は、消費者のエンゲージメントやロイヤリティを構築する
良い機会となる。消費者の間にはサステナビリティへのエンゲージメントにばらつきがあることを考えれば、
ブランドはエンゲージメントレベルの異なる集団ごとにイノベーションや情報発信をカスタマイズする
ことを考慮したり、評判（レピュテーション）を構築するためにアーリーアダプターの影響力を
活用するとことも有効である。

考 察
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サステナビリティへのアプローチにおいて、 
ブランドはどのようにして競争力を 
維持することができるのか？

ブランドリーダーたちは、究極的にはサステナビリティが差別化要因ではなくなり、 
新しいノーマルにすぎなくなることを理解している。サステナビリティにおける信頼性の 
強化に向けてさまざまな角度からのプレッシャーが高まるなか、彼らは自分たちが 
新しいノーマルへのジャーニーの途上にあるととらえている。 

消費者も、ブランドリーダーたちと同じく、入り組んだジャーニーの途上にあり、ブランドは行動
や情報発信（コミュニケーション）を通じて影響力を発揮することができる――そして消費者の
反応を通して影響を受けることもある。

ブランドがサステナビリティをめぐるジャーニーにおいて一歩先を進み続けるためには、 
あらゆるレベルにおける共有的価値の創出に、他に先んじて投資を行う必要がある。

重 要 な 調 査 結 果
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実体のある真実にしっかりと軸足を置くこと
社会、環境、経済への影響を総合的にとらえ、グリーンウォッシュを徹底的に避けること
影響について正直であること
具体的な差異を生み出すことのできる分野にフォーカスすること
循環的思考をもつこと
プロダクトやパッケージ、プロセスを改善する機会を探すこと
あらゆるレベルにおいて内部的な連携をとること
ブランド哲学はファクトをベースにするだけでなく、必ず個人のアクションプランにまで行き渡らせること。

あらゆるセグメントに向けてイノベーションを行うこと
エンゲージメントが低い集団向けのウィン-ウィンの価値提案（例：ポイント制度）から、エンゲージメントが 
高い集団向けのサステナビリティの利点のスマートな統合（例：アップサイクリング）まで。
ブランドの役割と背景を明確化すること
サステナビリティを統合的にとらえるコンテクストを踏まえて、ブランド独自の強みを発信すること
ストーリーテリングを通じてエンゲージすること
プロセスにおいては多少の個性を自由に表現すること
コミュニティを活性化すること
潜在的なインフルエンサーたちとの関係を構築し始めること

すみやかに行動すること
完璧を目指して時間をかけることなく、速やかに信頼を構築すること。なぜなら、消費者はますますサステナビリティを
参入コストとして求めるようになるし、競合ブランドが巧みな行動をすばやく起こすかもしれないから。

各ケースは唯一無二ではあるが、以下はブランドがサステナビリティにおいて一歩先を進み続けるための 
一般的なガイドラインである。

考 察
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ブランドリーダーたちとの対話のなかで見出した重要な疑問に取り組むため、私たちはさまざまな方法を利用した。

アプローチ
独自の定量調査 
    - 日本の人口構成を代表18歳から64歳まで、5,289人の日本人回答者を対象とした調査を実施
    - 115問のアンケート調査は、日本人に固有の行動に基づく市場区分を発見するために特別に設計

インタビューによるエスノグラフィー調査
    - 異なるレベルのサステナビリティ意識をもつ東京在住の6人の消費者を対象に実施
    - 可能な場合は家庭訪問を行い、買い物への同行を実施

デスクリサーチ
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消費者のサステナビリティへのエンゲージメント
「コンシューマーサステナビリティ・エンゲージメント」は、態度や行動に関する複数の指標を考慮し

た統合スコアを用いて算出を実施。こうした指標は、SDGsの枠組み（詳しくはAppendix 1を参照）と
一致しており、社会および個人の行動に対するポジティブまたはネガティブな発信に対する消費者の
同意または不同意に基づいている。

ブランドのサステナビリティに対する消費者の認知
「ブランド・パーセプション・スコア」は、SDGsの枠組みのサマリー（詳しくはAppendix 2を参照）のう
ち、6つのサステナビリティの領域への特定のブランドのコミットメントに対する日本の消費者（18〜64
歳）の認知の総計である。　特定のブランドの認知スコアは、消費者のそのブランドへの意識に対する
認知度に基づいて算出されている。

消費者のブランドへのコミットメント
ブランドへのコミットメントは、以下の指標を考慮した総合スコアで評価を実施。

- ブランドに対する認知度
- 過去の購買行動
- 購買1回あたりの平均利用額
- ソーシャルメディアのフォロー
- ブランドへの好感度
- 将来の購入意向
- アドボカシー

より具体的には、定量調査の一環として、サステナビリティやブランドに関する消費者の行動や態度を
理解するための新しい手法を開発
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日本の消費者にとってサステナビリティとは何を意味し、 どれほどの関心があるのか？
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国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」で示されている持続可能な開発の概念は、非常に複雑である。17の目標が相互
に関連しており、平和、ジェンダーの平等から海洋保護まで、あらゆる分野を網羅している。これは、専門家たちが長年の
研究の末に到達し、推進し続けている総合的な見解である。しかし、これが消費者にとってのサステナビリティ
なのだろうか？

 日本におけるSDGsへの一般的な認識は高まってきはてはいるものの、30％4程度と言われている（1つのベンチマーク
として、東京大学の学生においては90%近い5）。そのため、ロゴや名称は知っていても、実際の枠組みやその意味すると
ころはあまり知られていない。実際、大多数の消費者は、どの目標もサステナビリティに関連付けることができていない。

  4  Intage 知る Gallery. 2021. SDGsとは？17の目標のうち日本人が考える優先的に取り組むべき目標は？わかりやすく解説 - Intage 知る Gallery. [online] 

Available at: <https://www.intage.co.jp/gallery/sdgs/> [Accessed 20 April 2021].

5 Source: Survey on the SDGs Awareness of UTokyo Students 2020 Report Summary), Todai Sustainable Campus Project Student 

Committee

図１.「サステナビリティ (持続可能性)」 という言葉を聞いて、何を思い浮かべますか？
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「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」「海の豊かさを守ろう」「住み続けられるまちづくりを」は、消費者が最も
SDGsに結びつけることのできた目標である。これは、差し迫ったニーズ（エネルギーやコミュニティの必要性）と、メディ
ア報道（福島原発事故に関連したクリーンエネルギーの議論や、海洋プラスチックごみへの報道的関心の高まりなど）
の両方を反映している。2021年、日本の消費者は2年前と比べ、環境への懸念が86％も増えたと答えている。
　

「働きがいも経済成長も」や「産業と技術革新の基盤をつくろう」など、経済成長に関連した目標は、消費者の意識で
はサステナビリティとの関連性が弱く、トリプルボトムラインの概念がまだビジネスの世界を超えて広がってはいないこ
とを示唆している。

「2020 Sustainable Development Report」(Sachs et al)6において「ジェンダー平等を実現しよう」は、日本にとって
重要な改善領域の一つとされているにも関わらず、サステナビリティと関連づけてとらえる意識が著しく低い。

  6   Sachs et al., 2020. The Sustainable Development Goals and Covid-19. Sustainable Development Report 2020. [online]Cambridge 

University Press, p.270. Available at: <https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_

development_report.pdf>[Accessed 20 April 2021].

図2.現状評価-SDGダッシュボード、SDGトレンド
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SDGsの枠組みで示されたサステナビリティに対する日本の大多数の消費者のエンゲージメントは比較的低いままであり、こう
した考え方がいまだ根付いていないことが確認されている。調査によれば65%の人々のスコア は「エンゲージメントは低い」で
あり、17%は「エンゲージメントは軽微」、そして9%は「エンゲージメントは中程度」である。これは、私たちが取材したブランドリ
ーダーたちが、一般の人々に対して抱いているイメージと一致している。一般の人々にとって、「サステナビリティ」は「エコ」とい
う漠然としたイメージと結びついているが、より具体的なものごとにはまったく結びついていない。4%というごく少数の人々が「
エンゲージメントは高い」といえるに十分な活動をしているか、あるいは否定的なスコアをつけることに抵抗を感じている 

（5%）。（詳しくはAppendix 1 を参照）。

  総じて、日本の消費者の大多数は、SDGsの枠組みにおいて提示されているサステナビリティの統合的な全体像および細かな
考え方をいまだに受け入れていないと言ってよい。環境、社会、経済のサステナビリティの相関性を正しく認識している人は非
常に少なく、このことはさまざまなブランドによるサステナブルな成長の追求が未だ誤解されている可能性を意味している。同
様に、あるブランドが自ら選択した社会的大義やフォーカスする領域がグローバルな持続的開発というより大きな動きにどのよ
うに貢献しうるのかが、一見してわかるようにはなっていないのかもしれない。SDGsの枠組みに沿って、サステナビリティに対す
るより広い見方、最大限の全体像をとらえることができれば、すべての人々にメリットをもたらすことになるだろう。

図3.サステナビリティに対する消費者のエンゲージメント

人口
(１０

０万
人）

エンゲージメントスコア

サステイナビリティに対するエンゲージメントのレベルには幅があり、
大多数は「低い」グループに属している
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このことをさらに詳しくみていくと、明らかなパターンが浮かび上がってくる。エンゲージメントは「軽微」または「高い」と回答し
たグループには女性が多く、「皆無」または「低い」と回答したグループには男性が多い（実際、「皆無」と答えた集団の70% 
近くが男性である）。エンゲージメントの違いは、都市／郊外という居住地域の違いや家族に幼い子どもがいるかどうかには 
比較的関連がない。自分の時間をより自由に使える人 （々主婦／主夫、定年退職者、フリーランス）はサステナビリティへの 
エンゲージメントがより高い傾向がある。このことに関連して、サステナビリティへのエンゲージメントは60歳以上において上昇
し、30代で減少しているが、後者はおそらくキャリアや家族内の問題に気を取られているからかもしれない。エンゲージメントが
低い消費者はフルタイムの仕事に従事している傾向が高いが、実は大企業に勤務する人のエンゲージメントはより高く、 
これは社内教育の影響によるものと考えられる。加えて、世帯収入の低い消費者（年収300万円未満）はエンゲージメントが低
い傾向がある。多くの人々にとってサステナビリティは贅沢なものである、というのが現実である。一方、アパレルやスキンケアの
ブランドリーダーたちは、多くの人々にとって機能性がサステナビリティの切り札になるかもしれないと示唆している。

図4.性別

図7.雇用形態 図8.会社の規模 図9. 世帯収入 図10.  居住エリアタイプ

図5.年齢区分 図6. 12歳未満の子供

あり なし

契約社員 特大規模（1,000人以上） 1,000万円以上 都市部 農村部

300〜500万円未満

750〜1000万円未満

300万円未満

500〜750万円未満

零細

大規模

中規模

会社に属していない

小規模専業主婦・主夫

定年退職

正社員・役員

アルバイト/パート

学生

無職

自営業
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エンゲージメントが低い消費者は、SDGの諸問題をサステナビリティに関連付けない傾向があるが、気候変動の緊急性は、 
エンゲージメントが高い人々に留まらず、より大きな理解を必要としているようである。したがって、持続可能な開発をめぐる
諸問題の相関性については、基本的な教育がいまだに必要な状況である。

あらゆるグループにおいて、平等を達成することと基本的な生活のニーズをサポートすることは、持続可能な開発において
最も困難な課題だと認識されている。消費者は一般的に最大の責任は政府にあると考えており、サステナビリティの
さまざまな課題への取り組みにおいて個人や民間企業は充分な役割を果たしていると感じている。

「エンゲージメントは皆無」と答えた人々を除くすべてのグループが、個人レベルで行動を起こすよりも社会的な理想として
サステナビリティを受け入れるほうが先決であるととらえる傾向がある（とはいえ、個人のエンゲージメントが不足していて、
指導の必要性があることは認識している） 。個人のエンゲージメントが「軽微」または「高い」グループのおよそ半数にとって、
注目すべき例外は、「より平等な社会をつくる」という領域である。職場におけるダイバーシティとインクルージョンの努力が個
人の取り組みに影響を与えているのかもしれない。コミットメントにおいてもう一つ注目すべきは「ごみの削減、再利用、再生、
修理」の領域であり、こうした消費者の56.89%が自分でも努力をしていると述べている。ここでもまた、公的機関によって
繰り返し行われた広報活動が、消費者の行動に拍車をかけたのかもしれない。

図12.資源をムダづかいしないように気を付けて買う

図11. すぐに新品を買い直さず、まだ使えるものは修理して使う

図13.長く使えるものを買うようにしている

グループ全体では、「もったいない文化」に対する認知度は比較的高い傾向にある
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次のセクションでは、定性的なエビデンスに基づいて、サステナビリティ・エンゲージメントの 
各セグメントをより深く考察していく。
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スコアが非常に低いまたは皆無である消費者は、サステナビリティという概
念に対して明確に反感を示すことがあり、サステナビリティを推進するブラン
ドに対しても（「利益が上がるからだ」「金儲けだ」「煩わしいし押し付けがま
しい」「ごまかしだ」「企業イメージのための行為を見るとうんざりする」）、サ
ステナビリティを支持する人々に対しても（「うっとうしい人が口にする言葉」

「意識高い系のバカ」）不快に感じている。彼らにおいては、製品がサステナ
ブルかどうかを気にしないと答える人が全体に比べて30%近く多く、サステ
ナビリティを「マーケティングの手段」ととらえている人が4倍近く多い。サス
テナビリティに関するコミュニケーションにおいてこのグループをターゲット
とすべきでないのは明らかだが、反感を避けるためにソーシャルチャネルに
おける彼らの反応をモニタすることには価値がある。

エンゲージメントは 皆 無
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「エンゲージメントは低い」消費者にとってサステナビリティは最も重要度
の高い関心事ではないため、ブランドにとっては価格、量、利便性と
いったより直接的な利点にアピールすることのほうが合理的である。
しかし、購買行動を通して「偶発的サステナビリティ」が生じるときは、
それはポジティブな後押しとなるだろう。

エンゲージメントは 低 い
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ケイコ（仮名）さんは3人の息子をもつ母であり、サステナビ
リティに配慮する時間はないと言う。「私はサステナビリテ
ィよりも価格のほうが気になります。価格と量です。ずっとそ
うでしたが、子どもが増えるとますます状況は悪化しました

（・・・）サステナビリティについて考えてみると、それはとて
も難しいことだと私は思います――裕福でなければ無理
ですね――お金だけではなく、サステナビリティを考えたラ
イフスタイルを受け入れるには、十分な心の余裕が必要で
す」。家事や食事の準備にとりかかる前に（紙の）新聞を読
む時間がほしくて朝3時に起きることもしばしばというケイ
コさん自身ももちろん、心の余裕がほしいと心から思って
いる。同時に、彼女の夫も、午前1時に帰宅してさらに自宅
で残業をするのが日常という忙しい生活を送っている。

また、彼女の家の中も、家族のものが溢れかえっている状
態で、こんなに散らかっていて申し訳ないと何度も口にし、
必要以上にものを買ってしまうのを後悔していると言う。
その一例がタブレットコンピュータで、今では家の中に5台
ある。「子どもたちの行動にいらいらしたとき、子ども用の
デバイスやiPadを食器棚の上にしまうんです。でも、どこに
置いたか忘れることがあって、夫がさらに中古品を買ってき
たんです。引っ越すときになってようやく、もとのタブレット
を見つけました（・・・）1人1台必要なわけではありません」。
靴下についても同じで、必ずなくなるので補充するため 
マルチパックを買っていたら、1人10足にもなっていた

（1人ひとりの足は2つしかないのに！）。

家の中にあるゴミのことやサステナブルなライフスタイルを
送る方法を意識してはいるものの、実際にサステナブルな
行動を起こすことについては意識が低いし、時には別の理

ケイコさん
由からそういう行動をとっている。例えば、洗剤の詰替
パックは小さめのものや濃縮タイプをしばしば購入する
が、パッケージのムダをなくすためではなく、運ぶときに軽
いからだ。お風呂の残り湯を洗濯に使うのは、水を節約す
るためではなく、普通の水で洗うよりも汚れ落ちの効果が
高いから。スーパーに行くとき、買い物かごの内側にぴった
りフィットする特製のエコバッグを必ず持っていくのは、店
員が商品を詰めてくれるとき、時間と手間を省いてくれる
からである。

しかし、買い物かごに入れる品物を選ぶとき、主な判断基
準は価格と量である。こだわりが強いわけではない― 
―例えばパンやバナナについては、質と味の良さを優先し
て2番目に安いものを選ぶ――が、普段から品物ごとに 
価格をしっかり比較しているし、週ごとの価格の変動にも
非常に敏感である。

ケイコさんにとってサステナビリティが最も理にかなうと思
えるのは、はっきりとしたイメージを関連付けることができ
る場合である。「再生紙についてはリサイクルの方法が想像
できますが、他は想像できません（・・・）環境問題に関して
は、水の中で溺れているホッキョクグマや、アマゾンで伐採
されている木を想像することができます」。しかし、彼女に
行動を起こさせるのはこうしたイメージではなく、 
サステナブルであると同時に時間やお金の節約にもなる、
つまりwin-winになるという判断――例えば店員が品物を
詰めやすくなるエコバッグ――である。つまり、 
一種の「偶発的サステナビリティ」である。 

エンゲージメントは 低 い
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「エンゲージメントは低い」消費者と同じく、「エンゲージメントは軽微」な
消費者は、現状、価格や利便性、量に強く惹きつけられているが、 
サステナブルな行動を取るため、より意識的な努力を行っている。 
必要な情報を提供するなどしてこうした努力をサポートし、報いることは、 
彼らのロイヤリティを勝ち取る手助けになりうる。

エンゲージメントは 軽微
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ヨウスケ（仮名）さんは「エコ」（サステナビリティという言葉
にはなじみがない）になるために自分ができることはする
が、それが本当に違いを生んでいるのかどうかは確信がな
い。律儀にプラスチックをリサイクルし、マスクを再利用する

（コロナ禍の初期に購入した大きな箱入り紙製マスクは
別だ）。キッチンには何年もかけてコンビニでもらった割り
箸とプラスチックスプーンの膨大なコレクションがあり、「最
初からもらわなければいいとは思うのですが、もらったも
のは手放せなくて……」と説明する。スーパーのレジで肉
屋魚や豆腐を入れるためにもらえる薄いビニール袋も同じ
で、彼はこれを誇らしげに再利用してバナナを入れて冷蔵
庫で保存するのに使っている。買い物の品を入れるため、
2つ以上の布製エコバッグを持ち歩いているけれども、
液漏れはしたことは一度もないのに無意識に追加の
ビニール袋を手にしてしまう。

ヨウスケさん
ヨウスケさんにとって価格は重要な関心事であり、ときに
は特定の品について一番安いものを求めて数軒の店を回
ることもある。原産地はそれほど重要ではないが、缶詰の
みかんだけは例外で、中国産より日本産を選ぶ。彼の購買
判断において利便性も要件の一つであり、例えばチューブ
入りツナマヨネーズ・パン用スプレッドは、朝の家族の時間
の節約になる。健康ももう1つの基準であり、例えば彼のビ
ール（アサヒスタイルフリー）やヨーグルトドリンク（明治プ
ロビオヨーグルトR-1を家庭用ヨーグルトメーカーの種菌
に使っている）の選択に影響を与えている。

ヨウスケさんの家はコンパクトなサイズだが、もので溢れ
かえってはいない。今では物置となっているエクササイズマ
シンのロデオボーイとアニメフィギュアのコレクションをの
ぞけば、ほとんどのものは決まった場所に片付いている。も
の、とくに食べ物をできる限りムダにしないよう心がけてお
り、妻や息子が着ていた服はメルカリで売っている（ヨウス
ケは洋服を長く着続ける傾向があり、穴が空いたらようや
く処分する）。

エンゲージメントは 軽微
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エンゲージメントが低い人から高い人までの大多数の消費者が、サステナビリティやポジティブな影響を与える方法に
関する情報が不足していることに不満を感じている

図15.廃棄物を減らし、再利用し、修理やリサイクルするよう努力をしている

図14. 環境や社会にポジティブな影響を与えたいと思っているが、なにができるかわからない

エンゲージメントが軽微な消費者は、個人的にサステイナブルな行動をとるという点では、最低限のことしかしていません。 
約半数が廃棄物を減らし、再利用し、修理やリサイクルする努力をしていると答えている
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エンゲージメントが中程度の消費者は、買い物は慎重に検討するが、 
ときおり健康やデザインといった要素を優先することがある。サステナ
ビリティは最大の関心ではないが、彼らは経済的、精神的余裕があり、
たとえイメージに過ぎないにせよサステナブルな選択がもたらす 
付加価値にに投資することができる。このグループの消費者にとっては、 
彼らに特有のモティベーションが何かを理解し、彼らの考え方にサステ
ナビリティの価値をどう融合させるかが重要である。

エンゲージメントは 中 程 度
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マサキ（仮名）さんは父親の窓サッシの会社を経営する 
32歳の実業家である。海外留学経験があり、旅行経験豊富
な日本の若者を代表するような人物であり、国際的な交友
関係が、環境問題やサステナブルなライフスタイルに対
する彼の意識や考え方にポジティブな影響を与えている。

「僕は留学していたときに環境問題に目覚めました・・・ 
一日中サステナブルな行動を意識しているわけではありま
せんが、友人や家族の存在が僕の意思決定に大きな影響
を与えています」。

マサキさんは非常に社交的な日々を送っており、仲間内で
は特に食べ物やインテリア、ファッション、音楽にこだわり
がある人として知られている。自分らしさにこだわる彼は、
自己表現をサポートする適切なブランドを身につけている
と見られることに、気を配っている。クオリティへの意識も
高いが、インディペンデントな洋服のブランドをフォローし、
追い求めている。「自分が買うものにはとても気を配ってい
ます。新しいスタイルやアプローチを試みている新進気鋭
のブランドを好む傾向があります」。

マサキさんはミニマリストを自認しており、長持ちして環境
への負荷が少ない製品を評価している。このことは自分の
ファッションセンスの形成にも役立っていると彼は感じてい
る。「長持ちするものを買うとき、意図的にプレーンなデザイ
ン、奇抜でないデザインを選びます。そうすれば、将来的に
流行遅れになりにくいからです・・・洋服については、
長く着たいし、自分とともに経年変化を楽しみたいです」。
彼は最近日本の野山でハイキングやキャンプをするのが好
きになったと話し、クオリティの高いギアを適宜揃えて、趣
味を追求するためかなりの投資をしている。

彼のミニマリスト的な考え方とは矛盾するが、彼は服の 
レンタルをあまり支持しておらず、「僕は洋服をレンタルす
るという考えがピンとこないんです。

マサキさん
洋服はレンタルにして買わないというミニマリストのことは
聞いたことがありますが、僕はレンタルはしたくないんです。
みんながまるで制服みたいに同じ洋服を来ている世界を
描いたスピルバーグの映画を観たのを思い出します。そし
て、環境を考えればそうするのがいちばんサステナブルだ
とは分かっていますが、文化を豊かにするのは多様性だと
思います。同じ理由で、毎日同じものを食べるのも僕には
無理です」。このことから、彼が意識の高い消費者でありな
がらも、自己表現や身の回りの多様性に妥協するつもりは
ないということがわかる。会話をするうちに、このことが、彼
の食習慣や食べものの選択にも影響していることを、私た
ちは理解し始めた。「僕は冷蔵庫の残り物が好きではあり
ません。残した食べものを数日後に食べるくらいなら、捨て
てしまいたい。同じものを繰り返し食べるのは好きではあ
りませんし、だから自分が必要な量だけ料理します」。そし
て、そう言ったとたんに、「友達が来たときに、冷蔵庫がどう
見られるかが気になりますし」と彼は付け加えた。

マサキさんは、製品のパッケージやラベルから無意識のう
ちに影響を受けている。美しさやデザインの影響も大きい
が、製品の原産地や製造品質、日持ち、そして何よりも自分
の健康への影響について調べずにはいられない。しかし、 
ブランドは責任ある価値体系を共有し、彼のような消費者
が製造者の倫理性を心配せずとも、「個人的な好み」 

「品質」「イメージ」に基づいて自由に選択できるようにす
る必要があると、彼は強く信じている。「僕は他の男性に比
べて多くのスキンケア製品を使っています。でも、それは肌
にいいから（その判断方法は僕にはわかりません）というよ
りも、ブランドの価値や、ブランドが自分たちの主張をどのく
らい理解しているのかを基準に判断しています。納得がい
けば、僕はそのブランドを信頼しようとしますし、製品を
使ってみます」。

エンゲージメントは中程度
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リカさんは毎朝4:30に目を覚まし、しばらくベッドに横た
わったまま、3つのアプリで体重、ダイエット、スケジュール
の状況をチェックするのが習慣だ。フリーランスで働く彼女
は、自分のライフスタイルが自分でもどうかしているのでは
ないかと思う、と苦笑いして話すが、それにしても見事な時
間管理術を身につけている。「やりたいことがあり過ぎて圧
倒されていますが、やりたいことなのだから、それはいい意
味の圧倒です（・・・）自分は本当に、本当に幸せを感じてい
るし、今のところはこうした生き方を選んでよかったと思っ
ています」。
 
 彼女が時間をかけて楽しんでいることの1つはアパートの
部屋に手をかけることであり、センスのいいドライフラワー
がたくさん飾られたミニマルなインテリアの部屋である。シ
ンプルなベージュのシャンプーとコンディショナーの瓶が
置かれたバスルームなど、彼女のセンスは部屋のいたると
ころに見受けられる。パンテーンの詰替用はベッドの下に
しまいこみ、見栄えのいい容器に入れて使っている。「正直
なところ、あの（パッケージの）色がいっぱいなところが好き
ではないのです。商品はフォントや色やデザインが命ですよ
ね。だから本当にシンプルなパッケージに入っているもの
のほうが好きですね」。

リカさん
運動好きのリカさんは、彼氏に勧められてスポーツウェア
は毎日洗濯することを習慣にしている。しかし、この習慣に
はある種の罪悪感がある。「私のやっている方法だと、電気
代とか水道代などのエネルギーを無駄にしているし、洗濯
物をたたむ手間や時間も無駄にしている気がします。洗濯
機は壁際に置いてあって、洗濯するのはたいてい運動の後
の夜だから、近所迷惑ではないかといつも気になっていて、
心苦しいところがあります」。このように、サステナビリティ
は常に最優先されるものではなく、そのことにストレスを感
じていないわけではない。
 
 そんな彼女だが、コンビニエンスストアのナチュラルロー
ソンに行くときはストレスを感じる。そこは彼女が選んで利
用しているコンビニだ。「興味深い産地からのいろいろな
商品が数多くありますし、ファミリーマートに比べて輸入品
がたくさんあるので、ナチュラルローソンが好きです。とき
どき野菜を買うこともあります」。しかし、暫くすると本音が
見えてきた。「お気に入りのエリアはお菓子売り場で、ほぼ
毎日行っています。本当はチョコレートを買いたいのだけ
れど、行かないようにしていて……でも、結局買ってしまう
んです！」。

エンゲージメントは中程度
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「エンゲージメントは中程度」のグループは、サステナビリティやポジティブな影響を与える方法に関する情報が欠けているときに最
もフラストレーションを示しているグループである。彼らは、誰にも知られていなくても、サステナブルな商品を購入するときに
誇らしく感じる傾向がある。

図16. 環境や社会にポジティブな影響を与えたいと思っているが、なにができるかわからない

図17. 他の人がそれを知らなくても、サステナブル (持続可能) を商品を買うと誇りに思う
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エンゲージメントが高い消費者は今のところ少数派（合計4%未満）にすぎないが、
潜在的な影響力を考えれば、彼らとの関係を育むことには十分に価値がある。
彼らは、他の環境や社会的要因に比べて価格への関心が低く、しっかりリサーチ
した上で厳選した製品を手にする（彼らは環境や社会的影響について他の人々と
比べて2倍のリサーチを行う）。したがって、彼らが最終的に選んだブランドに対して
ロイヤリティで報いる可能性は70%高い。他の人々と比べて、彼らは「よい行いを実
践しているブランド」から購入する可能性が122％高く、ローカルなビジネスや商品
のサポートにつながるとわかっている場合、追加のお金を支払う可能性は380%も
高い。このような消費者は、ブランドを常に意識しているグループであり、製品や
パッケージ、サプライチェーンにおいて彼らの高い期待に応えるべく、ブランドを
イノベーションへと駆り立てる。彼らは、財布の紐の緩め方で意思表示を行ったり、
パッケージを節約するためにブランドを変えたり、自分の意見をSNSを通じて他の
人に知らせたりする傾向がある。ブランドは、イノベーションを起こすだけでなく、
サステナビリティにおける競争力を明快に伝えることで、意思決定への負担を軽減
し、彼らの支持を確実に勝ち取ることができる。

エンゲージメントは 高 い
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5年前、アンナ（仮名）さんは、人生を変える動画を観た。5年
間に出したゴミをたった1つのメイソンジャー（ガラスの小
瓶）に詰め込んだという環境保護活動家のローレン・シン
ガーの動画だ。「この動画を観たことが、ライフスタイル転
換のきっかけになりました。物事に対する見方が一変した
んです」とアンナさんは話す。そのとき以来、彼女はゴミ・ゼ
ロのライフスタイルを実践しており、「自分の生き方に説明
責任をもつ」ためのインスタグラムのアカウントまでも立ち
上げた。今では、個人としての行動を「増幅させるための」
方法として、彼女は再生可能エネルギー企業のESG部門で
働いている。

アンナさんの1LDKのアパートを見渡してみると、バルコニ
ーや冷蔵庫のコンポストが置かれていたり、（プラスチック
ボトルを避けるための）固形シャンプー、（プラスチックチュ
ーブを避けるための）ガラス容器入りのタブレット型歯磨き
粉、エコバッグやカフェに持参するための折りたたみ式タン
ブラーなどなど、エコな生活用品で彼女の信条を示すもの
が目につく。

（八百屋がしまっていたため訪れた）コンビニでは、
「エンゲージメントは低い」事例にあるケイコさんが価格

に対して見せたのと同じくらい強い関心を、アンナさんは
プラスチックやパッケージに対して見せていた。「プラスチッ
クを意識し始めて以来、スナック菓子は私にとって罪悪に
なりました。健康上の罪悪というよりも、明らかにパッケー
ジの量についての罪悪です。パッケージが大げさではない
か、とか、中にトレーがあるかどうか、とか」。こう説明する
間、彼女は袋入りチーズストリングを買おうかどうか5分
ほど迷っていた。好物だが、袋の中にプラスチックのトレー
が使われている。内側にプラスチックの包装が隠れていな
いだろうかと、彼女は棚に並ぶパッケージを一つずつ触っ
て確認していく。だが、結局あきらめて、自分が好きなもの
を買う。「最終的にはよく働いたご褒美だと思いたいし、『ど

アンナさん
れにもトレーはあるんだし』という感じです。でも、そうする
のはこの商品についてだけで、他の商品は別です」。
しかし、他にも例外はあって、例えば飲料がそうだ。「ペット
ボトルは一切買いません。ペットボトルは必要ないですか
ら。でも、夏に水分補給が必要なときには、ポカリスエット
を買います。しようがない選択なんです」。とりわけ、 輸送
距離 など考慮すべき要素が多く存在しているときには、ベ
ターな選択がつねに簡単に見つかるとは限らない。「どうし
ても水が必要で、自分のタンブラーを忘れてしまったときに
は、Just Water というブランドがあります。ウィル・スミスが
立ち上げたブランドで、紙製パッケージに入っています。で
も、箱を見るとイギリス産とあるので、良いことかどうかは
わかりません」。

チーズストリングについて彼女が悩む姿をながめていると、
あきらかに考慮されていない要素が1つあった。それは、価
格である。「レジに行って、値段を言われて、『何？ そんなに
高いの！』となることもあります」と言うが、他のものには対
してお金を使わないので、食べたいものを食べたいのだ
と話す。

彼女のライフスタイルは一見すると極端に見えるが、バラン
スのとれたものの見方をしており、自分の行動によって人
を遠ざけてしまうことは避けたいと考えている。「私たちに
は現代的な生活があるわけですから、何事においても極端
であることは健全でないと思います。だからこそ、私は手の
届くサステナビリティが大切だと思います。私は皆が実践で
きることを推進したいんです。自分自身を犠牲にしすぎるこ
とも良くないと思ってます。切り替えることが簡単ならそう
しますし、考えるべきことが多くてメンタルなエネルギーが
必要なときには、簡単なことだけを実践します。私は現実
的なことを推進していきたいのかな、と思います。『私はこう
いうことをやっているから、完璧なんです』と言って人を威
圧するようなことは絶対したくありません」。

エンゲージメントは 高 い
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ハツエ（仮名）さんも「エンゲージメントは高い」消費者であ
り、リサイクル専門の企業で働いている。社会的企業に転職
する前は、オンライン旅行会社で多忙な営業職として働い
ていたが、そこでは、CSR委員会に参加していた。「職場で
CSR活動に携わることで、自分の不満を減らしたくて。
それは、自分の気持ちのバランスをとることでもあった」。

　現在、両親と暮らしている彼女は、麻婆豆腐にソイミー
トを使ったり、牛乳の代わりに豆乳にしたり、残り物の保存
に使い捨てラップではなくタッパーウェアを使ったりするな
ど、強制はしないけれども、よりサステナブルなライフスタ
イルを送るために、両親にいろいろな方法を通して影響を
与えている。

彼女自身、とくにボディケアに関して、さまざまな環境に優
しい製品を試しているが、うまくいくものもあればそうでな
いものもある。「今はドクターブロナーの歯磨き粉を使って
いますが、最悪ですね。使うそばから溶けてしまって、歯を
磨いている実感がしないんです――全然好きになれませ
ん」。固形シャンプーについては、もう少々妥協する気持ち
がある。「シャンプーとして使っている石鹸は泡立ちがよく
なくて、お気に入りのヘアケア製品とは言えませんが、髪は
きちんと洗えています」。切り替えたことに後悔はないのは
生理用品で、使い捨て製品から月経カップに切り替えた。「
月経カップを使うようになって約2〜3年になります。今まで
でベストの選択の1つだと思っていて、理由は、a）お金の節
約になるし b）ゴミが出ないし、c）ものすごく便利だからで
す――いつでもバッグに入れられるし、常に安心です。旅行

ハツエさん
にも便利です。月経カップに切り替えるのは、生活を改善す
るためにできるとても簡単な方法だと思います」。

ハツエさんと一緒に買い物をするのはそれなりに時間を
要した。彼女はラベルをしっかり読み、原材料をチェックし、
ゴミ処理の流れを考え、製品を比較し、そしてもちろん価格
も比較もしたがる。ネーミングとパッケージで彼女の目を
引いた木製歯ブラシが良い例だ。「この歯ブラシはいいで
すね。木製だし、パッケージは紙製だし――私がいいなと
思うものは、私みたいな人向けに販売されているんです。
とはいうものの、心のなかでは、これが日本で『リサイクル
される』となると、結局焼却されることになるので、何の違
いも生まないし、とも考えます。だから、自分が気持ちよく
なろうとして実際には何の意味もないことをしているよう
な気もしてきます。それに、歯ブラシ1本にしては本当に値
段が高い――あの価格は私は払いません。それに、アマゾ
ンなら木製歯ブラシを安くまとめ買いできることも知って
いますし」。

　一方で、信頼する製品には、ときとして割高な金額を進
んで支払う。例えば、大好きな黒のAllbirdのスニーカーが
そうで、アマゾンのセールで見かけた他製品価格の2〜3倍
で購入している。また、これに似たタイプの少し高いアイテ
ムや、ヨガマット（修理保証付きの、ペットボトルから作られ
た再生原料による製品）、あるいはメタル製タンブラー（認
証されたBコープ〔ベネフィット・コーポレーション〕である
Klean Kanteen製）については、購入までのリサーチと検
討に数ヵ月を費やす。

エンゲージメントは 高 い
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そうはいうものの、店舗において彼女の目に留まり、購入
の決断に影響を与えるシグナルがある。一番分かりやすい
のは、美しさである。ハツエさんは買い物の場に売り込み
文句が溢れすぎていると考えており、当然ながらミニマリス
ト的な見た目、白やナチュラルな色彩の製品に惹かれる。
彼女にとって、無印良品はリラックスして自分のペースで歩
き回れる完璧な店である。とはいえ、お気に入りのお店に
いても、プラスチックのパッケージが少しでも目に入ると、
気分は落ち着かなくなる。「プラスチック包装は気になりま
すね。欲しければ買いますが、それでも気になります。パッ
ケージのせいで買うのをやめたことはありませんが、イラ
イラします」。

　サステナビリティの活動を日本で広げていくには、SDGｓ
が鍵になるとハツエさんは考えている。「社内でのSDGチー
ム推進のパワーに差はあれど、日本の大企業の90%には 
SDG専門のチーム があると思います。こうした日本のサラ
リーマンがみんな、SDGロゴのピンバッジを着けて歩いて
います。関心を引きつけ、耳を傾けようという気持ちになっ
てもらうには、SDGsはよい入口ではないでしょうか」。彼女
はトリプルボトムラインの考え方にも前向きで、ビジネス（
企業）が重要な役割を果たすことを提案している。

「利益追求という考え方はよく理解できますし、嫌いではあ
りません。（私が以前勤めていた）会社でも、何事につけ
スピーディーで、イノベーティブだった点は大好きでした。
私にとって、とてもワクワクすることですし、私はスピーディー
に変化していく環境が大好きです」。
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 エンゲージメントが高いグループは、サステナブルな社会をつくるための目標、とくに必要最低限の生活を支え、より平等な社会を達
成することに関して、個人がより多くのことを行ってきたと考える傾向がある。

お金がかかっても、時間がかかっても、環境のために正しいことをする

持続可能な商品であれば、もっとお金を出す

他の人がそれを知らなくても、サステナブル (持続可能)  
な商品を買うと誇らしい気持ちになる

商品を買う前に、環境や社会への影響を考える

環境に配慮した包装であれば、もっとお金を出してもいいと思う

商品を買う前に、環境や社会への影響について調べる

過剰包装を避けるためにブランドを切り替えるとおもう
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図18.エンゲージメントが高いグループとそれ以外の比較

他母集団 エンゲージメントは高い 指数
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日本の消費者はブランドのサステナビリティ
への取り組みレベルをどのくらい知り、
どのくらい関心をもっているのか？
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さまざまなカテゴリーのブランドをSDGの諸問題との関連という視点からランク付けしてみると、リーダー的位置にいるブラン
ドと遅れをとっているブランドの間にはいくつかの明白な違いが、それも思いがけないポイイントで見られる。13種のカテゴリ
ーに属する36ブランドのなかで、サステナビリティに関してあらゆるエンゲージメントレベルの消費者が、トヨタをサステナビリ
ティに関する明らかなリーダーと見なしており、代表的ナショナルブランドとしてのトヨタのポジションを反映している。トップ10
のうち7ブランドは、国内ブランドである一方、調査対象となったグローバル企業のなかでGoogle、 Apple、 Amazonが最もサス
テナブルなブランドとして認知されており、圧倒的ブランド力を持つ彼らのステータスとも一致している。

この総合ランキングには、さまざまなサステナビリティに関する課題に対する影響力が反映されている一方で、各ブランドには
それぞれ特徴的な強みが間違いなくあり、1つまたは2つの特定の分野においてはリーダーとなりうる場合がある。例えば、パタ
ゴニアとサントリーは「自然環境を保全する (海と陸の豊かさを守る・気候変動対策など) 」の分野において高い評価を得てお
り、サントリーは「限りある資源を有効利用する（水資源やクリーンエネルギーなど）」においてもリーダーである。一方で、全面
的なリーダーであるトヨタは、「経済・技術開発を促進する（インフラ、成長など）」と「社会的発展を促進する（スマートシティ、強
力な制度など）」においてとくに際立っている。これは、モビリティカンパニーとしての トヨタの長期的ヴィジョンと一致しており、

（サントリーやパタゴニアとは）大きく異なるタイプのサステナビリティのイメージをもつブランドであることを示している。「基
本的な生活のニーズのサポート（飢餓をなくす、貧困をなくすなど）」という点で想起されるのは、日本の消費者の日常必需品に
フォーカスした企業（イオン、ユニクロ、花王、無印良品、セブンイレブン）である。「より平等な社会の実現（男女格差をなくす、貧
富の差をなくすなど）」は、Appleや Amazonなどの他のブランドよりも Googleが明らかに突出しており、世界中の情報を「世界
中の誰もがアクセスできて使えるようにすること」という同社の使命とも一致している。

このリストには、adidas、ダノン、ロクシタン、LUSH、IKEAなど、サステナビリティが戦略の中心であると発信しつつも、その取り
組みが高い認知を得られていないように思われるブランドがいつかある（私たちが取材したブランドリーダーの1つがまさにこ
のケースで、大衆的な認知はないけれども、小規模の忠実なフォロワー群を形成することはできていた）。これにはいくつかの
理由がある。第一に、パタゴニアのように、企業としての強みがまんべんなく広くというよりも、特定の領域にある場合である。
このケースにおいては、その強みをベースにして、リソースを集中させることが望ましい。第二に、彼らはフォーカスした領域やそ
の領域において実践している具体的な活動のすべてについての発信がうまくいっていないのかもしれない。サントリーはその成
功例で、水に焦点を当てた企業活動（「水と生きる」）や積極的なCSRの発信、パートナーシップが、目に見える形で環境資源を
大切にするブランドという認知をつくりだし、徐々に浸透させていった。他のブランドにとっての教訓は、何かを信じ、行動を起こ
しているなら、それを必ず発信する、ということである。第三に、メディア全体への投資も要因になる可能性が高いということだ。
トヨタ、 Google、 Appleなどのブランドリーダーたちは、圧倒的なプレゼンスとブランド認知の維持と向上のための予算を持っ
ており、サステナビリティ認知に関するハーロー効果も生み出しうると考えられる。メディア向けの予算を増やすことができない
場合、スマートなターゲティングとブランド戦略こそが、他のブランドが対抗するために必要な方法である。
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図19.ブランドのサステナビリティに対する総合的な認知度
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図20.ブランドのサステナビリティに関する総合的な認知度（サステナビリティ分野別)



　以下のセクションでは、トヨタ、パタゴニア、ロクシタンという異なるカテゴリーに属する3つの企業の
ケーススタディを用いて、ブランドのサステナビリティへの取り組みと消費者のエンゲージメントや

ロイヤルティの関係性を探っていく。
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トヨタは、社会が抱える最も重要な技術、経済、社会の問題に 取り組んでおり、 
日本を代表するサステナブルなブランドとして認知されている。

トヨタが世界初の量産型ハイブリッド車である初代プリウスを発売して30年以上が経過した。以来、世界で1500万人
の消費者が トヨタからハイブリッド電気自動車（HEV）を購入し、同数のガソリン車が販売された場合と比べ、推定1億
2000万トン以上のCO2排出量削減に貢献してきている7。しかし今日、消費者は、単なる有害な車両排出ガスの削減を
超えるトヨタの全社的なアプローチとサステナブルなミッションを認知している。

サステナビリティを定義する6つの領域のそれぞれへの取り組みに対する認知度に基づいて、ブランドを評価してもらっ
たところ、日本の消費者は「基本的な生活のニーズのサポート」を除くすべてのカテゴリーでトヨタをトップ3内に
ランクインさせた。トヨタの強みは、「経済・技術開発を促進する（インフラ、成長など）」にあると認知されており、
トヨタのサステナビリティへの取り組みや理念が消費者の間ではっきりと意識されていることがうかがえる。調査対象
となったもう一つの自動車メーカーである日産も、これらのカテゴリーで高い評価を得ているが、トヨタのほぼ半分の
スコアであった。

ケーススタディ1: トヨタ

  7   Toyota. 2020. Toyota passes 15 million hybrid electric vehicles global sales. [online] Available at: <https://newsroom.toyota.eu/toyota-

passes-15-million-hybrid-electric-vehicles-global-sales/> [Accessed 20 April 2021]." (cutting repetition of title)
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  8WSJ. 2010. Toyota's Influence Looms Over Japan. [online] Available at: <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703357104575044761211965140> 

[Accessed 20 April 2021].

  9Yahoo!ファイナンス. 2021. 連結従業員デイリーランキング-全市場：株式ランキング - Yahoo!ファイナンス. [online] Available at: <https://info.finance.yahoo.co.jp/

ranking/?kd=42&mk=1&tm=d&vl=a> [Accessed 18 May 2021].

10Toyota, 2021. Toyota Philosophy | Vision & Philosophy | Company | Toyota Motor Corporation Official Global Website. [online] Toyota Motor Corpora-

tion Official Global Website. Available at: <https://global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/philosophy/> [Accessed 20 April 2021].

『ウォールストリート・ジャーナル』はかつて「日本の天皇、総理大臣、そして世界第二位の経済大国の国民の半数には、共通点が1つあ
る。みんなトヨタ車に乗っている」と書いた8。時価総額日本一、社員数第2位の企業である以上、他ブランドよりもトヨタのサステナブル
な活動を日本の消費者が認知しているのも当然である。9

私たちの調査によると、トヨタへのコミット（関わり）の深い消費者ほど、トヨタをサステナブルな企業として認識しており、単なるハイブ
リット車の所有にとどまらず、ブランドの精神に対するより深い理解がうかがえる。

トヨタがよりサステナブルな未来に向けて最も重要な一歩を踏み出したのは、以下の企業理念のもと、自動車メーカーから 
「モビリティサービスを提供するモビリティカンパニーへの転換」を発表した2018年のことである。

Creating Mobility for all ― すべての人に移動の自由と楽しさを
多様で不確実な時代において、トヨタはモビリティの品質と可用性を高めるべくつとめていきます。私たちはすべての人々のために
新しい可能性を創出し、私たちの星、地球とのサステナブルな関係をサポートしたいと考えています。10

図22.社会的発展の促進ートヨタ

図23.経済・技術開発の促進ートヨタ

全体合計

全体合計

その他の母集団

その他の母集団

トヨタへのコミットが高い

トヨタへのコミットが高い
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https://global.toyota/jp/album/images/34997209/?_ga=2.188601000.1214067334.1619017536-275684496.1618555423
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これにより、 トヨタにおけるサステナビリティの取り組みが形になり、「トヨタ環境チャレンジ2050」
（新車、生産工場、車両のライフサイクルにおけるCO2排出量ゼロへのチャレンジ）を通じた環境問題への

取り組みだけでなく、社会とガバナンスの問題にももっと全面的に取り組んでいくことをはっきりと発信し
始めた。このように、今日トヨタのサステナビリティに対する取り組みは、ESGの枠組みにしっかりと沿った
ものになっている。説明責任、進捗状況、成果の観点において、トヨタは国際的な基準やベンチマーク、
特にSDGs、GRI（グローバル・レポーティング・イニシアティブ）、SASB（サステナブル会計基準審議会）などに 
厳格に取り組む姿勢を見せている。トヨタはサステナビリティ関連の原則や発信のコンテキストにおいて
こうした基準やベンチマークにしばしば言及している。さらに、トヨタは毎年『Sustainability Data Book』を
発行し、サステナビリティ関連の成果を公表している。

トヨタがサステナブルなブランドへと進化するにあたって、従業員の役割も重要な要因として寄与しているの
は間違いない。サステナブルな成長を達成し、「幸せを量産する」というミッションを実現するためには、社内全
チームのオペレーションのあり方にサステナブルなビジョンが根付くような組織構造になる必要がある。
そこで、トヨタでは、各個人と各チームが、同社のサステナビリティ理念に沿った仕事の進め方への対応が
義務付けられている。つまり、トヨタは、その名高いエンジニアリング精神を、世界最大の社会問題に取り組む
ために活用しているのである。

自動車メーカーからモビリティサービスカンパニーへのトヨタの転換は、パワフルなコラボレーションを通して
加速しており、特筆すべきは「AIモビリティ革命の実現」のためのソフトバンクとの合弁企業、MONETテクノロ
ジーズの設立である。MONETテクノロジーズの宮川潤一社長兼CEOは、「パートナーたちとともに、私たちは 
日本社会のモビリティ問題を解決し、新しい価値の創出を可能にする革新的なサービスを実現し、 
世の中に広げていくために尽力していくつもりです」と述べている。

このベンチャー企業の目的は、トヨタのEV「e-Palette」をサービスに組み込み、日本におけるバスや車の
オンデマンドモビリティサービス（AutonoMaaS）を実現することで、最も喫緊の社会問題を解決することに
ある。このモジュラーアプローチは、ライドシェアや企業用シャトルバス、フードデリバリー、物流、あるいは
障害者や高齢者のためのサービスなど、自律走行車をさまざまな目的に活用することを可能にするだろう。
日本でのこのカテゴリーにおけるサステナビリティのパイオニアとして、トヨタは同業他社に刺激と情報を
与えて業界におけるリーダーシップを発揮しており、今では他の自動車ブランドもMONETと提携し、
いすゞ、スズキ、スバル、ダイハツそしてマツダは、それぞれ約2％の株式を取得する予定である。11

  11Auto Futures. 2020. Japanese Car Companies Invest in Next Gen Mobility Venture MONET - Auto Futures. [online] Available 

at: <https://www.autofutures.tv/2019/06/28/self-drive-venture-monet/> [Accessed 20 April 2021].
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2014年、トヨタの金融部門（TMCC）は、環境に優しい自動車の開発と販売をサポートするために、自動車業界初の資産担保
型グリーンボンドを導入した。TMCCは2020年12月31日の時点で4種のグリーンボンドを合計61億ドル発行し、2021年3月に
は国連のSDGsに貢献するプロジェクトに資金供給するため「Woven Planet（ウーブン・プラネット）債」を5000億円（47億ド
ル）まで発行すると発表した。12この社債プログラムについてはSustainalyticsよる独立的なレビューが行われ、トヨタは収益
の利用、プロジェクトの評価と選択、収益とレポーティングの管理というカテゴリーに関し、グリーンボンド投資を通した低炭
素への移行において競合他社をリードしていることが明らかになった。
 
グリーンボンド戦略は、経済的発展と技術的発展を組み合わせた最たる例と言える。私たちの調査によれば、消費者ははこ
の分野でのトヨタの取り組みを認知しており、とりわけ、トヨタのブランドに対するコミットメントが高い人々および中程度の
人々の間で認知されている。

https://global.toyota/en/newsroom/corporate/29933371.html

  12Segal, M., 2021. Toyota to Issue up to $4.7 Billion “Woven Planet Bonds" Supporting SDG Initiatives - ESG Today. [online] ESG Today. Available 

at: <https://www.esgtoday.com/toyota-to-issue-up-to-4-7-billion-woven-planet-bonds-supporting-sdg-initiatives/> [Accessed 20 April 2021].
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図24. トヨタのサステナビリティへの取り組みに対する日本の消費者の意識（エンゲージメントグループ別)
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トヨタのこれまでに行ってきたサステナビリティ関連での最も重要な取り組みは、未来都市のプロトタイプ「ウーブン・シティ」である。これは、富士山の
ふもとに、電力をすべて水素燃料電池でまかなう175エーカー（約70.8万平方メートル、東京ドーム15個分）のつながるエコシステムである。ウーブン・
シティのインフラは、人を中心としたソフトウェアと連携されたテクノロジーによってモノ、情報、都市をつなぐことで、新しいサービスや製品開発のための
リアルな環境づくりを目的としている。この試みは、社会課題解決のためのトヨタのミッションのなかでも、これまでになく大胆なステップである。

サステナブルな成長は、トヨタのDNAのなかに確実に深く根付いていると言える。トヨタは、サステナビリティの実現のために、目標や行動を明確に定義
することだけではなく、消費者に向けた独自の取り組みやコミニケーションを通じて、このジャーニーに日本の消費者を誘ってきた。今後、ウーブン・シテ
ィなどの先進的な取り組みを通じて日本の社会課題に取り組むなかで、トヨタが有意義な成果を達成できるかどうか、世界は注視していくだろう。

トヨタのサステナビリティへのジャーニーは、同社の言葉によると3つのステージに分けて考えることができる。

https://nrev.jp/2020/12/30/woven-city-the-field-of-dreams-imagined-by-toyota/

1. 創業の精神とモノづくりで培った技術
2. モビリティカンパニーへの変革
3. 社会課題解決への貢献
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パタゴニアの企業理念は50年間変わっていない。 最高の製品をつくり、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑え
る。そして、ビジネスを通じて環境危機に警鐘を鳴らし、解決に向けて実行する。

2025年までにカーボンニュートラル達成（現在はclimate positivityのための計画）、自然環境の保護／回復のために
売上の１％を活用するという誓約、フェアトレードとオーガニックコットンの利用、リサイクル素材の使用拡大への取り
組みなど、環境保護のために大胆な目標を掲げるパタゴニアは、同業のみならず他の業種カテゴリーのブランドからも
パイオニアと見なされており、「国連チャンピオン・オブ・ジ・アース」賞を受賞している。

「プロビジョンズ」というテーマを掲げ、責任ある原料からつくられた食品に踏み出したパタゴニアの最近の動きは、同
社が世界で最も複雑で喫緊の諸問題にひるまず取り組む姿勢や、彼らの使命が本物であることを示している。

「プロビジョンズ」を手段として、我々はその方向を変え、新しい種類の未来に向かって踏み出す。地球を枯渇させるの
ではなく、修復し、風味豊かで栄養価の高い食品で満たされた未来。土壌の健康を構築し、動物の福祉を確実にし、農
業従事者を保護する方法で食品が生産されることをたしかにするリジェネラティブ・オーガニック認証が広く適用され
る未来。要するに、私が話している食品は、問題ではなく、解決策の重要な部分だ。

それが、私が参加したい革命だ。なぜ、パタゴニアは食品を製造し、販売しているのか？私にしてみれば、適切な質問
は、どうしてできないことがあるのか？である。事業を成功させるのも人びとの生活を豊かにするのも、 
必要な条件は同じだということを、私はいままで以上に理解している。」

イヴォン・シュイナード、パタゴニア創業者13

カリフォルニアを本拠地とするパタゴニアは、地球の自然環境を守るためにたゆまぬ献身を続
ける活動的なブランドとして広く認知されている。しかし日本では、パタゴニアの環境保護に
対する使命や成果について、消費者の大多数の認知は比較的低いようである。

ケーススタディ2: パタゴニア

  13Chouinard, Y., 2020. Why Food?. [online] Patagonia Provisions. Available at: <https://www.patagoniaprovisions.com/pages/why-food-

essay> [Accessed 20 April 2021].
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パタゴニアは、サステナブルなビジネスにおけるリーダーシップを発揮することで、他のグローバルブランドがサステナブルな取り組みをも
っと実践するよう後押ししてきた。とりわけ、『ニューヨーク・タイムズ』紙上でブラックフライデー（アメリカの感謝祭翌日のセール）に
パタゴニアのジャケットを買わないで、と訴えて世間を騒がせた大胆な広告キャンペーンや、もっと最近ではアイアンクラッド保証や
Worn-Wear プログラムなどのイニシアチブがそうである。これは消費者にパタゴニアの中古品を買うように促すもので、2020年には40%
の成長を見せた有効なビジネスとなっており、ノースフェイスやアークテリクスなど他のアウトドアアパレルブランドにも採用されている。14

他のブランドも前進の兆しを見せてはいるものの、パタゴニアのミッションはその意義と成果において際立っている。

  14Youra, S., 2020. What Makes Patagonia a World Leader in Sustainability. [online] Medium. Available at: <https://medium.com/

climate-conscious/what-makes-patagonia-a-world-leader-in-sustainability-486073f0daa> [Accessed 20 April 2021].

https://www.wsj.com/articles/patagonia-co-founder-yvon-chouinard-on-how-to-live-smarter-1474552367
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　日本の消費者においても、パタゴニアがサステナビリティにコミットすればするほど、サステナブルなブランドとしての
認知が高くなっていくことを私たちの調査は示している。――このことは、パタゴニアがこれまでに注力してきた

「自然環境の保全と限られた資源の有効利用」などの分野で特に顕著である。

しかし、これらのスコアは全般的に、私たちが予想していたよりも低いものだった。モンベルやノースフェイスなど他のアウ
トドアアパレルブランドとパタゴニアを比較した場合、パタゴニアのスコアに見られる優位性はわずかであった。――北米
においてはサステナビリティのパイオニアとしての認知度があるにもかかわらず、このような結果となった。このことは、
日本において、パタゴニアのミッションや環境保護運動に対する認知度が比較的低いことを示している。

さらに、私たちの調査において際立ったリーダーであるトヨタと比較すると、パタゴニアのスコアは全体的に平均以下（7%
対15％）である。このことは、トヨタが日本社会において非常に深く根付いていることを考えれば、驚くべきではないだろう
が、それでもやはり重要なポイントである。

図25.日本の消費者が考えるパタゴニアのサステナビリティの強み

自然環境の保全

その他の母集団

サステナビリティエンゲージメント高い
平均

限りある資源の有効活用

その他の母集団
平均

サステナビリティエンゲージメント高い
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日本においても、パタゴニアは「グリーンプレミアム」ビジネスモデルを確立し、他の企業が彼らのサステナビリティ戦略を開発・強
化するためのきっかけとなった。しかし、パタゴニアは同社が北米で享受しているのと同レベルの消費者による理解を得るには至
っていない。地域に根ざした独自のストーリーを伝えることで、日本のコミニティに深く浸透していくことが成功への鍵となり、 
パタゴニアがコミュニティのハブと位置づける22の店舗がその中心となっていく。

図26.パタゴニアのサステナビリティに対する認知スコア

マーケット平均
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日本におけるパタゴニアの自然環境保護活動の大部分は、コミュニティを念頭において草の根レベルで展開
されており、日本のさまざまなプロジェクトをサポートする数十種の助成金プログラム――先住民のための
回復活動、ダム建設反対運動へのサポート、石炭火力発電所の増設阻止、森林伐採の中止など、幅広い種類
の自然環境保護活動をカバー――を実施するなど、地域の自然環境の保護へのコミットメントを示している。
青少年の活動の育成が優先されており、クライメート・アクティビズム・スクール（気候のための行動を学ぶ）を
通した教育的プログラムや、POW - Protect Our Winters をはじめとするスノー・アクティビズムのNGOとの連
携を図っている。

心強いことに、私たちのデータによると、パタゴニアに対するコミットメントが高い日本の消費者は、アパレル産
業に対するパタゴニアの精神（エートス）と一致する特徴を見せている―おそらく、自然を大切する心や

「もったいない」といった概念など、日本人の根本にある考え方にも刺激を受けているのだろう。私たちは、
このことが、日本においてパタゴニアがさらに成長できる機会があることを示していると考えている。

一般的に、気候変動の緊急性に対する日本の消費者の反応は遅れており、パタゴニアのようなブランドが、
ライトなエコ意識から本質的で意義の深い成果を生み出すまでの道のりに消費者を導いていくことに大きな
可能性を秘めている。消費者の認識を進化させ、より多くの日本の消費者にパタゴニアの環境問題への使命
に参加してもらうためには、より大きな声を上げる方法を見つけなければならない。

消費者の選択により、環境に良い影響を 
与えることができる

環境に優しいから中古品を購入する

価格より品質を優先して購入する
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先進的かつ有意義な活動に取り組んできた豊かな歴史があるにもかかわらず、
ロクシタンのサステナブルな取り組みをを認知している日本の消費者の数は、非常に少ない。

1976年、23歳のオリビエ・ボーサンは、植物のエッセンシャルオイルを販売する彼の小さな屋台を訪れるお客に、空の
ボトルを持ってきてもらえないかとたずねた。中身を補充したり地元のガラス工場でリサイクルしたりするためだ。
プロヴァンス地方の自然資源と伝統的なオイルの製造法への情熱から生まれたロクシタンは、今では世界80ヵ国以上
にに1600店以上の店舗を展開している。そのうち、160店以上は日本にある。15

批判的な環境研究では、大量消費市場の成立と天然資源のコモディティ化がトレーサビリティの欠如とそれに 
伴うサプライチェーンの問題の主な原因の一つであると、長年指摘されてきた。今日、新しいロクシタンの製品に使わ
れている原料の約90%は自然原料由来のもので、その多くはフランスのプロヴァンス地方――同社が第一のサプライ
ヤーと見なす地方――で生産されている。16消費者がますます原産地と品質を結びつけるようになってきている中で、
プロヴァンス地方の生産者たちとのパートナーシップがロクシタンのオーセンティシティ（本物であることによる信頼
性）を生み出している。これが真の差別化のポイントであり、大部分の原料を調達する自然環境へのネガティブな影響
を抑える機会となっている点で重要である。

プロヴァンス地方の生物多様性保護に対するロクシタンの取り組みは、責任ある野草の収穫のサポート、ミツバチの数
の回復、そして永久花やラベンダーの畑を心をこめてサステナブルに管理することなど、さまざまなプログラム―
すべてのプログラムは国際自然保護連合（IUCN）との正式なパートナーシップの下にある――によって実践されてい
る。プロヴァンス地方以外にも、ロクシタンのシアバターの主要な原産地はブルキナファソだが、伝統的な製法を使
い、100%オーガニックで生産されている。フェアトレードの認定も受けており、すべてのシアバターを女性生産者が
つくるシアバター組合から直接購入している。

ケーススタディ3: ロクシタン

  15  Ridder, M., 2021. L'Occitane: number of retail stores worldwide by country 2020 | Statista. [online] Statista. Available at: <https://www.

statista.com/statistics/753823/l-occitane-retail-stores-by-country/#:~:text=As%20of%20March%2031%2C%202020,directly%20by%20

the%20Group%20worldwide.> [Accessed 20 April 2021].

  16  Group L'OCCITANE. 2021. Sustainability | L’OCCITANE Group. [online] Available at: <https://group.loccitane.com/commitments/sustain-

ability> [Accessed 20 April 2021].
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https://www.moodiedavittreport.com/wp-content/uploads/2021/03/LOccitane_Pascale-Cherubin-Immortelle-Producer.jpg
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プラスチックもロクシタンの重要なテーマである。店舗でプラスチック製バッグを使用したことはいまだかつてなく、世界中でプラスチ
ック製のカップ、ストロー、綿棒は使わないというポリシーを徹底している。2008年には早々に詰替用パックを導入し始め、現在は15
種類の詰替パック製品があるが、これらは元の容器に比べて包装を90%削減している。現在、ボトルに使われているプラスチックの約
30%は再生プラスチックであり、2025年までに100%を達成する目標を掲げている。17 2014年からTerraCycleとグローバルなパートナ
ーシップを結んでおり、今では世界中のロクシタンの店舗の30%において、消費者が化粧品容器を返却できるようになった。

まだ取り組めることがたくさんあるとロクシタンは認識している――例えばパームオイルはいまだに少数製品の原材料に使われて
いる―しかし、化粧品産業における先進的でサステナブルな慣行については、同社がも範的な活動企業であると言えるだろう。

2021年3月、ロクシタンは香港にサステナビリティをコンセプトとして掲げる旗艦店をオープンした。A Plastic Ocean Foundation 
(APO)――プラスチックごみ問題への意識向上に取り組む香港の慈善団体――とのパートナーシップを結んでおり、3分間のカーボン
フットプリント評価や、リサイクルの意識向上にフォーカスしたサステナビリティ・ワークショップなどの活動に参加できる。 
また、買い物客は#MEGA (メイク・アース・グリーン・アゲイン Make Earth Green Again)サステナブルリワードプログラムに登録でき、
空になった化粧品容器（ブランドは問わず）を返却するといった意識的な行動に応じてリワード（報奨）を手に入れることができる。

  17L’Occitane. 2021. [online] Available at: <https://www.loccitane.com/en-us/terracycle> [Accessed 20 April 2021].
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日本のロクシタンに傾倒している消費者の中には、ロクシタンの理念やミッションに近い特徴があると考えている。

私たちの調査において、ロクシタンを他のブランドと比較すると、ロクシタンは全カテゴリーにおけるサステナ
ビリティの認知ランキングは6位とふるわないが、自然保護だけは例外でわずかにスコアが高い。
近年、ロクシタンは、Kumamoto Foundation とのパートナーシップを通して九州で森林再生プロジェクトを
支援したり、福島の復興のために500万ユーロの寄付を行うなど、積極的な地域活動の主体としての存在感を
示している―ロクシタンがサステナビリティのカテゴリーの中で自然保護に関して最もよく認知されている理
由は、こうした取り組みにあるのかもしれない。

47
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% %

%
購入する食品の原料や栄養成分を常に 
チェックすることが多い

できるだけリサイクル可能な包装を求めるこ
とが多い

通常の商品と値段が同じなら、環境に優しい
製品を買う

お金の使い方によって企業や市場に影響を与
えることができると考える人が多い
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ロクシタンはサステナビリティを、大きな意味合いでは消費者から信頼感の一環と捉えており、製品の品質や高水準な顧客サービスといった要素が、熱
心な消費者との長期的な関係構築に貢献している。ロクシタンの使命は本物であり、製品は日本の多くの消費者から愛されている。好調な業績を示して
いるが、消費者がナチュラルであることよりも製品の効果効能（アンチエイジングなど）や使い心地（泡立ちなど）を重視する日本においては、同社の哲学
を発信し、意義のある成果を上げる余地が今も十分に存在している。
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サステナビリティへのアプローチにおいて、ブランドはどのようにして競争力を維持することができるのか？
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私たちがインタビューしたブランドリーダーたちは、遅かれ早かれ、サステナビリティが新たな常識になるだろうという意見で一
致していた。B2CとB2Bのすべての業種カテゴリーにおいて、サステナビリティの信頼性を完全に備えていることは当然の事と
なるだろうーーもはや差別化要因ではなく、今日において製品品質の確保やスキャンダルの排除がそうであるように、単なる参
入コストの一つとなるだろう。どのブランドリーダーもは明確な移行戦略を打ち出すのはのは難しいとコメントし、変化に
要するタイムライン予測に自信がある人も皆無だった。それでも、少なくとも、その時に向けて、それぞれの企業が独自の
ジャーニーを歩んでいるというコンセンサスはあった。

ブランド間の競争については、一方では常に「トップに立つ」という姿勢から、他方では「自分たちのカスタマー（顧客）に従って」
行動し、他のブランドにリードしてもらうという姿勢まで、多種多様なアプローチが存在しているようだ。その間には、各ブランド
のビジネスそれぞれに要因やリスク、機会のユニークな組み合わせがあり、それに関連して多種多様な手法が存在している。

インタビューを行ったブランドの大半は、個別の製品ブランド、マスターブランド、および企業による取り組みレベルの例など、
明らかに環境面のサステナビリティへの傾斜はあるものの、近年、サステナビリティに関する特別な取り組みを共有できた企業
である。製品ブランドおよびマスターブランドレベルのサステナビリティに関する特徴は、しばしば競争的なコンテクストに投入
されており、サステナブルな「主張」が今ではすっかり、真の意味で市場のダイナミクスの一部になっていることを示している。
これらのレベルにまたがるホリスティックで統合的なアプローチや、企業のウェブに物理的かつ社会的なインパクトをもたせる
ことの必要性は、全ブランドではないもののいくつかのブランドが明確に述べていた。

今日のリーダーたちは、提示した目標やSDGs（持続可能な開発目標）の枠組みにおける進捗状況、ESGスコアの改善、
サステナブルなポジションをもつ製品やサービスの売上の成長を通じて、影響力を発揮する責任をこれまで以上に持ち、 
それを明示すべきであるというプレッシャーや期待の高まりを感じている。こうした高まりへの理由として最も多く挙げられて
いるのは以下の通りである：

サステナビリティが常態化することが避けられないコンテクストと、さまざまな角度から現在も高まりつつあるブランドへのプレ
ッシャーの中で、ビジネスリーダーたちは自分たちのジャーニーを導くインサイトを求めている。それぞれのケースは異なるが、
あらゆるリーダーたちが競争上の優位性の構築や強化に着手するための共通のガイドラインはいくつか存在する。   

- 規制からのプレッシャー―EUがリードし、米国もバイデン政権下で急加速しており、日本も追いつくことが期待されている
- 社内（スタッフ）の期待―たいていは協力的だが、ときに生まれながらのアクティビストもいる  
- 株主からのサステナビリティの提案を通した成長への要求―とくにグローバル企業
- 十分なスピードと規模で行動を起こさないことが招くレピュテーションリスクへの懸念
- 消費者からの高まる需要―日本ではまだ低いが、海外では加速傾向が見られる
- サステナブルな目的を掲げるディスラプターブランドによる、現在の市場シェアへの脅威
- ポジティブな貢献をしたいという個人的な責任感
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1.

2.

消費者はグリーンウォッシュについてますます敏感になり、許容しなくなっている。真のサステナビリティ戦略は、徹底的
に実体に基づくアセスメント、分析、トリプルボトムライン会計に根ざしている。翻って、このことはビジネス戦略と完全
に統合され、企業の意思決定の基礎となる必要がある。サステナビリティに対するこうした取り組みを実践している企
業の一例がダノンであり、企業レベルにおいては資本主義からステークホルダー資本主義への転換がもたらす葛藤の
さなかにあるブランドである。2020年5月、ダノンジャパンは、企業のガバナンス、従業員、コミュニティ、環境の
4領域および提供する製品またはサービスついて、社会や環境に関するパフォーマンスを評価する厳密な認証制度
であるB Corp認証を取得した。

ファクトに根ざしていけば、最も大きな差異を生む活動やより表層的な差異しか生まない活動が明らかになるはずだ。
本当に重要なことにフォーカスし、有意義な進歩について透明であること。例えば、国際女性デーを祝って企業ロゴを
一時的に変えることでPR的な注目を得たりジェンダーの平等に関する対話を促すことができるかもしれないが、男女
同一賃金や雇用政策において行動を起こすことのほうが、はるかに大胆で意味のある表明になるだろう。

現在主流となっている、ただ自然資源を採取し、使用し、廃棄するだけのなパラダイムは通用しなくなりつつある。ブラ
ンドは「完全循環型」のアプローチをもっと採用する必要がある。このことは、製造から廃棄までの製品のライフスタイ
ルを検討し、新しい製品、パッケージ、プロセスについてより包括的かつ循環的なシステムに向かうことを意味してい
る。現在、素材の一部にペットボトルからつくられる再生繊維を使用しているユニクロのドライEXラインは、こうした循
環型思考の成果である。別の例としては、パプリカの茎や種、トウモロコシの穂軸、かぼちゃの種や皮など、野菜をまる
ごと使って廃棄物を一切出さない植物由来の製品を発売したミツカンホールディングスがある。

実体のある真実にしっかりと軸足を置くこと

影響について正直であること

循環的思考をもつこと3.
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戦略をスムーズに実行するためには、社内の連携も重要である。複数のブランドリーダーが、一貫としてサステナビリテ
ィの柱にフォーカスし、再編成を行うための定例の全スタッフ・部門・チームによるミーティングを、ビジネス計画プロセ
スの一部として挙げた。あるケースでは、組織全体の全面的な再編成の必要性を反映して、ミーティングが個人レベル
まで浸透していた。

イノベーションを通して付加価値を高める方法を検討するときには、異なるレベルの消費者エンゲージメントを考慮
し、それぞれに合わせることが、同じように重要である。「エンゲージメントが低い」または「エンゲージメントが軽微」の
集団は、ポイント付与キャンペーンなどのWin-Winな価値提案に引きつけられる。こうした提案では、サステナブルな
行動というポジティブな理想が抽象的な満足感を与えるのと同時に、より具体的かつ直接的なリワード（報酬）を「勝ち
取る」こともできるからである。大衆にとっての機能性にサステナブルな利点を合わせる形での製品イノベーションも、
強力なツールである（例としては、肌触りがよりスムーズになったH&Mのオーガニックコットン製品や、便利でリサイク
ル可能なパッケージを使った資生堂の化粧品、サステナブルなサプライチェーンを持ち栄養価も高くなったCLIFのシリ
アルバーが挙げられる）。「エンゲージメントが中程度」の消費者は、サステナブルであることに機能性または美的な利
点をあわせたスマートな製品イノベーションに対してポジティブに反応する（例えば、アディダス「パーリー」スニーカー
は、プラスチックの漁網をアップサイクルしているだけでなく、ファッション性や柔軟性においても優れている）。「エンゲ
ージメントが高い」消費者は、自分の理想に合っていること、そして個人の声を大きく響かせる機会であること以外に直
接的なリワードや副次的な利益がなくても「グリーンプレミアム」を喜んで支払う人々である。しかし彼らは、ブランドが
進化し続けることについて最も高い基準と期待を持っており、サステナビリティに関してより優れたパフォーマンスを発
揮するディスラプティブ（破壊的）な新製品・新サービスにいつでも乗り換える可能性がある。

消費者はサステナビリティの相関する本質を概ね意識していないが、独自の強みをもつブランドはしっかりと認知して
いるということを、私たちのリサーチは明らかにしている。サステナビリティのより広い背景を説明し、あるブランドが
影響を与える領域を強調することにより、消費者はブランドの取り組みを評価し、彼ら自身が有意義な貢献を行える
ようになる可能性がある。例えば、東急は田園都市線、東横線世田谷線に、車両全体にラッピングした”SDGsトレイン”
を走らせて、利用者への啓蒙を行っている。社内のポスターはSDGsの説明や、東急が取り組んでいる領域を説明して
いる。こうした種類のあからさまなキャンペーンは万人向けではないが、ブランドが果たしているユニークな役割への
認知を高めるのに有効である。

4.

5.

6.

あらゆるレベルにおいて内部的な連携をとること

あらゆるセグメントに向けてイノベーションを行うこと

ブランドの役割と背景を明確化すること
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ストーリーテリングを通じてエンゲージすること

コミュニティを活性化すること

すみやかに行動すること

7.

8.

9.

ブランドを差別化するさまざまな特徴が、より循環的かつ相関的になるなかで、シンプルに主張を表明するよりも、物語
性のあるストーリーテリングのほうがより際立って、エンゲージしやすい。現状では、サステナビリティをめぐるストーリ
ーテリングは、技術的であったり、説教臭かったりする傾向にある。ブランドの広告制作者やコンテンツ制作者にとって
は、こうしたストーリーを認知向上のツールとして利用するだけではなく、人々がポジティブな社会的影響を共にに創
出するための活動プラットフォームとして活用することが求められている。これをスピードとスケールを伴って実現する
には、消費者とビジネスコミュニティの両方に訴えるストーリーをブランドが調整することは必須である。コンテンツは
Snack-able（理解しやすくて）、Share-able（楽しくてエンゲージしたくなる）、Own-able（共有されたコミュニティ／文
化的価値を代表する）である必要があるだろう。トヨタとディスカバリーは、2015年のMIRAIの米国発売に際し、水素が
レモネードからまであらゆるものから作り出せることを紹介する「Fueled by Everything」と題したショートムービーシ
リーズを展開し、テクニカルなコンテンツを楽しく見せる手本を示した。Allbirdsも日本市場参入に際し、真面目なサス
テナビリティの信頼性だけでなく楽しさも大切にし、その感覚をデジタルや店舗での製品特徴のコミュニケーションに
反映している。

コミュニティエンゲージメントもブランド構築において重要な役割を担うものであり、戦略やイノベーションの全段階に
関わってくる。コミュニティレベルでは、インフルエンサーの潜在能力を過小評価してはならないが、この分野において
は一般的にインフルエンサーの存在が不足している。同じ志を持つインフルエンサーやセレブリティとの関係を深める
ことは、長期的にはブランド認知や個人の評価をそれぞれ強化することにつながっていく。

見返りが見られないというリスクへの認識は未だに高く、そのために行動をおこせない企業もあるかもしれない―
しかし、今後、ほとんどの業種カテゴリーにおいてサステナビリティが企業活動の場を作り変えていく可能性が高い中、
この分野に先陣を切って投資する勇気を持つ企業が最も大きな成果と報酬を得るだろう。技術的なイノベーション（例
えばスマートフォンの導入）でも往々にしてそうであるように、日本でも変化には時間がかかるが、その後の展開のスピ
ードは早い。サステナブルなトランスフォーメーションもこのパターンを踏襲するかもしれない。完璧を目指してこの分
野での行動を躊躇していてはならないし、目標を目指して前進する姿を透明化して見せていく必要がある。
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サステナビリティを目指すブランドのジャーニーは、彼らの顧客（カスタマー）のそれと絡み合っている。 
サステナビリティへの理解がますます一般大衆の意識に浸透していくにつれて、顧客のエンゲージメントレベルも 
高まっていくと予想される。目先の自己利益以外の要因が、ますます購入の意思決定に影響を与えるようになるだろうし、
ブランドは提供する製品やサービスを改善し続けざるを得ないだろう。皮肉なことに、日本独自のサステナビリティ―

「もったいない」という循環型文化や「三方良し」というステークホルダー資本主義―は、利益だけでなく共有できる価値を創
出するにあたって、現在ますます重要性が増しており、ビジネスにおいて目指すべき目標として受け入れられている。
もうすぐ1万円札の顔となる「日本資本主義の父」渋沢栄一も、ブランドや企業は社会と融合すべきであると常に説いていた。
新しい社会の枠組みでは、個人とブランドの両方が視野を広げ、経済的、社会的、環境的責任を一体としてとらえ、
私たちの置かれた状況の緊急性を認識し、常に意義のある行動をとることが求められる。
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ファブリック(Fabric)は、世界最大級の広告代理店ネットワーク、インターパ
ブリック・グループ（IPG）の一部であり、マレンロウ・グループの関連会社で
す。20年にわたり日本市場のビジネスやブランドと協働してきた経験に基づ
き、グローバルな専門知識とローカルな文化へのインサイトをあわせもつマ
レンロウ・グループ・ジャパンから生まれた企業です。

我々はオープン・アーキテクチャ・モデルに従い、MullenLowe Groupのネッ
トワークであるMullenLowe, MediaHub, MullenLowe Salt,  

MullenLowe Proferoなどのグローバル・リーダーや他IPGカンパニー 
とも連携し、クライアントの課題解決をするお手伝いをしています。

サステナビリティに関する課題解決についてのご相談、 
お問い合わせにつきましては下記にお願いします。
hello@fbrc.co

最後までお読みいただきありがとうございました！
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「消費者のサステナビリティエンゲージメント」は複数の意向および行動の指標を考慮し、組み合わせたスコアをもとも
算出している。これらの指標は、SDGsの枠組みにおける社会および個人の行動に関するポジティブな意見とネガティブな
意見について、消費者が同意するかしないかに基づいている。

サステイナビリティエンゲージメントのフレームワーク
補足資料 1
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基本的な生活ニーズの サポート

社会として、貧困をなくすた
めにできることは

なんでもするべきだ

今の時代、誰も餓えに苦し
むべきでない 

医療が基本的人権で
あるべきだ

世界中の貧しい人々を助け
る慈善事業に寄付をして

いる・したことある

地域におけるフードバンク
に寄付したことがある

ホームレスの人にお金や食
べ物を与えている・与えた

ことある

貧困層へのケアは私の
責任ではなく、

政府がすべきことだ

日本では貧困は
問題ではない

慈善事業にお金を無駄 
にしたくない

持続可能な商品は 
お金の無駄だ

自分と家族を第一に考え、
地元のコミュニティや都市
にはあまり関与していない

外国人を避ける
ようにしている

どうせ何の意味もないから
リサイクルの努力は

していない
環境を守るのは私個人の

責任ではない

経済成長を最大化すること
は、政府や企業にとって常

に最優先事項であるべきだ
貧しい国は自分の力で

立ち上がるべきだ
政府は同性婚を推進 

すべきではないと思う
世界には十分以上の

天然資源があると思う
環境は人が思っているほど

危険な状態ではない

「サステナビリティ (持続可
能性) 」はマーケティングの

策略だと思う
日本は外国のことを心配す
る前に、日本人を助けるこ

とに集中すべきだ
女性は結婚したら仕事を

辞めるべきだ
リサイクルされたものより

も新品のものを買う方が品
質が良いので好きだ

動物のニーズよりも人間の
ニーズを優先すべきだ

インターネットへのアクセス
を普遍的な権利として認め

ることに賛成だ
近所の地域安全活動に積

極的に参加している
差別を目の当たりに

したら声を上げる
環境を守るために肉や魚の

消費量を減らす
ようにしている

ポイ捨てされるゴミを
拾っている

持続可能な商品であれば、
もっとお金を出す

現在住んでいる近所を選ん
だ主な理由の一つは、持続
可能なライフスタイルを促

進するからだ

業務や日常生活で、女性も
男性も平等に扱うように

心がけている
環境に優しいので中古品を

購入している
お金がかかっても、時間がか

かっても、環境のために
正しいことをする

いつも地域の企業から商品
を買うようにしている

日本はもっと国際社会活動
に参加・協力をすべきだ

ダイバーシティ＆インクルー
ジョン (多様性と一体性) を
推進する団体やコミュニテ
ィに積極的に参加している

廃棄物を減らし、再利用し、
リサイクルするよう

努力をしている
環境保護団体を 

応援している

すべての経済成長が持続可
能に行われるようにする

必要がある
豊かな国は貧しい国に資金

援助をする義務がある
学校でもっとLGBT教育を

行うべきだ
消費者の選択により、環境
に良い影響を与えること

ができる
人間は自然界への影響を

緩和する責任がある

技術開発はすべて社会の
ためにあるべきである

日本では、人種差別が問題
になっていると思う

気候変動は人類にとって
実存的な脅威である

テクノロジーは都市での生
活の質を向上させると同時

に、環境への影響を軽減
する必要がある

誰もが安価かつ信頼できる
エネルギーへのアクセスを
保障するために、より多くの
ことがなされる必要がある

どの仕事も、まともな生活
ができるだけの

給料を払うべきだ
平和な社会を作るために

は、政府プログラムをもっと
支援し、投資すべきだ

日本では、性差別や暴力が
問題になっていると思う

誰もが飲料水へのアクセス
をするためにするために、
より多くのことがなされる

必要がある

自然の生息地を保護する
ために、緊急かつ重要

な行動をとる必要がある

経済・技術開発の促進 社会的発展の促進 より平等な社会の実現 限りある資源の有効利用 自然環境の保全
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「ブランド認知スコア」は、SDGsの枠組みのサマリーに基づくサステナビリティの6つの領域の1つひとつに対する、任意の
ブランドのコミットメントについての日本の消費者集団（18-64歳）の認知度を示す。任意のブランドの認知スコアは、
そのブランドに対する消費者の意識の認知に基づいて計算される。

サステナビリティパーセプションフレームワーク
補足資料 
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基本的な生活ニーズのサポート
(SDG #1, 2, 3)

(SDG #8, 9)

(SDG #11, 16, 17)

(SDG #4, 5, 10)

(SDG #6, 7, 12, 14)

(SDG #13, 14, 15)

経済・技術開発の促進

社会的発展の促進

より平等な社会の実現

限りある資源の有効利用

自然環境の保全

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する

 すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク
（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡大を図る

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする 

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、
あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する 

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る

国内および国家間の格差を是正する

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化
の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

SDGs Area 以下のいずれかを意味しています
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