ナカハラ

中原

ヒデキ

秀樹

略

歴

1974年 3月 青山学院大学経営学部 卒業
1974年 4月 （財）日本消費者協会
1981年 12月 エイボン・プロダクツ㈱
消費者部長
1990年 4月 （財）消費者教育支援センター
研究主幹
1994年 4月 東横学園女子短期大学
生活学科 助教授
1996年 4月 武蔵工業大学環境情報学部
教授
2016年 4月 地球環境戦略研究機関（IGES）
シニアフェロー
現在に至る

2020 東京オリンピック・パラリンピックを
エシカル・オリンピックにするための諸方策に関する研究
The Study on Various Measures to Make 2020 Tokyo
Olympics Paralympic Games to Ethical Olympic
Olympic Charter as the Mission and Role of the International Olympic Committee (IOC)
in 1994 states it is "to encourage and support a responsible concern for environmental issues,
to promote sustainable development in sport, and to require that the Olympic Games are held
accordingly." In this world today, we believe that promotion of comprehensive ethics is required,
which cares about not only environmental issues but also human dignity and social impacts. Basic
Concepts of an Ethical Olympic Games are Ethical Procurement and Management, Establishing
Ethical Standards and Making Tokyo an Ethical City and Spreading Ethical Culture Nationwide.
At the same time, the ideas of Ethical Consumption, Ethical Lifestyle and creation of a Consumer
Citizen Society should be spread across Japan so as to avoid an excessive concentration on just
Tokyo. So called the Ethical Consumerism is the collective behavior of consumers who choose
producers and products based on Ethical Considerations including Sustainability, Justice, and
Fairness as a way to participate in the solutions to global problems. Consumer Citizens in EU have
found new arenas and ways to express their Political Opinions and to exert Political Influence.
We call these emerging action repertoires ‘Political Consumerism,’ which is when people engage
in Boycotts, ‘Buycotts’ or in discourse about market practices with the aim of using the market
to vent their political concerns, they are said to engage in the act of Political Consumerism. The
narrow definition of Political Consumerism is therefore the consumer choice of producers and
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products based on Political and/or Ethical Considerations. Political Consumers choose particular
producers or products because they want to change Institutional or Market Practices. They make
their choices based on Considerations of Justice or Fairness, or on an Assessment of Business and
Government Practices.

はじめに
東京オリンピック・パラリンピック（以下東京オリンピック）をエシカル・オリンピックにすることの必要性
は、オリンピック憲章根本原則第 1 項に「オリンピズムは、― 社会的な責任、さらに普遍的で根本的な
倫理規範の尊重を基盤とする」と明言していることである。まさにオリンピックが「エシカルな生き方」を
その基本哲学として追及しているものといえる。リオ環境サミットの影響を受けて、1994 年に「環境」の
項目が加えられ、1996 年アトランタ大会において人種差別を振り返り、人類の平等や平和を願うという
大きな意昧をモハメッド・アリを通して訴え、
「持続可能な発展」が追加されたことで、環境問題だけで
なく社会的影響に配慮した全方位的な「倫理性」の促進が求められた。そして 2000 年シドニー大会
では、豪州の先住民アボリジニの現役女子陸上選手、キャシー・フリーマンが聖火台に点火。まさに少
数民族、被抑圧への反省と非倫理性の排除の現れといえる。
今日環境問題の多くは IPCC が指摘しているように先進国の持続不可能な消費と生産が原因であ
る。人類の身勝手さが招いた環境破壊を生態学的に持続可能な地球環境を取り戻し、産業革命以
降の市場経済システムがもたらした人間社会において貧困、人権問題という社会的課題を克服するこ
とが、良心に恥じない行動、すなわちエシカルな行動ということができる。このエシカルな考え方を定着
させ、社会文化として昇華させ、市民社会の根本に持っていくのがエシカル・コンシューマリズムであ
る。そのトリガーになるのが東京オリンピックであり、どうすればエシカルを日本社会のレガシーとすること
が出来るかが研究目的である。
エシカル・コンシューマリズム（倫理的消費主義）とは、地球規模の問題の解決策に参加する方法と
して、持続可能性、正義、公平性などの倫理的配慮に基づいて生産者と製品を選ぶ消費者の集団
的行動である。英国、ノルウエー、ドイツを中心とするEU の消費者・市民は、新たな活動の場で政治
的意見を表明し、政治的影響力を発揮する方法を見つけた。消費者教育・消費者問題研究者は、こ
れらの新たな行動を「政治的消費主義」とも呼び、ボイコットやバイコット、市場慣行について政治的・
社会的懸念を払拭するための消費者運動であるとしている。
『 Better World Shopping Guide 』の著者ホーリー・クロス大学のエリス・ジョーンズ博士が2013 年
3月パリの UNESCO 、UNEP 、そしてCCN が共同開催した持続可能な消費に関する国際会議で『企
業の社会的責任を測定する方法の再考』のテーマで講演を行った。
「企業が環境、経済、そして、社
会的・政治的な影響を自主的に規制する動きが増加している。地球規模の問題の解決策に参加す
る方法として、持続可能性、正義、そして公正を含む倫理的配慮に基づいて生産者と製品を選択す
る消費者の集団的行動がみられる。エシカル・コンシューマリズムの到来である」との見解を述べた。
そして企業のエシカル度と社会的責任を測定するエシカル・コンシューマリズムを牽引している 4 つの
代表的な組織を紹介した。英国の Ethical Consumer 、豪州の Ethical Consumer Group 、米国
の Good GuideとBetter World Shopper である。本研究はエシカル・コンシューマリズムの代表的な
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担い手であるこれらの 4 組織を調査研究対象とし、持続可能な消費から貧困問題・労働問題そして
人権問題を視野に入れたエシカルなコンシューマリズムが社会システムに定着できるかどうかを本研究
の狙いにした。

Ⅰ 買い物が社会・世界を変える（米国 Better World Shopper 調査）
エリスは 9.11 のテロで破壊されたツインタワービルに事務所を構えていた経済優先度評議会
（ Council on Economic Priorities 、以下 CEP ）のメンバーであった。CEP は 1988 年に Shopping
for a Better Worldを出版し企業の社会的責任に関し、格付け、ランキング、表彰などにより消費者、
投資者向けに情報提供しているNGO である。9.11で CEP は解体したが、エリスはニューヨークからボ
ストンのホーリー・クロス大学に移り、Shopping for a Better World の意思を受け継ぎ Better World
Shopperを設立した。
（1 ）Shopping for a Better World の調査と格付け方法
CEP はアリス・マールリン女史が 1969 年に創立し、創立当時べトナム戦争に関わっていない企業に
投資したいという投資者の声に応え、べトナム戦争に関与していない企業を調査して投資者に情報を
提供した。企業評価の基本情報は次の7 点である。
① 環境
② 労働環境問題
③ 寄付や社会貢献活動
④ 家族への福祉
⑤ 女性登用
⑥マイノリティの登用
⑦ 情報公開
Shopping for a Better World は、商品ではなく企業を社会的側面から評価、格付けした。業界
ごとに A ～ D の 4 段階で格付けし、調査に協力しなかった場合は Fとか、
「情報なし」のマークを付け
た。環境に関しては225のデータポイントに添って、できるだけ定量的なデータを使って客観的な評価に
した。環境影響の他に情報公開、環境法遵守、環境マネジメントシステムの3つの基準がある。
（2 ）Shopping for a Better World から Better World Shopping Guide に
Shopping for a Better World は情報が多すぎる、もっと簡便に、もっと小さなサイズに、という読者
からの要望が多かったので、Better World Shopping Guideは買い物に持っていけるようにコンパクト
（ 12cm×7cm ）な体裁にし10 万部を発行している。またスマートフォンの有料アプリも作ることによって、
毎年 24 万人の人々に情報を伝えている。
最新の 2015 年版では、2000 以上の企業を評価し、調査データは52に上る。新たに旅行サービスを
加え、対象製品ジャンルは72 分野になった。評価項目は :
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① 人権問題（スエットショップ、第 3 世界での企業活動、健康問題、経済差別、児童労働、労働者の
健康・安全記録、労働組合の尊重、公正な給与、死亡事故、政治参加）
② 環境問題（地球温暖化問題、有害物質の不法投棄、森林破壊、汚染問題、リサイクル、再生エネ
ルギー、エコイノベーション、持続可能な農業、資源保全、環境影響）
③ 動物保護（治験動物、動物実験、代用動物、動物工場、動物習性の保存、持続可能な捕食）
④ 地域社会への貢献（地域ボランティア活動の推進、地場産業支援、持続可能な成長、自営農業、
寄付、NPOとの連携、地域キャンペーンへの参加、有償ロビーストの雇用、政治腐敗・汚職、グリー
ンウォッシング）
⑤ 社会的公正（集団訴訟、不公正な商行為、政府の罰金、不法行為、透明性の欠如、ハラスメント
⑥ 差別（人種、性差、年齢、性、能力、宗教、民族性）
である。
エリスはインタビューの最後に「 CEP がベトナム戦争への投資をやめさせようとしたのと同様に、
Better World Shopper は貧困、人権、労働、環境、反戦の立場から企業評価を続ける。そして消費
者は “every dollar is a vote（お金は投票行為である）”という市民意識を持ってほしい」と結んだ。

Ⅱ エシカル消費への波（英国 Ethical Consumer 調査）
反ベトナム戦争を掲げた CEP が Shopping for a Better World を発刊した同時期に、英国では
1980 年代の国際的な政治問題（南アのアパルトヘイト、フロン問題、動物実験）に関心を持つ学生
3 人が活動組織を発足させた。英国では南アで事業を行っている企業へのボイコットが盛んに行われ
ており、企業に融資している会社や銀行もターゲットになった。1986 年にはバークレー銀行に対するボ
イコットが始まり、市場の 15 〜 20％のシェアを失った。1989 年には動物実験、エアゾールの会社等、ボ
イコットが何百件も出てきた。あまりに多くのボイコットが出てきて皆が混乱しているのが分かったので、
「どのボイコットを選ぶべきか」という雑誌が必要とのことから、1987 年に Ethical Consumer が誕生
した。
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（1 ）Ethical Consumer
ボイコットの情報誌として Ethical Consumer が発行され、
「倫理的消費」という言葉が生まれた。
1990 年代には、倫理的な企業の製品を積極的に選択して買うバイコット（ボイコットの反意語として
の造語）が広がった。英国の倫理的消費市場（倫理的消費支出額）は、2013 年には 780 億ポンド
（約 12 兆円）であり、調査開始時 1999 年と比較して約 6 倍の規模に成長し、年間総支出額の約 5％に
相当する。

（2 ）倫理的消費市場の到来
こうして、倫理が消費者にアピールし売れるようになるにつれ、倫理を標榜しながら実際には倫理的
でない行動を取る「自称倫理的」企業が現れ、消費者の不信や批判が高まった。エシカルウォッシュ問
題の出現である。企業や製品の倫理性を規定する法制度がない中で、第三者が客観的な基準に従っ
て倫理性を確認し保証する認証の仕組みが生まれ、消費者の不信を払拭しようと企業が認証を取得
する動きが広がった。
（3 ）Ethical Consumer の格付け
① 動物の権利（動物実験、動物工場、動物の権利）
② 環境問題（環境報告書、原子力発電の廃止、気候変動、汚染と有害物質、生息地と資源）
③ 人権問題（人権、労働者の権利、サプライチェーンマネジメント、無責任なマーケティング、武器と
軍事供給）
④ 政治参加（反社会的金融、ボイコットの呼びかけ、遺伝子工学、政治活動）
⑤ 持続可能性（企業倫理、持続可能な製品 : オーガニック製品、フェアトレード製品、再生可能な
新エネルギー、効率の評価、絶対的菜食主義者またはベジタリアンとして保証される製品）
の5つの分野から評価・格付けを行っている。
エシカル・コンシューマリズムの背景に、米国はベトナム戦争、英国は南アのアパルトヘイトがあるこ
とが浮き彫りになった。そしてエシカル消費を推進するアクターとしての市民の果たす役割は、投資
行為を含めた自分の消費行動に責任を持てということである。市民としての社会参加、政治参加が
エシカル・コンシューマリズムを支える要件であることが分かった。
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Ⅲ 飢餓や不幸を生み出すとしたら、最上級の服であっても美しくない（豪州 ECA 調査）
エシカルな選 択の障 害を取り除くことから、エシカルの波を広げようとしているのが 豪 州の
Good On You & Ethical Consumers Australia（以下 ECA ）のゴードン・ルノフ氏である。
「世界
では約 3000 万人もの人が奴隷状態で働き、人類は地球 1.5 個分の資源を使っていると言われる。そん
な状況を私たちの選択で変えることができます」と消費者に呼びかける。ファッションブランドが環境や
社会にどのような影響を与えているかを見ることができるアプリGood On You を開発したことで注目さ
れるECA 代表のゴードンを日本に招き、豪州でのエシカル消費最新動向を伺った。
（1 ）ECA にとってエシカル消費とは何か
エシカル消費とは、消費者の意思決定が大切となってくる中、企業やブランドのサプライチェーンで何
が起こっているかをしっかりと知ることが重要である。したがって、企業は透明性を重視することが大切
である。また、企業から出される情報に基づいてエシカルな消費がなされるから、特に、あるブランドや
商品が消費者に与える影響（安全性、健康）は大切である。
また、製品が公正であるかどうかが重要。とりわけ低所得者にとって重要である。また企業が社会的
に良いことを行っているのかも大切になってくる。そのために、基準やラベルは透明性を示す役割を果
たすと考えている。国連の持続可能な開発目標 SDGs の第 12目標で、持続可能な消費と生産形態を
確保するというターゲットが採択された。この目標が意味するところからエシカル消費との関連性が読み
取れる、と主張する。特に、消費者の意識を高めるという事と、正しい情報を提供することが大切であ
ると強調した。
（2 ）Good On You Online Shopping Tool
ECA は消費者が最も関心を持っているファッションから始めた。理由は、①ファッションに対する情
報があった、②ファッションは、石油の次に環境に悪影響を与えており、労働者にも劣悪な労働環境を
与えている、という。すでに公開されている情報をまとめて共有するのが ECA の行っている事で、何か
新しいことをしているわけではない。注意しなければならないことは、ブランドが自分で発信している情
報は、慎重に取り扱わなければならないということである。理由は、グリーンウォッシングの可能性がある
からである。
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ECA がターゲットとしているのは、一般的なショッピングモールである。現時点でエシカルな格付けが
できているブランドは 1000 程度だが、さらに増やす予定。ECA の信念は、より多くの人が自分の持つ
価値観に従って消費をすることができれば、ブランドに圧力を与えることができ、環境や労働者、動物
虐待も減ると考えているとのことだ。
（3 ）Good On You の格付け方法
格付けは基本的に公開情報に基づいている。ブランド評価のために、Fair Trade などの認証機
関が出す情報とShop Ethical などの NGO の調査と、Behind the Bar Code などの独立した格付
け機関の出している情報をもとに独自のデータベース（ 100 を超えるショッピングモール、6,340 店舗、
3,000 ブランド）を作成し、スタイル、価格幅、場所を考慮したエシカル調査を実施し、ブランド格付け
を行っている。その格付けは極めてシンプルで、GREAT, GOOD, IT'S A START, NOT GOOD
ENOUGH, WE AVOID の5 段階評価。

Ⅳ サプライチェーンに影響を与える世界最大のエシカル・データ（米国Good Guide調査）
エシカル・コンシューマリズムの進展に大きな影響を与えているのは情報アプリと情報を拡散させる
SNS である。その代表的な組織が UCBerkeley の大学発起業である Good Guide（以下 GG ）であ
る。ダラ・ロルケ教授が 2005 年 Berkeley でリサーチを始め、企業組織として発足したのが 2008 年。
GGを始めるにあたって 2 つの経緯があると説明した。1 つはダラの専門分野であるグローバルサプライ
チェーンの分野で環境、労働とかエシカル調達といった、世界全体の生産システムといった中でもっと
情報を得る必要があると考えた。
2 つ目はダラには 2 人の娘がいて、その 1 人が 3 , 4 歳の頃サンスクリーンを毎日顔に塗っていたが、
この中には一体どのような化学物質が入っているのかが気になり、大学で成分を分析した。子供用サン
スクリーンの人気 No1 の製品だったが、4 つの有害物質が含まれていた。化学物質の分析環境の整っ
ている大学にいる自分がこうであるなら一般の消費者は自分が買っている製品の情報が殆んど無いの
ではないのか、特に極めて個人的使用のための、例えば健康に関するものとか、児童労働で作られた
ものか、動物にとって優しくないとか、エシカルな問題であるとか、そういったことに関するデータが殆ん
ど無いということで、もっと科学的なデータを提供することが大切だということに気づかされたという。
例えば健康への影響、環境への影響、社会的な影響、そして労働問題などに関する情報を消費者
に与えると、購買時の意思決定に影響を与えるのではないかという仮説を立てて実行してみた。全米
最大の商品テスト機関であるConsumers Union（以下 CU）の会員たちもこの製品を労働者がどのよ
うに作っているのか、また廃棄物を中国の河にどのように流しているのか、どのように処理しているかと
いうことを知りたいのではないかと考えた。そこで CU の持っている厖大な製品の商品試験データとGG
が持っているサプライチェーン全体の情報を合体させた。CU は製品の品質のみを徹底的にチェックし
ていたが、ダラは社会的な拡張的なアルゴリズムを持っているので CUとは本質的に違うということがわ
かった。CU は、シャンプーのテストをする場合は20くらいの製品を徹底的にテストする。しかしGG の場
合は 2000とか 5000とかの全てのレベルのものをチェックすることができる。これはデータに基づいて分
析できるようなアルゴリズムを持っているのでこれだけ拡張性があるという。
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（1 ）B to C から B to B へのアプローチ
GG は 12 の主要なカテゴリーの中で 25 万くらいの商品データを公開してきた。カテゴリーとしては食
品、パーソナルケア、家庭で使う化学物質、おもちゃ、消費者家電、紙おむつなどである。次に、B to B
のソフトウエアの情報プラットホームを作るようになった。これは PER Viewというもので、例えばウォー
ルマートが膨大な商品を商品棚に載せるためにスクリーニングをするために使ってもらうようにするため
の、CSR 調達をするためのソフトウエアである。

GG の理想は何百万という消費者に情報を与えることで、消費者をエンパワーメントすることができた
ら、消費者がブランドに対して圧力をかけて、例えばスウェットショップで作ったところでは買わないとか、
カーボンフットプリントで圧力をかけるだろうと予測していたが、現在では個々の消費者と巨大なバイヤー
をつなぐ、例えばウォールマート、ターゲット、CVS ヘルスなどのバイヤーに影響を与えることによって、
サプライチェーン全体を変えていこうという活動に変化していった。
（2 ）Good Guide の格付け方法
GG の格付けでカバーされているものは健康に関するものである。製品の健康評価には、以下の
4 つの幅広い指標が使用されている。
① 人間の健康への影響 : 製品の潜在的な健康影響に関する情報を提供する指標（製品の成分がど
の程度の健康上の懸念を抱くか、食品の全体的な栄養価など）
②データの適切性 : 製品の健康リスクを評価するために必要な情報の可用性を追跡する指標。
③その他の否定的側面 : 製品規制情報を提供する指標（製品の成分は禁止されているか制限されて
いるか）
④ 製品管理 : 製品安全性またはその他の重要な属性の第三者認証評価に基づいて、製品が市場で
最高のものであるかどうかを識別する指標。
食品については、製品の成分の栄養評価を実施している。GG の評価は 0 点から 10 点の範囲で、
数字が大きいほど良い製品を示す。最高の製品は 8 点以上であること、4 点以下の製品は最低という
評価をしている。
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（ 3）オリンピックとエシカルについて
2016 年のリオ・オリンピックで既に、汚染の話とか人権の話とかが出ている。かなり悪いスタートにな
ろうとしている。日本がオリンピックを迎えることで 16 年から 20 年の間にその改善が見ることができれば
非常に大きな意味がある。アドバイスできるとすれば先ずインサイドとアウトサイドの戦略を立てるべきで
あると考える。消費者とか市民が関わっていないとプレッシャーをかけることができない。消費者がアプリ
を使って購買するとかメールで政府に要求することがないと政府にプレッシャーをかけることは出来ない
と考える。
またアクティビズムを上手く使うということで、欧米ではよく使うのだが、例えばワールドカップの時に
アディダスとかナイキとか消費者が絶対に買いたいというブランドを購入する時に児童労働の問題とか
といった情報を流すことで、オリンピックの時に消費者が買いたいというところで、エシカルの関心を上
げていくということである。これがアクティビズムを上げるということである。日本の状況は分からないが、
そういう巻き込み方をすることが重要であると考える。1 つとか 2 つとか世界的に有名なブランドが、自分
たちが人権を守りながら最低賃金を守りながら生活できるレベルを保証するというエシカル・ポリシィに
コミットさせるというアイデアが必要であると考える。エシカル・ステイトメントが必要だと考えるとアドバイス
してくれた。

Ⅴ エシカル・コンシューマリズムを支えるもの
ドラッカーは『ポスト資本主義社会』の中で、市場がその経済的役割を果たすためには機能する市
民社会が不可欠である、と現代社会における市民社会の重要性を説いている。市場経済システムの
ほころびが見え始めている今日の世界の中で、本研究で紹介したエシカル・コンシューマーリズムの波
はまさに、市民社会が果たす社会的役割を担っているといえる。ベトナム戦争などの戦争に加担する企
業への投資拒否、南アのアパルトヘイトを助長させている企業への投資反対と、活動の動機は異なって
も、市民・消費者に社会的・政治的参加を促す活動であることは共通の哲学であることがわかる。
1960 年代にラルフ・ネーダーらの活動で台頭したコンシューマリズムが学術的には political science
の領域として認識された理由は、市場の拮抗力として機能する市民運動として捉えられているからで
ある。スリーマイル島事件、英国狂牛病事件、BP の石油流出による海洋汚染、今日の経済不況を招
いたゴールドマン・サックスのサブ・プライムローンからリーマン・ショックと続く市場経済のほころびの中
で、消費者・市民は完全に置き去りにされた。そして自分たちが意見の表明をしなかったことがその
一因であると認識し、社会参加を促すというこれらの活動がほぼ同時期に芽生えたのは偶然であろう
か。環境・経済・社会という抽象的なトリプルボトムライン理論に欠落しているのは、市民社会の果たす
べき役割と機能、そして社会的公正さを求める倫理的・エシカルな市民の出現であるといえる。

Ⅵ サステナブル・オリンピックからエシカル・オリンピックに発展できるか
ロンドン大会の一番の成果は、ISO20121 の開発と、それを導入し初の大会としてのモデルケース
になったことだという。開催によって発生する大量の廃棄物を削減するプログラムで埋め立てをゼロに
することに成功した。大会期間中に提供される大量の飲食の調達やケータリングを持続可能なものに
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するためのフードビジョンを策定し、フェアトレード・バナナなど、1,550 万食を提供した。関連施設の建
設や素材調達における社会的包括性も重要で、設計段階からパラリンピックヘの移行を念頭に置くこ
とで、変更を最小限に留め、建築廃材も削減することに成功した。社会経済的な配慮では、スタッフ
の 39 ％の失業者が大会を機に仕事を得た。また、全体スタッフの 33.5 ％を地元で採用した。サプライ
ヤーの 70％が地元の中小企業で、購買額は全体の 26％を占めた。以上の事例を含む約 70もの事例
をLearning Legacyとして公開している。
文化的な変化も出ている。ボランティアヘの興味や、スポーツ人気が高まった。今ロンドンではサイクリ
ングが人気になっている。競技場までの自転車利用を促すサイクル・モア・プロジェクトの推進によるも
のであると考えられている。パラリンピックにより、障害者への見方や態度に大きな変化が生まれたとい
う。ロンドンに本部を置き世界の消費者団体を束ねている国際消費者機構のイアン・フェン氏は、
「ロン
ドンオリンピックがもたらした市民行動の変化等に関する調査結果があるが詳細は把握していない。た
だ、
「健全なスポーツ」や「持続可能な」などの良いメッセージがオリンピックのような大きなイベントで掲
げられても、スポンサー企業は大手ファストフード店であるというような皮肉な問題もあった。インフラ面だ
けでなく、特にロンドンではリサイクルへの理解が向上したと感じており、ロンドンオリンピックはサステナビ
リティを掲げる良い機会であったと思っている」と語ってくれた。
今回の調査からエシカル度を評価する基準に、社会参加・政治参加を促すという民主主義的な
「あるべき市民社会像」を前提にしていることが分かった。この視点が市場における企業のエシカル評
価項目として明確になっているのである。このような欧米の市民社会の果たす役割という視点に対し、
日本の市民社会像は「あるべき姿」は無く極めて曖昧な形で成長してきた。企業、行政、政界などの
止まることを知らない不祥事の連続で、法的拘束力まで考えてはいないが、消費者市民の力を結集さ
せることで軌道修正を図るという新たな拮抗力が働きつつある。
これがエシカル・コンシューマリズムの到来であり、東京オリンピックをエシカルにするという動きは絶好
の機会、社会システムの変革のトリガーになるといえる。グローバル経済で延伸するサプライチェーン・
マネジメントの透明性、ガバナンスそしてコンプライアンスといった公正さが、サステナブル・オリンピック
と称されたロンドンオリンピック以上に、わが国最大の公共事業であるオリンピックにおける公共調達に
おいて「先進国」日本のあり方が国際的に試されているといえる。
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