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1. 事業概要

3

Mitsubishi UFJ Research and Consulting

（１）事業目的・内容

①事業目的
 近年において、動物愛護の観点から、皮革などの動物素材を使わない「アニマルフリー」やストレスがないように適切に管理された家畜の
皮革かどうかという「アニマルウェルフェア」をサプライチェーンにおける取引の際に求めるケースが多くなっている。
 以上のことを踏まえ、このようなサステナビリティ活動が活発な海外主要国での動向を調査するとともに、海外主要国の皮革関連産業にお
けるその対応について調査し、国内皮革関連産業における対応方針となるよう検討することを本事業の目的とする。

②事業内容
【海外の皮革関連産業におけるサステナビリティ活動等の概況調査】
 文献等を基に、海外主要国（イタリア、フランス、EU等）のサステナビリティ、アニマルウェルフェアに関する動向、具体的な活動と皮革関連
産業（革なめし業、皮革製品製造業等）への影響（トレーサビリティを含む）について調査し整理・分析する。
【海外の皮革関連事業者等へのヒアリング調査】
 海外主要国（イタリア、フランス）において、9ヶ所（革なめし事業者、皮革製品製造事業者、業界団体、専門家等）を対象としてヒアリング調
査等（現地調査およびSkype、メールによる調査）を行い、皮革関連産業におけるサステナビリティ活動（アニマルウェルフェアを含む）への
対応状況について整理・分析する。
【国内皮革関連産業への対応方針の検討】
 上記、（１）から（２）の調査結果を基に、国内の皮革関連産業が、サステナビリティ活動等（アニマルウェルフェアを含む）への対応方針を築
けるよう検討する。検討に際し、国内の皮革関連産業等からサステナビリティ活動に関する認識や意見の把握等を行い、対応方針に向け
た検討に反映する。
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（２）実施体制・事業期間
①実施体制
 委託者： 経済産業省（製造産業局 生活製品課）
 受託者： 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 （政策研究事業本部 環境・エネルギー部）
•

業務責任者：薗 巳晴（主任研究員）

•

業務担当者：秋山 卓哉（副主任研究員）

森口 洋充（主任研究員）
岩垂 麻理絵（研究員）

②事業期間
 令和元年１１月１９日～令和２年３月２７日
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2. 海外の皮革関連産業におけるサステナビリティ活動等の概況調査
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（１）ファッション・皮革関連産業とサステナビリティに関する動向
①サステナビリティを求める動き

欧米諸国のファッション関連業界におけるサステナビリティへの関心の高まり
 近年、食品や日用品など、普段利用している製品がどのように生産され、それが環境や動物、生産地の社会や人々に与える影響に関
心を持つ消費者が欧米を中心に増えつつある。製品の価格や品質だけではなく、製造工程が社会問題を引き起こさない（または社会問
サ
ス
題の解決につながる）ことが消費行動の基準軸に加わりつつあるといえる。サステナビリティもその基準軸の一つであり、製品および製
テ
造工程が環境や動物に配慮されていることが求められるようになっている。
ナ
ビ
リ  ファッション関連業界も例外ではなく、業界や各社でサステナビリティに対応してきた。たとえば、ファッション関連産業は製造段階で大量
テ
の水を消費すると同時に、原料や製品の製造工程で使用される農薬や染色用薬品、衣料洗剤を使用することから環境に悪影響を与え
ィ
ているとしてNGOなどから批判されてきた。自然保護団体のグリーンピースはアパレルやスポーツ用品ブランドの繊維加工工場の排水
へ
の
から有害化学物質を検出し、企業に取り組みを求める「デトックスキャンペーン」を2011年から開始した。アパレルやスポーツブランドも
関
対応を進め、プーマ（独）やナイキ（米）、ファーストリテイリング（日）などは有害化学物質の使用・排出をゼロにすることを発表した。
心
の  売上の一部を自然保護団体に寄付したり使用するコットンをオーガニックコットンにするといった取り組みを1980年代からはじめたパタ
高
ゴニア（米）や、使用する全素材をサステナブルなものにする方針を打ち出すH&M（スウェーデン）など、欧米のファッションブランドはサ
ま
り
ステナビリティへの対応を進めていることから、欧米ではファッション業界と消費者の間でサステナビリティの認知度は高まっている。こう
したトレンドは今後も続くと予想され、サステナビリティへの対応がファッション業界や関連産業の発展に必要不可欠であるといえる。
（出所）大枝近子「エシカルファッションの現状と課題」目白大学社会学部社会情報学科『社会情報学から社会デザインへ（ソシオ情報シ
リーズ15）』2015年、三弥井書店；田中泰恵「消費行動による社会デザイン－『エシカル消費』の意義－」；大枝近子「エシカルファッショ
ンの可能性」いずれも目白大学社会学部社会情報学科『エシカル消費と社会デザイン－社会情報学の展開－』2019年、三弥井書店。

 ファッション業界や関連産業のサステナビリティへの主な対応方法としては、以下のものが考えられる。

サ
ス
 ブランドや素材各社による自主的な対応
テ
 業界による自主的な対応
ナ
ビ
 サステナビリティを満たしていることを証明するための認証
リ
テ
 政府による規制
ィ
へ  本事業では、欧米を中心とする海外主要国のファッション業界と特に皮革関連産業（皮革製造業（革なめし）業、皮革製品製造業等）を
の
取
取り巻くサステナビリティやアニマルウェルフェアについての動向（トレーサビリティを含む）や、皮革関連産業への影響・対応等につい
り
て、文献等を基に調査を行った。以下、欧米諸国における消費者のサステナビリティへの関心の状況やそれに対するファッション業界
組
や皮革業界の取り組み、取り組みの一つとして重要な位置を占める認証制度のうち特に広まりを見せるLeather Working Group
み
強
（LWG）とIstituto di Certificazione della Qualità per l‘Industria Conciaria （ICEC）について、EUのアニマルウェルフェアに関する法
化

規制と皮革業界の取り組みについて整理する。
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（１）ファッション・皮革関連産業とサステナビリティに関する動向
①サステナビリティを求める動き

 フランスモード研究所（Institut Français de la Mode、仏政府認可を受けるファッション産業の高等専門学校）は、欧米諸国を対象に環境
配慮ファッションに対する消費者の意識調査を行った*。
*調査はフランス、ドイツ、イタリア、米国の5,000人の消費者が対象。調査時期は不明。結果公表は2019年9月。

 調査結果を受けて、フランスモード研究所は、環境に責任をもつ消費（Eco-responsible consumption）は単なるトレンドではなく、素材生産
から消費者というファッションセクター全体に及ぶ大きなうねり（major groundswell）であると指摘している。
 調査結果では、欧米でサステナブルなファッションに求める条件として、環境や原皮に有害な有毒化学物質の不使用や動物虐待のないこ
とを重視する人々が多いことが明らかにされた。

（出所） Institut Français de la Mode, Fashion markets in Europe and the United States: towards sustainable consumption?, 2019, https://www.ifmparis.fr/en/news/etude-ifmpremiere-vision-sur-la-mode-ecoresponsable.
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（１）ファッション・皮革関連産業とサステナビリティに関する動向
①サステナビリティを求める動き

 同調査では、欧米で環境に悪影響を与える素材として皮革を挙げる人が3割程度存在し、数あるアパレル用素材の中でも上位に位置する
ことが明らかにされている。

フランス

ドイツ

イタリア

米国

ポリエステル

51.4

56.7

57.2

42

アクリル

40.3

48.5

53.3

46.1

ポリアミド

34.8

45.9

43.4

36.7

皮革

26.1

25.1

30.2

28

ビスコース

22.1

17

22.1

15.5

綿

18.5

15.1

12

14.6

カシミア

13.1

8.1

9.6

12.8

シルク

8.9

7.7 -

ヘンプ

8.8 -

リネン

8.4

羊毛

-

12.7
7.6

6.2

8.7 -

7.7

9.2

9.2

13.4

（出所） Institut Français de la Mode, Fashion markets in Europe and the United States: towards sustainable consumption?, 2019,
https://www.ifmparis.fr/en/news/etude-ifm-premiere-vision-sur-la-mode-ecoresponsable.
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（１）ファッション・皮革関連産業とサステナビリティに関する動向
①サステナビリティを求める動き

 サステナビリティを含む社会問題の解決のための消費行動は「エシカル消費」とも呼ばれ、我が国も含め関心が高まりつつある。ファッショ
ンや関連産業でもこうした消費者の行動に対応する必要がある。
エシカル（倫理的）消費
 エシカル消費の定義：


「地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動」（『消費者基本計画』（平成27年3月閣議決定）27頁）。

「消費者それぞれが、各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援したりしながら、消費活動
を行うこと」（消費者庁「倫理的消費」調査委員会『「倫理的消費」調査研究会取りまとめ～あなたの消費が世界の未来を変える～』2017年、4頁）
 具体例




人への配慮：障がい者支援につながる商品等の消費



社会への配慮：フェアトレード商品や寄付付きの商品等の消費



環境への配慮：エコ商品、リサイクル商品、資源保護等に関する認証がある商品等の消費



地域への配慮：地産地消や被災地産品の消費



動物への配慮：人間が動物に対して与える痛みやストレスといった苦痛を最小限に抑えることによって、動物福祉（アニマル・ウェルフェ
ア）を実現

（出所） 消費者庁「倫理的消費」調査委員会『「倫理的消費」調査研究会取りまとめ～あなたの消費が世界の未来を変える～』2017年、4頁。

エシカルファッション
 「動物由来素材の使用を極力減らすべく配慮するだけではなく、農薬や工場排水などによる環境汚染や児童労働等の問題を排除するため、
オーガニックコットンやリサイクル素材等を用いる」ファッション。
（出所） 消費者庁「倫理的消費」調査委員会『「倫理的消費」調査研究会取りまとめ～あなたの消費が世界の未来を変える～』2017年、4-5頁。
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（１）ファッション・皮革関連産業とサステナビリティに関する動向
②ファッション関連企業のサステナビリティへの取り組み

 ファッション業界では多くの企業がサステナビリティへの取り組みを強化しており、サプライチェーンにおける環境負荷の低減、原料調達に
おける動物福祉への配慮等を自社の方針として公表している。
 ルイ・ヴィトン、ケリング、アシックス、ユニクロ、マムート等のブランドもサステナビリティの方針を策定している。

企業/ブランド名
LVMH/
ルイ・ヴィトン等

取り組み内容
 基本方針
• グループの共通プログラムとしてLIFE（LVMH Initiatives for the Environment）を立ち上げ、「共通言語」として
の課題を設定1）
1. デザインの段階から、環境パフォーマンスを考慮する
2. 戦略的な原材料調達を確保する
3. 材料と製品のトレーサビリティーと適合性を検証する
4. サプライヤーの環境的・社会的責任の意識改革を行う
5. 重要なサヴォアフェール（匠の技）を保護する
6. CO2排出の軽減に目を向ける
7. 製造工程における環境面での卓越性を考慮する
8. 製品寿命と修理可能な製品の差別化を検討する
9. 顧客からの環境に関する要望に対応する能力を向上させる

•
•
•

皮革関連
高価な原材料（金、レザー、木材、テキスタイル等）を二次利用するための特殊な再加工技術を採用。
使われなくなった皮革のストックを新製品デザイン用に集約する「Curis Patrimoine」（皮革遺産）活動を推進
既に製品に使用するレザーの70％をLWG認証取得企業から調達。2025年にはこの割合を100％にすることを
目指す。2)

（出所1）ルイ・ヴィトン、環境への取り組み, https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/la-maison/environment#butterfly-mark．
（出所2） French Leather Council, White Paper "FOR AN EVER MORE ETHICAL AND RESPONSIBLE LEATHER INDUSTRY“, 2015, https://conseilnationalducuir.org/en/the-french-leather-industrywhite-paper.
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（１）ファッション・皮革関連産業とサステナビリティに関する動向
②ファッション関連企業のサステナビリティへの取り組み

企業/ブランド名

取り組み内容

ケリング/グッチ、  全般的な取り組み1）
• サステナビリティ専門チームを設置し、環境報告のためのデジタルプラットフォームを設立
サンローラン等
•
•
•
•

ケリングとして初の倫理規定を策定。同規定を12の言語に翻訳し全従業員に配布すると共に、倫理委員会を設立
エグゼクティブ・コミッティーの1部門としてCEOへの直接報告を行うサステナビリティ部門を設立
サステナブルかつ品質を強化したカシミヤのサプライチェーンモデルを確立
法医学的手法を用いて、100％トレース可能な有機コットンのサプライチェーンを確立2)

 動物福祉3，4）
• Animal Welfare Standard を作成し、動物の飼育方法や密度、抗生物質投与禁止等に関する規定を策定するとと
もに、最低条件として以下の項目を規定
- 清浄で新鮮な水へのアクセス
- 当該の動物種および年齢に対して栄養面で適切な餌を与える
- 自由に活動できる空間
- 適切な能力を有する飼育者による飼育
- 健康を促進する管理および疾病・怪我の発生時の迅速な治療
- 虐待のない注意深い、穏やかな取り扱い
- 処分時における人道的な取り扱い
• ウシの取り扱いについては、上記の最低条件を踏まえつつ、輸送の際、適切な空間と快適な温度を備えた適切な
車両を用いてできるだけ短時間に輸送することとしている。
（出所1）ケリング, サステナビリティ活動概要, https://www.kering.com/jp/sustainability/our-approach/historic-commitment/.
（出所2）ケリング, Kering launches a fashion first : traceability innovation driven by forensic science, October 16, 2018, www.kering.com/jp/news/kering-launches-a-fashion-first-traceability-innovationdriven-by-forensic-sciencer.
(出所3） Fashion network, ケリング、動物保護のガイドラインを設定, 2019年5月13日, https://jp.fashionnetwork.com/news/%E3%82%B1%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%8B%95%E7%89%A9%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E8%A8%AD%E
5%AE%9A,1098244.html.
(出所4） Kering, Kering Animal Welfare Standards, https://keringcorporate.dam.kering.com/m/ead2a47a3ee2799/original/Kering-Animal-Welfare-Standards.pdf.
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（１）ファッション・皮革関連産業とサステナビリティに関する動向
②ファッション関連企業のサステナビリティへの取り組み

企業/ブランド名
アシックス1)

取り組み内容

•
•
•
•
•
•

動物由来の原料の使用方針
絶滅危惧種またはエキゾチック種を使用しない
動物福祉を尊重し、健全な飼育を行う
毛皮は使用しない
すべてのレザー、スキンは食品産業からの副産物とする
生きたままの羽毛採取または強制給餌を行う農場からのダウン、フェザーは使用しない
羊毛の調達先は、ミュールシング（mulesing)を行わないサプライヤーに限る

（注）ミュールシング：羊にヒツジキンバエなどの幼虫（蛆虫）が寄生しないように子羊の臀部の皮膚と肉を切除すること。

ファーストリテイリ
ング/ユニクロ2）


•
•
•
•
•

動物系素材の調達方針
リアルファー（毛皮）：2018年秋からリアルファーの使用を禁止
メリノウール：ミュールシングを行う農家からの調達を廃止していく取り組みを推進
カシミヤ：カシミヤのサプライチェーン全体でトレーサビリティを確保するシステムの構築を推進
モヘヤ（アンゴラヤギの毛）：2020年までにモヘヤの使用を禁止
ダウン、フェザー：強制給餌した鳥からの採取、生きている状態で引き抜いたダウンやフェザーの使用を禁止

 植物系素材の調達方針
• 2025年末までにサステナブルなコットンの調達比率100％を目指し、栽培段階での水・農薬・化学肥料の使用
量削減、土壌保全・生態系保全への配慮、農家における労働環境への配慮を推進
• 2018年に「ベター・コットン・イニシアティブ（BSI)」に加盟。綿花生産農家に水の適正使用、殺虫剤の使用方法
を周知することで、より良いコットンの栽培方法の普及を目指す
• 児童・強制労働問題が解決されるまでウズベキスタン産コットンを使用しない
• セルロース繊維原料の生産工場について、第三者評価にもとづく推奨リストを作成し、推奨リストからの調達を
サプライヤーに対して要求
（出所1）ASCIS, I MOVE ME Sustainability Report 2018, https://assets.asics.com/page_types/4002/files/asics_sustainability_report_2018_online_original.pdf.
（出所2） ファーストリテイリング, 責任ある原材料調達, 最終更新日2020年2月14日, https://www.fastretailing.com/jp/sustainability/products/procurement.html.
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（１）ファッション・皮革関連産業とサステナビリティに関する動向
②ファッション関連企業のサステナビリティへの取り組み

企業/ブランド名
マムート1)

取り組み内容
 動物福祉の基本方針
• 信頼できる畜産業者からの動物由来（動物の尊厳を尊重し適正に処理された）原料のみを使用
• 畜産業者まで完全な追跡が可能な、厳しく認定された動物福祉基準に順次、動物福祉に貢献する。
 レザー
• 動物福祉に基づいた高品質の革を生産する取扱業者（LWG認証のシルバー以上の評価を取得）とのみ提携
• フットウェアに使用するヌバックレザーは、ドイツのLederfabrik Josef Heinen社のterracareレザーを使用
 ダウン
• レスポンシブル・ダウン・スタンダード認証のグースまたはダックの羽毛を使用
• 生きている鳥の羽毛や強制給餌によって飼育された鳥の羽毛の使用を禁止
 ウール
• レスポンシブル・ウール・スタンダードに準じたウール（土地管理をされた農場で適正な扱いにより処理された羊
毛）を供給する

（出所1）マムート, Animal Welfare 動物福祉, https://www.mammut.jp/concept/animal-welfare.
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（１）ファッション・皮革関連産業とサステナビリティに関する動向
②ファッション関連企業のサステナビリティへの取り組み

 ファッション業界に環境配慮の取り組みを求める動きはさらに広がりを見せており、 2019年の主要7か国首脳会議（G７サミット）では、フラ
ンスのケリンググループのピノー会長兼CEOが、環境負荷削減を目的とした「ファッションパクト（協定）」を発表した。
 環境のためのファッション協定


フランスのマクロン大統領がピノー氏にファッション業界の主要企業による環境負荷削減の目標設定を依頼したもの。



ファション協定は科学的根拠に基づく目標（SBT）を設けた活動を活用し、①地球温暖化の阻止、②生物多様性の回復、③海洋保護の3
つの柱によって構成される。

（出所） 「環境のためのファッション協定 G7サミットで発表」『繊研新聞』（電子版）2019年8月27日。

 参加企業・グループ（2020年2月12日現在）
ADIDAS、AUCHAN RETAIL、BALLY、BESTSELLER、BURBERRY、CALZEDONIA GROUP、CAPRI HOLDINGS LIMITED、
CARREFOUR、CHANEL、CELIO、DAMARTEX GROUP、DCM JENNYFER、DECATHLON、DIESEL、EL CORTE INGLES、ERALDA、
ERMENEGILDO ZEGNA、EVERYBODY & EVERYONE、FARFETCH、FASHION3、FIGARET、FUNG GROUP、GANT、GALERIES
LAFAYETTE、GAP Inc.、GEOX、GRUPPO ARMANI、GROUPE BEAUMANOIR、GROUPE ERAM、GROUPE ETAM、 GROUPE
IDKIDS (OKAIDI & JACADI)、GROUPE ROSSIGNOL、GTS GROUP、H&M GROUP、HERMES、HERNO、INDITEX、 KARL
LAGERFELD、KERING、KIABI、LA REDOUTE、LADY LAWYER FASHION ARCHIVE、MANGO、MATCHESFASHION.COM、
MONCLER、MONOPRIX、NANA JUDY、NIKE、NORDSTROM、PAUL & JOE、PRADA S.p.A.、PROMOD、PUMA、PVH Corp.、
RALPH LAUREN、RUYI、SALVATORE FERRAGAMO、SELFRIDGES GROUP、SPARTOO-ANDRE、STELLA MCCARTNEY、TAPE
A L’OEIL、TAPESTRY、TENDAM、THE VISUALITY CORPORATION.
（出所） The Fashion Pact, https://thefashionpact.org/?lang=en.
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
①Leather Working Group (LWG)

LWGの設立経緯と設立目的
 LWG（Leather Working Group)は、タンナー、皮革製品製造業者、ブランド、販売業者、NGOなど、皮革産業に関連する様々なステークホ
ルダーの関与により設立された組織で、皮革製造業者の環境パフォーマンスを向上させるためのプロトコルを開発し、持続可能な皮革産
業を推進することを目的としている。
 2005年からLWG環境監査プロトコル（LWG Environmental Audit Protocol)の作成を開始し、2006年にプロトコルVer.1を策定した。
 以降、プロトコルを順次改訂しながら企業の監査を行い、基準を満たした企業を認証するとともに、企業の環境パフォーマンスに応じて、
ゴールド、シルバー、ブロンズの格付けを行っている。
メンバー構成
 メンバーは、ブランド、タンナー、流通業者、資材供給業者から構成されている。
 LWGのメンバーとなっているブランドは約100社あり、代表的なブランドは以下の通り（2020年3月19日現在）。
Adidas-group, ALDI, Asics Corporation, ASOS, Bellroy Pty Ltd, Burberry, Cole Haan, Deckers Outdoor Corporation, Hennes &
Mauritz, IKEA, John Lewis Plc, Kathmandu Limited, KEEN Inc, LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton, Maisons Du Monde, Mulberry
Company (Design) Ltd, NIKE Inc, Tapestry Inc, Tiger of Sweden, Timberland LLC, Under Armour, Vagabond International AB,
Woolworths ほか
LWGによる認証
 これまでに全世界の537社がLWG認証を取得している（2019年9月現在）。
 国別に見ると、イタリア、中国、英国、フランス、スペイン、米国など約45カ国の企業が認証を取得しており、日本企業の認証取得は1社と
なっている。
 認証取得企業による皮革の生産量は41.4億ｆｔ2、全世界の皮革生産量（最終仕上げ品）の20％に達するとされている。
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
①Leather Working Group (LWG)

LWGのメンバー数と監査件数の推移
 LWGのメンバー数と監査件数は下記のとおり。監査件数は2011年以降右肩上がりで増えている。

LWGの業種別メンバー数（2019年9月現在）

LWGの認証取得数（2019年9月現在）

（出所） いずれもLWG, Newsletter December 2019に基づき作成、https://www.leatherworkinggroup.com/contentfiles/LWG-853.pdf。
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
①Leather Working Group (LWG)

監査の流れ
 LWGによる監査は、予備監査（Pre-Audit）→監査（Audit）の2段階で行われる。
 予備監査では、監査チームのメンバーにより、「企業名」、「企業名＋汚染（pollution）」、「企業名+違反（violation）」の検索語を用いてWEB検
索（原則としてgoogle検索、英語のみ ）が行われ、過去18ヶ月以内における当該企業の違反、汚染事例が調査される。
 中国企業については、中国の環境NGOであるIPE（Institute of Public and Environmental Affairs）のサイト（www.ipe.org.cn）をチェックするこ
とが監査プロトコルに定められている。
 問題となる事例が発見された場合、監査を受ける企業はその汚染や（環境面の）違反について説明を行う必要がある。
監査の範囲
 LWGによる監査は、予備監査（Pre-Audit）→監査（Audit）の2段階で行われる。
 監査は、皮革製造業者の環境側面について行われる。企業の環境マネジメントシステムの認証を行うISO14001とは異なり、LWGの監査
は企業の環境パフォーマンスも監査内容に含まれている。

 監査結果は24ヶ月有効で、更新する場合は再度すべての項目について監査を受ける必要がある。
 監査プロコトルは、WWFやグリンピース等のNGOからの意見を踏まえつつ、ブランドおよび皮革製造業者が中心となって作成したもので、
適宜改定が行われている。現在LWGのウェブサイトに掲載されている最新のプロトコルはVer.6.6.2となっている。
 プロトコルはVer.7への改定が予定されており、現在は任意の項目となっている化学物質管理モジュール（Chemical Management
Module）が必須項目に取り入れられることとされている（当初2019年中を予定していたが、2020年中に延期）。
 製造業者ではなく流通業者向けのプロトコルも作成されている。
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
①Leather Working Group (LWG)

監査シート
 監査では、LWGの監査チームによって当該企業の環境パフォーマンス等について監査が行われる。監査結果は以下のような要約シートと
して集約される。監査項目は、必須項目と非必須項目とに大別される。

（出所） Leather Working Group, LWG ENVIRONMENTAL AUDIT PROTOCOL RESPONSES REPORT Issue 6.6.2, 2019,
https://www.leatherworkinggroup.com/contentfiles/LWG-775.pdf?v=1.
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
①Leather Working Group (LWG)

監査シート
 必須項目は、下図のように、環境マネジメントシステムの構築状況、エネルギー消費、水消費、廃棄物管理といった環境面の項目が中心と
なっている。

（出所） Leather Working Group, LWG ENVIRONMENTAL AUDIT PROTOCOL RESPONSES REPORT Issue 6.6.2, 2019, https://www.leatherworkinggroup.com/contentfiles/LWG775.pdf?v=1.をもとに作成

20

Mitsubishi UFJ Research and Consulting

（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
①Leather Working Group (LWG)

監査シート
 大気汚染、騒音に関するシートでは環境対策の状況に応じて得点が設定されており、大気汚染物質のインベントリーが作成されていない
場合、公害防止装置が機能していない場合にはマイナスの得点が設定されている。

（出所） Leather Working Group, LWG ENVIRONMENTAL AUDIT PROTOCOL RESPONSES REPORT Issue 6.6.2, 2019, https://www.leatherworkinggroup.com/contentfiles/LWG-775.pdf?v=1．
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
①Leather Working Group (LWG)

トレーサビリティ
 LWGは、と殺場から最終製品の製造業者まで物理的な標識によりトレースが可能になることをトレーサビリティの目標としているが、監査に
おいては、トレーサビリティは環境面の得点には反映されず、最終的な得点や格付けには影響しない。
 以下のように物理的な標識と書類により、と殺場まで追跡可能な原料の使用割合が監査報告書に記載される。特にブラジルの皮を利用す
る場合には、特別な記載欄が設けられている。
 監査は監査を受けるサイトのみを対象としており、家畜の飼育や輸送段階は考慮されない。

（出所） Leather Working Group, LWG ENVIRONMENTAL AUDIT PROTOCOL RESPONSES REPORT Issue 6.6.2, 2019, https://www.leatherworkinggroup.com/contentfiles/LWG-775.pdf?v=1．
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
①Leather Working Group (LWG)

得点（格付け）の基準
 ゴールド、シルバー、ブロンズの格付けを受けるためには、必須項目においてそれぞれの最低基準を満たしていることが必要である。
 １つの項目でも基準を下回っている場合は当該の認証は与えられない。
 必須項目の得点と非必須項目の得点の合計により、認証の格付けが決定され、ゴールド（85％以上）、シルバー（75％以上）、ブロンズ
（65％以上）、監査合格（50％以上）の4段階の格付けが行われる。

下請け業者に対する監査（Mini-Audit ）
 監査項目によっては、当該企業の下請け業者に対するMini-Auditが行われる。

LWGによる皮革生産の工程分類
コード

カテゴリー

A

Raw hide/skin to tanned

 Mini-Auditは関連する下請け業者が自主的に書面に記入するもので、下請け企業の現地検査や下請
け企業自体の評価が行われることはない。

B

Raw hide/skin to crust

C

Raw hide/skin to finished leather

一部工程のみを行う事業者による認証取得

D

 LWGは皮革生産の一部工程のみを行う事業者でも取得可能。実際に一部工程を担う多くの事業者が
認証を取得している（工程の分類は右の表のとおり）。*認証取得事業者はLWGウェブサイトで確認できる

Tanned hide/skin to finished
leather

E

Crust hide/skin to finished leather

（https://www.leatherworkinggroup.com/leather-manufacturers-and-traders/leather-manufacturers/our-rated-members）。

F

Tanned hide/skin to crust leather

 LWGにメールで照会したところ、皮革製造に複数事業者が関与する場合、原皮から仕上げ革に至る全
ての過程をLWG認証取得事業者が担っていれば仕上げ革はLWG認証事業者の皮革と表明できると
のことである。

G

Raw hide/skin to pickled/pretanned material

（出所） LWG, LWG Environmental Audit Protocol
Responses Report Issue 6.6.2, p.vi.

抜き打ち監査（Random Inspection Visits)
 監査基準が維持されていることを確認するため、抜き打ち監査が行われる。

 監査を受けたすべての会員企業は（求められた場合）抜き打ち監査を受けなければならない。
 抜き打ち監査に指名された事業者には、監査前に最低７日間の期間が与えられる。（求められた場合）抜き打ち監査の迅速な実施に同意
することが認証の条件である。
 監査実施に必要な費用はLWGの責任となる。
 監査の承認または迅速な対応を行わない場合は、認証の取り消しとLWG会員資格の停止につながることがある。
 抜き打ち監査の結果が皮革製造業者の現在の監査格付けに影響を与える可能性もある。
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
②Istituto di Certificazione della Qualità per l'Industria Conciaria (ICEC)

ICECの概要
 ICECの業務内容
• ICEC（Insutituto di Certificazione per l’Area Pelle, Certification Institute for the Leather Sector）は、1994年にイタリアのタン
ナー業界を中心に設立された組織で、皮革産業分野に特化した認証機関である。

• 現在ICECのメンバーとなっているのは、UNIC（イタリアタンナー協会）、AICQ（イタリア品質協会）、経済開発省、SSIP（イタリア・レザー研
究所）、AIMPES(Italian Association of leather goods producers)、AIP（Italian Association of fur products)等である。
• ICECは、Regulation (EC) No 765/2008にもとづくイタリアの認定機関であるAccredia（L‘Ente Unico di accreditamento）の認定を受け、
皮革産業分野の認証業務を行っている。
• ICECの認証は、持続可能な環境、企業の社会的責任、品質等に関連する分野をカバーしている（詳細は後述）。
• 認証の種類は、ISO9001、ISO14001のような国際規格のほか、イタリア規格協会（UNI)、イタリアタンナー協会（UNIC)による規格、ICEC
による規格（ICEC_TS）に基づく自主認証がある。
• 認証以外のサービスとしては、認証を受けた企業のイタリア国内および海外でのプロモーション支援、技術情報の提供等の情報サービスも
行っており、ICECのホームページでは、認証を取得した企業のデータベースが公開されている。
• これまでの認定証の発行数は約270、認定企業数は約125で、イタリア企業が90％、海外企業が10％（セルビア、チュニジア、トルコ、スペ
イン、ポルトガル等）となっている。
• 認証されたタンナーの総売上高は全イタリアの売り上げの約60％を占めており、イタリアのタンナーの75％がICECの認証を受けている。
• 上記の活動の一環として、ICECはイタリア内外の皮革産業に関する展示会等の場で積極的に講演・展示等を行うとともに、各国の皮革産
業関連団体との交流を進めている。東京レザーフェア2019（2019年12月、於：東京）で講演を実施したほか、フランス、スペイン、ポルトガ
ル、ブラジル等のタンナーやステークホルダーとの交流を進めている。
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
②Istituto di Certificazione della Qualità per l'Industria Conciaria (ICEC)

ICECによる認証の種類
• 現在ICECが行っている認証には以下のような種類がある。
• 環境関係では、これ以外に環境フットプリントに関する認証（ICECの自主認証）がある。
• 分野1、2、3のすべての分野で認証を取得した企業には、「企業の持続可能性」（Companies’ Sustainability）という認証が付与される。
表 ICECによる認証例

ICEC, “ICEC Certification Services”, http://www.icec.it/en/certifications をもとに作成
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
②Istituto di Certificazione della Qualità per l'Industria Conciaria (ICEC)

認証取得手続きの実際
• ICECの基準（Regulations for the certification of the traceability of tanning products in accordance with ICEC technical
specifications）によるトレーサビリティ（原材料または製品）に関する認証の手続きと評価基準は以下のとおり。
• 監査結果にもとづきICEC独自の採点システムによる企業の得点付けが行われ、遡ってトレース可能な範囲に応じて、優秀(excellent)～合
格（sufficient)まで4段階のランク付けが行われる。トレーサビリティの認証では、最低30点が認証取得のために必要となる。
• 認証の有効期間は1年間で、認証期間内に更新監査を受けることにより、認証を継続することができる。

予備審査
表 得点とランキングの基準
レベル

得点とトレーサビリティ

本審査

1．合格

30

・現地での監査

(sufficient)

原皮（raw hide)の原産国までトレース可能

・不適合事項の指摘、是正措置等

2．良好

31-70

(good)

と殺場までトレース可能

3．非常に良好

71－90

(very good)

家畜が飼育された国までトレース可能

４．優秀

91－100

(excellent)

農場までトレース可能

・監査結果にもとづく評価決定

更新審査

認証取得後に評価の
変更につながる重大
な変更が生じた場合
は、追加審査が実施
される。

図 ICECによる審査の概略フロー
ICEC, “Regulations for the certification of the traceability of tanning products in accordance with ICEC technical specifications”
March 3，2014， http://www.icec.it/uploads/documenti/regolamenti/RegTR01_rev01_eng.pdf
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（２）皮革関連のサステナビリティに関する認証制度
③LWG、ICEC、日本エコレザーの比較

 LWG、ICEC、日本エコレザーの認証範囲の違いを比較した結果を以下に示す（2020年3月27日現在の認証基準による）。
 3つの認証は認証の仕組みがかなり異なるため、厳密な比較は不可能であるが、3者の認証範囲の違いを示すため、概略の比較を行った。
 LWG認証は単一の認証でサステナブルなレザー生産に関する幅広い範囲の認証を行っている。

 ICECは環境マネジメントシステム、品質保証、労働安全衛生など、様々な認証を組み合わせることにより、サステナブルな皮革産業を実現
することを目的としており、全体的に見ると認証の範囲は3者の中で最も広範となっている。ただし、個別の認証制度の組み合わせである
ため、認証範囲は各認証スキームの認証範囲を重ね合わせたものになる。したがって、LWG認証とは異なり、環境パフォーマンス全般を
直接評価するようにはなっていない。
 日本エコレザーは、主として化学物質使用を対象範囲としていることから、認証範囲は最も限定的となっている。
大分野

認証内容

日本

LWG

ICEC

環境マネジメントシステム

○

○

環境管理・監査制度

△

○

有害化学物質の使用削減、化学物質管理

○

○

○

排水処理、廃棄物管理

○

△

○

大気汚染防止、騒音、悪臭等

○

△

○（注2）

エネルギー消費

○

△

水消費

○

△

エコレザー

環境パフォーマンス
環境側面

倫理と
社会的責任

労働安全衛生マネジメントシステム

○

UNIC

○

企業行動と社会的責任に関する規範

トレーサビリティ
製品と経済の
持続可能性

○（注1）

○

品質マネジメントシステム

○

Made in Italy認証

○

最終製品の技術仕様への適合性

○

△（注3）

（凡例）○：認証範囲に含まれている項目、△：一義的には認証範囲には含まれていないが間接的に関連する項目、または必要に応じて確認する項目
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（注1）LWG認証ではトレーサビリティ
は得点には反映されない。
（注2）日本エコレザーは臭気を評価
項目に含む。
（注3）必要に応じて、原料供給証明
書、商取引証明書の添付が
必要となる。

（３）欧州におけるアニマルウェルフェアの動向と皮革関連産業
①EUの法規制

欧州におけるアニマルウェルフェアの流れ
 欧州では英国を中心に動物福祉への関心が従来から高く、1960年代の英国で動物福祉のための5つの自由が確立された。
 空腹および渇きからの自由
 不快からの自由
 苦痛、損傷、疾病からの自由
 正常行動発現の自由

 恐怖および苦悩からの自由

 このような流れを踏まえて、EUでは1974年に、と畜場における
動物の保護に関する指令が制定された。
 これ以降、動物の輸送、ブタ、ニワトリ、ウシ等の飼育に関する
規則など分野別の取り組みが進められた。
 現在、一般的規定、農場における飼育（動物の種類別）、輸送、
と畜、動物実験、ペット、毛皮、漁業、動物園など、分野別の規
が制定されている。
 このようなEUの取り組みはOIE（国際獣疫事務局）と連携しな
がら進められている。

（出所） European Commission, 40 Years of Animal Welfare, . https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_infograph_40-years-of-aw.pdf.
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（３）欧州におけるアニマルウェルフェアの動向と皮革関連産業
①EUの法規制

アニマルウェルフェアに関するEU規制の概要
 アニマルウェルフェアに関するEU規制の中で、特に皮革産業に関連性が高いものとしては、ウシの飼育、と畜、輸送に関する規則がある。
 これらの概要は以下の通り。

名称
概要

主な規制
内容

子牛の保護のための最低基準を定める2008年12月18日の規則2008／119／EC
（子牛指令）
Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards
for the protection of calves
 個体を閉じ込める囲いの使用（2007年以降）、係留、口籠の使用を禁止
 飼育に当たっての最低面積と生理学的必要に応じた飼料（特に十分な鉄分と繊維）などについて規定





生後6ヶ月までの子牛を対象とする。
生後8週間以降の子牛を個体別の囲いに閉じ込めることを禁止
個体別の囲いの大きさに関する最低基準を設定
その他の飼育条件（付属書Ⅰにて規定）

畜舎の材料が子牛に危害を与えないこと

建物の断熱・暖房・換気、照明

動きの自由、係留の禁止

生理的必要に応じた飼料（鉄分、繊維質）の給餌、口籠の禁止

その他給水等

（出所） EU, EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0119.
「農林水産省 平成25年度海外農業・貿易事業調査分析事業（欧州）報告書」 第Ⅲ部 EUにおける動物福祉（アニマルウェルフェア）政策の概要, 2014年3月，
株式会社農林中金総合研究所、平澤明彦 をもとに作成
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（３）欧州におけるアニマルウェルフェアの動向と皮革関連産業
①EUの法規制

アニマルウェルフェアに関するEU規制の概要

名称

と畜の際における動物の保護に関する2009年9月24日の規則 (EC) No.1099/2009
（と畜規則）
Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of
animals at the time of killing, 18.11.2009

概要

 農業用の動物が殺される際の痛みと苦しみを最小限に抑えるための気絶処置の方法を規定
 技術の進歩を踏まえて、1974年、1993年の指令を改訂し、規則（Regulation）に変更された。
 2013年から施行

主な規制
内容

 食料、毛、毛皮、その他の産品を生産するために飼育される動物のと畜、殺処分に関する規則を定める。
 対象とする動物は、爬虫類と両生類を除く脊椎動物
 動物は、殺される際および関連工程において、すべての回避可能な痛み、苦悩、あるいは苦しみを免れな
ければならない。
 動物を殺す前には、付属書Ⅰに定められた方法で気絶処置を行わなければならない。意識と感覚の喪失
は死ぬまで維持されなければならない。
 付属書Ⅰでは、気絶処置の方法として、器械的方法、電気的方法、ガスによる方法、その他の方法（注
射）を規定
 付属書Ⅱでは、と畜場の配置、構造、設備、付属書Ⅲでは、と畜場における作業規則を規定

（出所） EU, EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A303%3A0001%3A0030%3AEN%3APDF.
「農林水産省 平成25年度海外農業・貿易事業調査分析事業（欧州）報告書」 第Ⅲ部 EUにおける動物福祉（アニマルウェルフェア）政策の概要, 2014年3月，
株式会社農林中金総合研究所、平澤明彦 をもとに作成
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（３）欧州におけるアニマルウェルフェアの動向と皮革関連産業
①EUの法規制

アニマルウェルフェアに関するEU規制の概要

名称

輸送中および関連作業中における動物の保護に関する2004年12月22日の規則 (EC)
No.1/2005
（輸送規則）
Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals
during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and
93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97

概要

 商業目的の長距離輸送における動物の保護を規定
 従来の指令を改訂し、規則（Regulation）に変更
 動物の種類別、輸送手段別に輸送時の基準を定める。

主な規制
内容

 EC内における生きた脊椎動物の輸送を対象とする。
 動物に傷害ないし必要以上の苦しみを引き起こす可能性の高いやり方で動物を輸送することを禁止
 動物を輸送する時は、原産地と所有者、出発地、出発日時、予定目的地、想定所要時間を記載した書類
の携行を義務づけ
 輸送が国境を越え、8時間を上回る場合は旅程記録を作成する
 付属書Ⅰ 5章では、動物の種類（ウシ、ウマ、ブタ等）別に給水・給餌の間隔、旅程の長さと休憩時間を規
定
 同 7章では、動物の種類、輸送手段別に積載密度を規定

（出所） EU, EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0001.
「農林水産省 平成25年度海外農業・貿易事業調査分析事業（欧州）報告書」 第Ⅲ部 EUにおける動物福祉（アニマルウェルフェア）政策の概要, 2014年3月，株式会
社農林中金総合研究所、平澤明彦 をもとに作成
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（３）欧州におけるアニマルウェルフェアの動向と皮革関連産業
②フランス皮革業界団体の取り組み

フランス皮革会議の概要
 フランス皮革会議（CNC: Conseil National du Cuir) は、皮革製造の上流から下流まで、家畜の飼養、皮革の生産、皮革製品の製造・販
売に関連する合計19団体から構成されている。
 体表的なメンバーは、フランスタンナーズ協会、フランス牧畜業連盟（Confédération Nationale de l‘Elevage, CNE）、フランス皮革産業協
会（French Hides Association） 、有機合成化学・生物化学産業協会（SICOS）、フランス靴工業会（SRIC）、フランス手袋工業会、フランス
靴小売業協会（FDCF）、皮革製品・旅行製品小売業協会（FNDMV）、フランス靴貿易業協会（UDIC）などである。
 CNCは、皮革製品の持続可能なサプライチェーンを確立することを目指しており、環境問題や動物福祉など皮革産業に関する様々な社会
的問題に力を入れ、業界全体にグッドプラクティスを普及させるとともに、皮革業界の取組みを社会に周知することを目指している。
フランス皮革会議の取組み内容
 CNCが取り組んでいる主なテーマは以下の通り。
 皮革産業と起業家の支援

 トレーニングとノウハウの伝達
 持続可能かつ責任ある製造
 “Made in France”の皮革の増産

 2019年9月には第1回サステナブル・レザー・フォーラム（Sustainable Leather Forum）をパリで開催し、持続可能なサプライチェーンを確
立するため、皮革産業全体を巻き込んだ議論を進めている。フォーラムで議論されたテーマは以下の通り。
 化学物質と最終製品の安全性
 原皮とレザー：欧州におけるイノベーションとベストプラクティス
 靴・皮革製品におけるサーキュラーエコノミー
 ラベルと企業の社会的責任
 トレーニング、ノウハウ、地域の魅力作り、CSR
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（３）欧州におけるアニマルウェルフェアの動向と皮革関連産業
②フランス皮革業界団体の取り組み

フランス皮革会議における動物福祉への取組み
 フランス皮革会議のウェブサイト上では、皮革産業における動物福祉の取組みについて以下のように見解が示されている。
【皮革産業と動物福祉について】
 フランスのすべての飼育業者は、各動物に配慮し、動物福祉の遵守と改善のための取り組みを行っている。動物福祉の意識は、企業の社
会的責任（CSR)の政策を進めていく上での要素である。

 当業界では、不適切な取り扱いを受けた動物からは良い皮が得られないと伝統的に言われている。実際、French Hides Association
（SGCP）、フランスタンナーズ協会（FFTM）、フランス皮革会議(CNC)は、CTC（Comité Professionnel de Développement Cuir,
Chaussure, Maroquinerie, Ganterie、皮革・履物・皮革製品・手袋工業会）の支援のもと、飼育業者および と畜業者の意識啓発を行い、
動物へのワクチン接種、寄生虫駆除、飼育設備と輸送条件の改善を働きかけている。
 さらに、と畜業者は何年も前から、と畜処理の時点も含めて畜舎における動物の処理について動物のストレス低減と動物のすべての苦痛
の回避を行っている。
 最近の動向はこの動きを強化するものであり、さらなる改善と皮革のトレーサビリティを進め、消費者までの流通経路の正当性を保証する
ものである。
 いかなる動物種であれ、ブランドの大部分およびいくつかのタンナーは、要求仕様を定めて監査を実施し、動物福祉に配慮するとともに、こ
の取り組みが飼育業者および と畜業者に適用されていることを保証している。
（出所） L'INDUSTRIE DU CUIR ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, https://conseilnationalducuir.org/reglementation．
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3. 海外の皮革関連事業者等へのヒアリング調査
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（１）海外現地調査の概要
調査概要
 海外現地調査


フランスおよびイタリアにおいて、9事業者・団体（革なめし事業者、皮革製品ブランド、業界団体、専門家等）を対象としてヒアリング調査
を行い、皮革関連産業におけるサステナビリティやアニマルフリー活動等への対応状況について整理・分析した。



調査日程とヒアリング対象は以下のとおり。
面談日
2020年2月25日

対象事業者・団体
仏ファッション教育機関研究者

仏皮革製品ブランド
仏皮革業界団体①、仏皮革業界団体②
2月27日

伊タンナー①

2月28日

伊タンナー②
伊タンナー③

3月18日

伊皮革認証機関、伊皮革業界団体（Skypeによる面談）

 次ページ以下で、海外現地調査結果について整理する。
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（２）欧州皮革業界の対応
①環境配慮・トレーサビリティ・アニマルウェルフェアへの対応の必要性

 大手・高級ブランドとの取引や輸出をするのであれば、環境配慮・トレーサビリティ・アニマルウェルフェアへの対応は必須
 取り組みを証明する手段として認証取得が求められる。

 （伊タンナー）大手や高級ブランドとの取引や輸出をするのであれば、これらの問題への対処や認証の取得は不可欠。国内の顧客や現在
取引している顧客だけを相手にするのであれば認証は取らなくてもビジネスはできる。
 （伊タンナー）認証取得により会社のマネジメントやサプライチェーンの管理が改善するというメリットもある。
 （仏皮革製品ブランド、仏皮革業界団体）消費者の要求に応えるために行っているのではなく、21世紀で活動していくために必要。特にミレ
ニアル世代以降はこうした問題に関心が高い。アニマルウェルフェアは、比較的最近の動きである。ビーガンや代替レザーの登場に皮革業
界が対応しなければならなくなってきている。
 （仏皮革製品ブランド）金融マネジメントの観点からもトレーサビリティは重要。銀行がリスク評価をするとき、どこから革が来ているのか、気
候変動をもたらしていないか、と畜がしっかりされているかについてブランドが把握しているかを最近はチェックしている。もしメディアでそれ
らに違反している映像が流れるとスキャンダルとなり、信用を失墜するため。
 （仏皮革製品ブランド）そもそもラグジュアリーブランドと仕事できること自体がサプライヤーにとって名誉なことであり、ラグジュアリーブラン
ドと仕事をしていることが宣伝となる。
 （仏皮革会議）フランス皮革は高級品に特化しており信頼性は高い。消費者はフランスの革が有害性や環境に悪い影響を与えているという
発想さえないのではないか。輸入されている革への懸念はありえる。
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（２）欧州皮革業界の対応
②環境配慮・トレーサビリティ・アニマルウェルフェアへの対応

 大手・高級ブランドの中には独自の基準を設けている場合があり、サプライヤーも対応が求められる。
 基準や認証以外にも、各国や地域の法規制として対応が必要となる。
 （仏皮革製品ブランド）環境配慮やアニマルウェルフェアについて自社の独自基準がある。ゴールド、シルバー、ブロンズがあり、一番下の
ブロンズでも法律の基準よりも厳格。タンナーを含むサプライヤーに基準遵守を求める。基準達成のための財政的支援もする。
 （仏皮革製品ブランド）新たなタンナーと取引するとき、まずそのタンナーがケリングの基準でどのレベルにあるかを評価する。もし基準を満
たしていない場合は、そのタンナーに基準を満たす気持ちがあるかを確認する。もし頑張りたいということであれば、基準取得の研修があ
る。基準を満たせなくなった場合、悪い原因により基準が達成できない場合は、取引中止。やむを得ない理由であれば再達成のための支
援をする。
 （仏皮革製品ブランド）日本のタンナーが今後世界的に競争したいのであれば、環境やアニマルウェルフェアという視点を取り入れる必要は
ある。こうした要素を取り入れないと今後世界では勝負できなくなるであろう。
 （仏皮革業界団体）釘が出ていると家畜に傷がつくのでやすりで削ろうといった家畜のケガ防止の啓発活動をしている。ケガをさせないこと
でアニマルウェルフェアにつながるし、皮の品質もよくなる。このような啓発活動を畜産農家に対して行っている。
 （仏皮革業界団体）EU規則や各国の法律、REACH規則に対応することで環境配慮やアニマルウェルフェアを改善している。トレーサビリ
ティのため革にレーザーでマーキングする技術も導入している。
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（２）欧州皮革業界の対応
③認証（特にLWG）について

 皮革関連の認証は複数があるが、世界的に最も知名度が大きいのが、LWG。大手・高級ブランドなどの顧客からも取得が求められる。
 各認証が対象とする項目はそれぞれ異なるものの、重なる部分もあり、ある認証を取得することで他の認証取得が容易になることもある。
 認証によって自社の認知度や取引相手との交渉が有利になるといったビジネス上のメリットも大きい。
 （伊タンナー）数ある認証のなかでLWGがもっとも有名。高級ブランドからは認証の取得状況を確認されるが、最も求められるのがLWG。
 （伊タンナー）LWGとICECを比較すると、LWGのほうが包括的で、ICECのほうが個別的。知名度はLWGが圧倒的に上。LWGはタンナー
の顧客への宣伝がうまく、顧客がLWGを知り、タンナーに取得を求めてくる。
 （伊タンナー）ICECは自らの経営判断で自発的に取得しているが、LWGは顧客から求められることが多い。
 （伊タンナー）ICECとLWGの基準は重なっている部分が多い。ICECを取得しておくとLWGも対応しやすい。また、LWGに対応しているとケ
リングやLVMHなどの高級ブランドが要求してくる基準も満たしやすい。
 （伊タンナー）LWGはガイドラインがわかりにくい。また、LWG用にデータ等を整理しないといけない。
 （伊タンナー）LWGの手続きやガイドラインの理解は外部コンサルタントを頼った。UNICはICECを推奨する立場。
 （伊タンナー、仏皮革会議）LWG取得のための公的、または業界団体の支援はない。コストはすべてタンナーが負担する。
 （伊タンナー）LWGを取得するとZDHC（Zero Discharge of Hazardous Chemicals）のウェブサイトが利用できる。ZDHCのウェブサイトに
は最新の化学物質の成分分析データが掲載されている。
 （仏皮革製品ブランド）取引するタンナーは傘下、もしくはフランスとイタリアのタンナーなのでLWGは取得していない。LWGはアジアのタン
ナーが取っているのではないか。

 （仏皮革製品ブランド）数年前までプーマが傘下に入っていたためLWGで協力していた。スポーツブランドはアジアや中国など世界中のタ
ンナーと取引しているため。現在はケリングの独自の基準があるのでLWGには協力していない。
 （伊タンナー）かつては顧客側が認証を知らなかった。現在では認証の認知度が上がり、認証の取得状況はよく聞かれる。
 （伊タンナー）認証があると顧客との交渉を有利に進められる。20年前と顧客が変わった。以前は小規模で家族経営、職人気質の顧客が
多かった。現在は高級ブランドが大型化し、そして環境配慮やアニマルウェルフェアを重視しはじめ、タンナーなどのサプライヤーにこれら
の基準遵守を求めるようになってきた。
 （伊タンナー）認証の重要性はますます上がる。対応しておくべき基本的な要素になっている。
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（３）ヒアリング記録
仏ファッション教育機関研究者
1. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応の背景
 教育機関としても総じてこうした環境配慮やトレーサビリティ、アニマルウェルフェアのトレンドの強まりは感じていて、調査研究も行っている。
 皮革業界は難しい立場に置かれている。最近フランスでファッションに関するイベントがあったが、そこにはビーガンマテリアルなど皮革の代替品がたくさん
紹介されていた。
 本来皮革はとてもサステナブルなものである。そもそも原皮は畜産の副産物であり、丈夫で長持ちするので世代を超えて継承することができる。肉を食べる
と必ず原皮が生じる。皮革で使わないと燃やすほかない。
 皮革の製造過程においても有害化学物質の使用を制限し、植物由来のなめし方法や彩色も自然由来の方法もある。
 REACH規制もあり、皮革業界は規制を遵守している。このように皮革業界もかつてよりサステナビリティに対応してきているといえる。とはいえ、サステナビ
リティへの対応は道半ばという印象である。多くの皮革団体ではサステナビリティへの対応のためワーキンググループはつくっているし、対応は進めている
が、まだ完全にサステナブルとはいえない。なかには顧客や市場からの要望に応えて積極的に対策しているブランドやタンナーもいるが、全体から見れば少
数派だ。
 化学品を使った製造工程（彩色）はそれはそれで創造性の賜物であっただろうが、もうこれからの時代には受け入れられなくなっている。皮革をリサイクルす
るにしても化学的な彩色ではリサイクルして土に戻すことはできない。
 代用レザーは動物は殺さないかもしれないが、製造工程で水を消費し、石油化学製品でもあるので、代用レザーが一概にサステナブルといえるかはわから
ない。製造量も全体から見れば少ない。
 ケリングは独自のサステナブルスタンダードをもち、サプライヤーやベンダーに基準遵守を求めている。
2. 認証の重要性
 皮革に限るものではないが、サステナビリティに関連するアパレル業界の認証はたくさんある（https://www.thegoodgoods.fr/lexique/lexique-des-labels）。
 皮革業界としてはサステナビリティへの取り組みの普及啓発をしたり認証をつくったりしているが、オーガニック食材の認証が広く知られているのに比べると
まだまだ広がっていない。学生にも普及啓発活動の重要性は教えている。認証はサステナビリティへの取り組みを証明する方法であり普及啓発の重要な要
素だが、認証だけでは不十分で顧客や消費者への密なコミュニケーションが大切である。
3. その他
 私が教えている学校でも20代の若い学生は皮革はアニマルウェルフェアやトレーサビリティの基準を十分満たしていないとして、皮革は使えないと考える者
もいる。皮革製品の購入者が原皮がどの農場で飼育された家畜から生産されたかトレースできない。
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（３）ヒアリング記録
仏皮革製品ブランド
1. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応の背景
 消費者の要求に応えるために行っているのではなく、21世紀で活動していくために必要な活動だと理解している。気候変動や生物多様性、天然資源の保護
などの問題解決には、材料が環境に悪影響を与えないようせねばならず、トレーサビリティはそのための手段。
 ラグジュアリー製品の消費者は完璧性を求める。デザインや材料だけでなく、環境配慮やアニマルウェルフェアにブランドがしっかり関心を払っていることが
求められる。特にミレニアル世代にその傾向が顕著。
 金融マネジメントの観点からもトレーサビリティは重要。銀行のリスク評価では、どこから革が来ているのか、気候変動をもたらしていないか、と畜がしっかり
されているかについてブランドが把握しているかがチェックされる。メディアでそれらに違反している映像が流れるとスキャンダルとなり、信用が失墜する。
 肉の副産物として革を使用している。使用の条件として飼育条件や輸送条件、と畜条件などをはっきりとさせることが重要であると考えている。ビジネスおよ
び倫理的な観点からアニマルウェルフェアに取り組む必要がある。
2. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応
 数年前から材料の100％をトレースできるように取り組んできた。羊革はすでに70％を超えている。トレースできるのは農場単位、地域単位、国単位など単
位は異なるが、最終的には農場単位でトレーサビリティを明らかにしたい。ワニ革であれば、すでに農場の水準で100％トレース可能。
 アニマルウェルフェアでは品種ごとにチェックリストがある。それぞれ基準があり、タンナーを含むサプライヤーがそれを遵守しなければならない。基準は達
成状況によってゴールド、シルバー、ブロンズの3段階がある。環境についても同様に基準を作成した。
 数年前、当社では傘下の高級ブランドで一つを除く全ブランドで毛皮の使用を停止した。ラグジュアリー産業にとって、一部を除けば革は畜産の副産物という
位置づけだが、毛皮は畜産の副産物ではないため。リサイクルされたポリエステルでつくった代用毛皮を開発した。
 カシミヤや革などについては、すぐれた基準を遵守しているかを確認するためにトレーサビリティが必要になる。カシミヤはモンゴルのパートナーと協力して
アニマルウェルフェアや環境配慮を満たすためのプログラムを開発した。モンゴルにある飼育者とNGOが協力してプログラムを実施するために財政支援をし
ている。ケリングはそのパートナーからカシミヤを調達している。
 基準は、一ヘクタール当たりの動物の密度、溝の幅、遺伝子組み換え植物がないかどうか、飼育場に有刺鉄線がないことなど動物がケガ対策が実施されて
いることなど。ケガをすると革の品質管理の観点からも傷がつく。子牛は白い肉が評価されるが、白い肉にするには牛乳を与えなければならない。ただし、
牛はある程度の年齢になると牛乳ばかりでは下痢をするため、ケリング基準では餌にまぐさを混ぜるように求めている。
3. タンナーが環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアに対応することのメリット
 ラグジュアリーブランドと仕事していることがサプライヤーにとって宣伝になる。
 当社基準を遵守するための環境アセスメント費用は当社が負担。省エネをするための調査費用も当社が負担。環境などに対応することは、設備投資はコス
トを要するものであるが、2-3年すれば省エネになるのでサプライヤーにとってメリットになるため、投資として理解してほしいと伝えている。
 新たなタンナーとの取引では、そのタンナーがケリングの基準でどのレベルにあるかを評価する。基準を満たしていない場合は、そのタンナーに基準を満た
す意思を確認する。意思があれば、基準取得の研修がある。そのうえで営業の交渉をする。
 基準の不遵守については、その原因を確認する。やむを得ない原因であれば、基準を満たせるための支援を行う。そうでなければ取引を停止する。ラグジュ
アリー産業は完璧な商品を提供する、という顧客からの要望に応える義務がある。
 日本のタンナーが世界的に競争したいのであれば、環境やアニマルウェルフェアという視点を取り入れないと今後世界では勝負できなくなるであろう。
4. LWGとの関わり
 現在は当社独自基準があるためLWGに参加していない。数年前まで傘下にスポーツ用品ブランドが入っていたためLWGで協力していた。スポーツブランド
はアジアや中国など世界中のタンナーと取引しているため。当社が取引するタンナーのほとんどは当社が所有している。
 LWGなどの認証をまったく無視をするわけではないが、当社の基準の遵守のほうが重要。アニマルウェルフェアの基準はLWGにはない。
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（３）ヒアリング記録
仏皮革業界団体①、仏皮革業界団体②
1. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応の背景
 高級ブランドは、消費者の環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの要求に応えなければならず、取り組みの歴史は長い。当初は市場の要求
への対応であったが、現在ではブランド側が積極的に取り組むようになっている。
 アニマルウェルフェアは、比較的最近の動き。ビーガンや代替レザーの登場に皮革業界が対応しなければならなくなってきている。
 子牛の革は高級品なので、キズがあると困る。原皮段階ではキズの有無がわからないため、キズが出来た工程を特定できなくてはならない。そのため、飼
育、輸送、と畜条件のトレーサビリティが重要。経済的合理性とアニマルウェルフェアは両立。アニマルウェルフェアが守られているほうがいい皮ができる。
 もっとも環境配慮などの倫理意識の高まりによってフランスの革製品の売上が減るようなことは、あったとしても世界で最も影響が小さいのではないか。フラ
ンスの革は高級革であり、質がとても高い。消費者はフランスの革は有害性や環境に悪い影響を与えているという発想さえないのではないか。他方でフラン
ス国内で流通している皮革製品の多くは海外製であり、フランスの消費者はそうした製品がどの国から来たのか、どのように製造されたのかは気にする。世
界的にはトレーサビリティが欠如しているので、その疑問に誰も答えられないため、不安視した消費者が革製品を購入しなくなることはあるかもしれない。
2. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応
 当業界団体（②）は何十年にわたり活動している。たとえば、釘が出ていると家畜に傷がつくのでやすりで削ろうといった家畜のケガ防止の啓発活動をしてい
る。ケガをさせないことでアニマルウェルフェアにつながるし、皮の品質もよくなる。フランス皮革連合（Syndicat Général des Cuirs et Peaux；SGCP）と協力
して、子牛の寄生虫ワクチンの接種も行った。寄生虫によって皮にシミが出来てしまう。寄生虫は人にも伝染するので、人間の福祉にとってもプラスだった。
 家畜の輸送や、と畜に関するビデオキャンペーンも行った。畜産業者がしっかり飼育しても輸送の段階でキズがつくと水の泡になる。牛や羊について業界の
グッドプラクティス憲章をつくって、畜産、輸送、と畜について畜産や輸送業界に守ってもらうようにした。
 フランスはEUの規則にも従わなくてはならない。EUの規則は5つの自由の定義に基づいている。畜産業者は義務としてEUの基準を守らなければならない。
国の獣医が、と畜場に行き、遵守状況をチェックしている。しかし、EU規則はわかりにくいので、畜産農家向けにわれわれが解説している。
 環境対応の取り組みとしては、EUの規則とフランス法がある。タンナーの施設は環境安全規制（ICPE）の対象施設となっているので、廃棄物や廃水などに
関する規則を守らなければならない。こうしたルールがなくても、廃棄物をどのように減らしたらいいのか、皮革業界は長年意識し続けてきた。いつも使って
いるものだからこそ、しっかり考えている。また、REACH規則を守っている。こうした取り組みを学校や見本市などで宣伝している。
 また、倫理や環境は広い意味でCSRに属する。国連のグローバルコンパクトやLWGといった環境認証を取得してきた。また、業界として環境配慮に関する
共通の憲章を定めるため検討しており、近々完成する予定。皮革業者やメーカーのすべてが憲章に参加する予定である。
 皮革技術センター（CTC）と協力してThermicuirという、生産工程で発生する革の廃棄物を集めて熱利用するというプロジェクトがある。
 トレーサビリティについて、CTCと協力して、子牛の革にレーザーマーキングをしている。と畜場でマーキングした内容をタンナーが読めるようになっている。
ヤギや子羊、大人の牛について、タンナーは顧客である高級ブランドの仕様を守らなければならない。マーキングシステムの対象でなくても、高級ブランドか
らの要望に応えるために、タンナーはどのような条件で飼育され、と畜されたか把握しておく義務がある。
 エキゾチックスキンについては、ワシントン条約があるのでマーキングシステムが導入されている。どこから調達されたかわかるようになっている。マーキン
グのないエキゾチックスキンは購入できない。フランスで出回っているエキゾチックスキンはトレーサビリティが確保されている。
3. 認証の重要性
 認証制度によって消費者が保護される。ISOやLWG、グローバルコンパクトなどの認証があれば環境配慮や労働条件が遵守されていることの証明になる。
 LWGを非常に重視している。大手ブランドからも取得を要求されることが多い。今後は不可欠になるだろう。他の認証もあるが、LWGがもっともブランドから
要求される。2020年2月現在フランスでLWGを取得してるタンナーは2社だが、10社程度が認証取得に向けて努力している。LWGのいいところは、企業だけ
でなくサプライヤーも巻き込んで全体がよくなっていること。ただし、各国に認証があり、LWG一本に固定される必要はないと思う。
 業界団体としてはLWG取得支援をしていない。取得を目指すタンナーは自分たちの判断で投資として認証取得の努力をしている。
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（３）ヒアリング記録
伊タンナー①
1. 事業者概要
 2019年売上は4500万ユーロ（2018年は6100万ユーロ）。従業員は約200名。100％メイドインイタリー。植物タンニンなめしで完全メタルフリーの皮革とクロ
ムなめしの皮革の両方を生産。顧客はブランド。ドイツやイタリアの靴やバッグブランド。高級アパレルも一部あり、サムスンやファーウェイの携帯カバー用途
の革もある。売上の70％が輸出。ベトナムなどのアジアに輸出され現地で靴などを生産し、ドイツやイタリアなどに輸出される。
2. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応の背景
 環境配慮に取り組むようになったのは将来的にサステナビリティなどの社会的問題に取り組む必要があると感じたため。
3. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応
 当社の重金属使用基準は業界規制よりもはるかに低い。UNIは100万分の1000ppmだが、当社は100万分の333ppmである。
 製造工程管理は3つの要素がある。一つは原皮のチェックで、と畜がアニマルウェルフェアを満たしているかどうか。トレーサビリティで数年前から取り組んで
いる。当社はニュージーランドや豪州からも原皮を調達しているが、現地を訪問して確認している。二つは製造工程管理で、植物タンニンなめしに使う植物が
サステナビリティを満たした伐採方法かどうか。FSC森林認証を満たしている植物から調達している。
 3つ目は廃棄物の処理で、廃棄物は肥料にしたりプラスチックとして再利用している。化学用品や液体は容器にリサイクルする。エネルギーを再生可能エネ
ルギーにしている。エネルギーは発電サプライヤーから100％再エネで調達している。イタリアでEMASを取得した初のタンナーである。
4. 認証の重要性
 認証取得は当社自身で決めたこと。メタルフリーに取り組み始めたのは2006年から。ケリングはアジア市場の子供向け製品をつくり、それに対応するための
革を生産している。子供用のおもちゃで使用ができない材料を使用しないことで安全性を担保している。
 当初、こうした取り組みは評価されなかった。メタルフリーにすると彩色の種類が減ってしまう。そのためメタルフリーの取り組みは1回停止したが、近年再開
した。環境配慮の重要性が高まったからであり、50％を自然由来の植物タンニンなめしにしている。現在では技術が改善され彩色の種類も問題なくなってい
る。彩色が豊富なメタルフリー皮革を大量生産できる。こうした取り組みをしているタンナーは他にもいるが、量が作れないか、彩色の問題がある。
 LWGで再生可能エネルギーの項目でいいグレードを取るためには自社内で発電しないといけない。しかし敷地内に大量の太陽光発電などの再エネ設備を
導入するのは難しい。当社は近くの地熱発電業者から調達していてその意味で電力はすべて再エネ由来ではある。また、評価のアルゴリズムが牛革を基本
としているため、重い革には不利という印象がある。
 当社は地域内で唯一廃水処理設備をもつ。コンソーシアム共通の廃水処理設備で処理される前に十分にきれいにして廃水している。LWGの評価項目には
含まれないものの予備処理のために努力している。
 多くの顧客はLWG認証を求めている。世界的にはLWGの知名度が高い。若い世代を中心に最近は認証の有無を重視する傾向が強まっている。
 ICECのほうが個別の項目ごとの認証がある。サステイナビリティや品質管理の認証など。また、ICECは認証ごとに専門の監査人がいるが、LWGは一人。
革の製造工程を一人ですべてを理解するのは難しいとは思う。また2日間ですべてのチェックするまえ準備が大変である。
 LWGのほうが包括的な認証という印象で、ICECはイタリアのタンナー向けの認証であり専門的である。
 認証があることで顧客との交渉を有利に進められる。20年前と顧客が変わった。以前は小規模で家族経営、職人気質の顧客が多かった。現在は高級ブラ
ンドが大型化し、そして環境配慮やアニマルウェルフェアを重視しはじめ、タンナーなどのサプライヤーにこれらの基準の遵守を求めるようになってきた。
 認証の重要性はますます上がる。対応しておくべき基本的な要素になっている。また、認証取得に取り組むことで会社の経営を改善することができるというメ
リットがある。サプライチェーンもしっかりマネジメントできるようになる。
 アニマルウェルフェアを証明する認証はない。EUやニュージーランド、豪州にはアニマルウェルフェアに関する厳しい法律や規則がある。コードがあるのでト
レーサビリティが確認できる。アニマルウェルフェアのための認証をつくるという話もあったが、各国の規制が守られていてアニマルウェルフェアに満たない畜
産農家はほとんどいないことがわかったため、あえて作る必要はないということになった。
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（３）ヒアリング記録
伊タンナー②
1. 事業者概要
 1985年創業。もともと下請けであったが、国際市場が変化するのに対応する中で、現在ではわれわれが直接元請となっている。
 われわれの顧客にはLVMH、ケリング、Michael Korsなど。この地域でも小さいタンナーは減少した。売上の50％が輸出。残りの50％はイタリアだが、他の
タンナー用のための原皮加工も含まれる。
2. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応
 トレーサビリティ対策は生産上の制約とはならない。原皮は、と畜される場所まで把握している。知っている場所から原皮を仕入れるほうが一定の品質があ
ることがわかっており、むしろ都合がいい。このようにトレーサビリティは製造上の工程管理に役に立つ。ロットごとに仕入れ、どこから仕入れたものか記録し
ている。仮に問題があった場合、どこで問題が発生したか把握できる。
3. 認証の重要性
 LWGは2018年に取得した。インターネットの検索でLWGの存在は知っていた。また、顧客の一つであるインディテックスからも教えてもらった。
 LWGの廃水、化学製品利用などの条件を満たして取得した。従来より環境配慮を意識して生産してきたため、LWG認証取得ができた。
 LWGの認証を取得することでZDHC（（Zero Discharge of Hazardous Chemicals））のウェブサイトが利用できるようになった。
 ZDHCのウェブサイトは化学製品のサプライヤーがつくったものであり、加入条件はいくつかあるが、そのひとつがLWGである。ウェブサイトには化学製品の
成分内容が開示されている。それを見ると、その化学製品が加工に適しているかどうかが判断できる。LWGのランクにかかわらず認証取得者はウェブサイ
トが利用可能である。タンナーは化学製品をブレンドして使用する。長年の経験からある程度はどの製品を使えばどういった反応があるかわかっているが、
ウェブサイトにはあらゆる分析データが網羅されているため、新たな添加物を何にするかを決める際に役立つし、新しいデータにすぐにアップデートされる。
 廃棄物処理、労働条件配慮などにも取り組んでおり、労働条件についてはISO18001を取得している。ISO18001はLWGよりも前に取得している。
 LWGを取得していると、他の認証も取得しやすくなる。ケリングやLVMHからも環境配慮などへの対応が求められるが、彼らの基準はLWGと8割程度重なる。
 ICECはISO9001をベースにしている。ICECもLWGも内容は重なっているが、今の規制にはLWGのほうが合致していると考えたためLWGを取得した。また、
世界的な知名度はLWGのほうが圧倒的に大きい。
 LWGのガイドラインを理解するのは大変である。LWGにあわせてデータも準備しなければならない。当社はほとんどの項目でLWGのゴールドを取得できる
レベルにあるが、ゴールドを取得するためには避難訓練をもっと頻繁に行わなければならず、それは操業を止めることになのでやりたくない。
 そのほかゴールドをとるためにはエネルギー消費量を減らさなければならない。当社はゴールドの基準よりも若干多めにエネルギーを消費していた。
 ゴールドのほうが宣伝効果はあるだろう。認証への顧客の関心は高く、どういった認証を取得しているのかよく聞かれる。認証の水準が高ければPR効果が
あると考えられる。当社がLWGを取得したらすぐに顧客から問い合わせがあった。
 すでに取引関係がある相手であればLWGがなくても困らないが、より多くの顧客を相手にするのであれば、認証があったほうが相手に知ってもらえるのでビ
ジネスチャンスは広がる。ブランド側からも認証が求められる。
 イタリアのタンナー全体の傾向を見ると、イタリア国内市場や顧客を相手にしているタンナーはそこまで認証に関心がない。国際的に展開をしているタンナー
は認証の重要性がよくわかっている。国際的にビジネスをするには環境配慮やトレーサビリティへの対応が不可欠である。仮に顧客から求められないにして
も認証は事業にとって有用である。認証を取得するなかで製造プロセスをしっかり管理できるようになる。これは経営上プラスである。
 LWGの手続きやガイドラインの理解は外部コンサルタントを頼った。その人は皮革の業界に詳しい個人コンサルタント。アニマルウェルフェアはLWGに含ま
れない。頻繁に規定が変わるので将来はわからないが。アニマルウェルフェアは基本的に畜産業界の問題であろうが、皮革に携わる業界の一員としてアニ
マルウェルフェアに関心はある。健康に育てられている牛のほうがいい革になると思う。
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（３）ヒアリング記録
伊タンナー③
1. 事業者概要
 売上は年間1000-1700万ユーロ。従業員は40-50名。
 顧客は欧州やアメリカの外国の大手ブランドなど。ただし、ブランドの工場への輸出なので、輸出相手国は香港や中国、ベトナム、インドネシアなどである。
65％が輸出で、残りの35％がイタリア国内。用途は靴やバッグ、アパレル用。
2. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応の背景
 環境配慮やトレーサビリティに取り組むのは、自分たちでそうしたことが重要と考えることと、市場からの要求に応えるためである。
 ワニ革や毛皮など（毛）革利用のためだけを目的にしたものは受け入れられにくくなっている。レザーは畜産の廃棄物を利用している。ビーガンやベジタリア
ンは数にしてはとても小さな割合であり、ほとんどの人は肉を食べる。革は長持ちするので環境にも優しい。しかし、最近の傾向に懸念は抱いている。自動
車用の皮革でも自然由来の革が使用されなくなってきている。皮革業界は動物の敵、環境負荷が大きいというイメージが広まっている。
3. 認証の重要性
 取り組みを始めて認証を取得し始めた当初は報われないと感じた。顧客が認証のことをよく知らなかったためである。今は報われていると感じる。最近はむ
しろ顧客から認証の有無を聞かれるようになった。認証があれば、環境配慮やトレーサビリティに対応できていることが証明できる。LWGは宣伝になる。
 ICECの認証を最初に取得した。ICECはどのような認証が必要か方針を示してくれたため。最初に取得した認証はメイドインイタリー。これを選んだのは当
時すでに認証取得に必要な条件を満たしていたため、取得が容易だったためである。当社は原皮を仕入れた後は、全行程をイタリア国内で生産しており、メ
イドインイタリーの基準を満たしていた。一つ認証を取得したあとは、取得できそうな他の認証を取得していった。次に取得したのは労働条件に関する認証。
 当社はもともと環境配慮やトレーサビリティへの関心が高く、すでに認証取得の条件を満たしていることも分かったので、徐々に認証を増やしていった。
 環境についてはISO14001を取得している。皮革製造は廃水処理が大きな問題だが、それについてはコンソーシアムで廃水処理施設を持ち共同で対処して
いる。リサイクルできるよう分別も徹底している。
 LWGは顧客から取得するよう要望があった。LWGはICECよりも宣伝が上手。タンナーに対して売り込むのではなくメーカーに積極的に売り込んでいる。
メーカーが説得され、そしてわれわれタンナーにLWG認証取得を求めるようにしている。
 LWGの監査は下請けも対象になるので、下請けに徹底させることが大変である。
 当社はISOやICEC認証に対応してきたので、その過程でLWGに必要な要件の8割程度は満たしていた。一からLWGを取得するのは大変だろう。各要件に
対する従業員の理解の程度も求められる。
 ICECとLWGは内容的に大きく違うものではないが、LWGは環境重視で、大手ブランドがメンバーに入っている。ICECはタンナー業界のニーズからうまれた
もので、タンナーの指導の役割が大きい。
 LWGゴールドを取得できたほうがいいが、現状ではシルバー以上を取得するのは難しい。ゴールドになるには原皮の調達先をLWGにしないといけないが、
これはなかなか大変である。
 トレーサビリティ確保のため原皮をどこで調達しているかは把握していて、と畜場がどこか把握している。と畜場でアニマルウェルフェアに基づいて、と畜され
ているかどうかまでは確認していない。
 公的なまたは業界団体からのLWG取得支援はない。完全に自分たちだけでコストを負担した。イノベーション用のEU補助金はあるが、LWG等の認証取得
やそのための設備投資などでも使用できるのかもしれないが、申請が面倒であり、補助金の要件を満たすのも大変である。また皮革だけが対象ではない。
 環境配慮やトレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの関心は今後さらに高まっていくだろう。当社が認証を取得するタイミングが市場での関心の高まりの
タイミングが合致したことは幸運だった。環境にやさしい生産や製品検査が重要である。化学製品が環境負荷のないようにしなくてはならない。電力は再生
可能エネルギーが求められる。われわれは自家発電ではなく、再生可能エネルギー施設と契約している。
 古い設備だと認証を維持するのが大変である。
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（３）ヒアリング記録
伊皮革認証機関、伊皮革業界団体
1. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応の背景
 ここ5年から10年でトレーサビリティやサステナビリティ、アニマルウェルフェアへの顧客や消費者の関心は高まりつつある。イタリアのタンナーの顧客は高級
ブランドや自動車業界、インテリア業界などであり、業界や企業によって関心ある分野に相違はあるものの、総じてこれらへの関心は高い。
 また、大手ブランドはMRSLといった製造時使用制限物質リストへの対応が必要なため、サステナビリティの問題に取り組んでいる。
 トレーサビリティのうち、アニマルウェルフェアへの関心が最近高まっている。当業界団体としてもこうしたトレンドに対応する必要を感じている。アニマルウェ
ルフェアについては科学的な基準がなく、感情に基づいた批判が起こりやすい。
 イタリアは120か国から原皮を輸入している。欧州諸国からの輸入原皮であれば問題はないが、アフリカはトレーサビリティをしっかり把握することが大切。
 高級ブランドを顧客にせず、イタリア国内でビジネスをするタンナーであっても環境やトレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応はするべきであるし、
実際取り組みを進めているタンナーも多い。当業界団体は毎年サステナビリティ活動レポートを発行しており、今年で16回目である。もともとタンナー業界に
とって環境問題とは有毒化学品対応であった。それがやがてサステナビリティやアニマルウェルフェアといったより価値観や倫理に関する問題にシフトしてき
た。メイドインイタリーに皮革は安全で安心であり、制度的にもそれが担保されていることが大切であるから、タンナーはこれらの問題に取り組むべきである。
2. 環境配慮、トレーサビリティ、アニマルウェルフェアへの対応
 アニマルウェルフェアへの対応で難しいのは、直接的に対応をする主体が原皮の仕入れ先である畜産農家ということ。タンナー業界としては畜産農家からい
かに畜産物に関する情報を入手するかが課題となる。われわれは原材料である原皮の生産を畜産農家に依存しており、原皮のトレーサビリティを明らかに
できるかどうかは畜産農家の良心に依存する。畜産農家の関心は良質な肉の生産であり、いい原皮をつくるために家畜を育てているわけではない。
 当皮革認証機関と当業界団体は消費者や顧客に科学的に正しい情報を伝えるため、ミラノ大学の獣医学部と協力して原皮の仕入れ先国のアニマルウェル
フェアに関する法規制の整備状況について調査した。調査内容は飼育、輸送、と畜方法の法規制内容とそれがどう実施されているか。原皮仕入れ先国の多
くでアニマルウェルフェアに関する法規制が導入されており、家畜は各国の法律によって保護されていることが明らかとなった。
 調査結果をもとにアニマルウェルフェアに関する各国の法整備状況をマップ化し、リスク状況がわかるようにした。今後は当皮革認証機関の認証を取得して
いる事業者にリスク国の情報を提供し、気を付けるよう促していく。また、消費者や顧客への普及啓発にも活用する。
 トレーサビリティは単に製造工程を管理するだけの問題ではなく、環境や社会的な側面も含まれている。原皮を輸入するブラジルでは家畜は放牧されている
のでアニマルウェルフェア上の問題は少ないが、畜産のために森林が伐採されている。輸入先国でこうした問題があることを把握しておくことが大切である。
3. 認証の重要性
 イタリアは認証の先進国であり、売上ベースでイタリア全体のタンナーの50%が認証を取得し、事業者ベースでは75%にのぼる（当皮革認証機関の認証に
限らず、ISOや欧州規格（EN）、イタリア規格（UNI）なども含む。また、当皮革認証機関以外の認証団体の監査を受けた事業者も含む）。すでに国際規格が
存在する分野についてはそれで対応できるが、皮革分野のトレーサビリティについては国際規格が存在しないため、7-8年前に当皮革認証機関独自の認証
をつくった。
 当皮革認証機関のトレーサビリティ認証を取得している事業者は約60社（トレーサビリティ以外の認証を含めると200社以上）。ほとんどがイタリア事業者。
認証取得事業者の多くは大規模なタンナーで一部半加工品メーカーが含まれる。
 当皮革認証機関のトレーサビリティの認証は商品単位。そのため同じ事業者のなかでも認証を取得している商品もあればそうでない商品もある。
 トレーサビリティへの対応状況はタンナーによって異なる。認証を申請した時点で原材料をトレースするための資料が整理されている事業者もいれば、そう
でない事業者もいる。一から準備するタンナーは認証取得まで苦労するだろう。認証取得支援をする外部コンサルもいる。
 認証取得が容易になるかどうかは原皮の仕入れ先の規模によっても左右される。大規模な仕入れ先であれば家畜の飼育地や、と畜地に関するデータを整
理しているであろうが、そうでない仕入れ先を利用している場合、タンナーは原皮の出どころを把握するのに苦労する。
 タンナーには過去一年間の発注状況のデータをまとめさせる。このデータ整理のため数か月の準備期間が必要。当皮革認証機関の監査は1日。
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4. 国内皮革関連産業への対応方針の検討
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（１）調査結果から得られる示唆
①皮革関連産業におけるサステナビリティへの配慮に関する現状と課題

 欧米を中心に皮革関連産業におけるサステナビリティへの配慮の要請が高まっており、高級ブランドや大手皮革製品メーカーを中心に
LWGをはじめとする国際認証を取得している事業者からの皮革調達が拡大している。
 高級ブランド、大手メーカー等との取引や、海外輸出を行う皮革メーカーにとって、サステナビリティに関する国際認証の取得が不可欠にな
りつつある。これはイタリア・フランスの皮革関連産業界および国内の皮革製品メーカー、商社・卸事業者などで一致した認識である。
 現在国際的に普及が急速に進むLWG認証は環境パフォーマンスが要求されるなど認証取得のハードルが比較的高い。
 「日本エコレザー」は取り組みの一助となるが、国際的な認知不足や、基準がカバーする範囲、基準改定スピードを課題視する声も。
海外の状況 （文献調査およびイタリア・フランス現地調査）

国内の現状と課題（※）

 欧米を中心に、事業活動に対するNGOの監視や消費者のサステナビリ
ティへの関心の高まりから、皮革製造、皮革製品製造においても下記のよ
うなサステナビリティへの配慮が求められるようになっている。

 国内の皮革製品メーカーや商社・卸事業者からは、国内皮革メーカーが
国内取引だけを考えるなら、当面は必ずしもサステナビリティに関する国
際認証取得がなくとも取引可能との見方もある。しかし、高級ブランドや大
手皮革製品メーカーとの取引および海外輸出展開にあたっては国際認証
（現状では特にLWG）の取得が不可欠になるとして海外皮革関連産業界
と概ね同様の認識が持たれている。国内外の状況から、対応が急務との
危機感を持つ皮革メーカーもある。

•

化学物質、エネルギー、水、大気汚染、廃棄物、排水などの環境側面での対
策

•

アニマルウェルフェア、従業員の労働環境や安全、地域住民との関係などの
社会側面での対策

•

サステナビリティに関するマネジメントシステムとトレーサビリティの確立、など

 実際に現地調査を実施したイタリアやフランスの皮革メーカー、皮革製品
メーカーもサステナビリティに配慮する対策が行われており、LWGやICEC
といった皮革関連のサステナビリティに関する国際認証取得や、認証取得
メーカーからの皮革調達も広く拡大しつつある。
※（参考）LWG認証は原皮から仕上げ革の全工程を行う事業者のほか、一部工
程を行う事業者も認証を受けられる（23頁参照）。皮革製造に複数事業者が関
与する場合、原皮から仕上げ革に至る全ての過程をLWG認証取得事業者が
担っていれば仕上げ革はLWG認証事業者の皮革と表明できる。

 特に皮革メーカーにとって、サステナビリティに対する意識が高まっている
富裕層に製品を供給する高級ブランドや、グローバルなサプライチェーン
を持ちニーズが多様化する幅広い消費者に製品を供給する大手皮革製
品メーカーと取引する場合、また海外輸出を展開する場合には、もはや国
際的に通用する認証取得が不可欠との認識が拡がっている。
 皮革関連産業において国際的に急速に普及が進むLWGの認証は、欧米
だけではなく、中国、インド、ブラジルをはじめアジア・中南米諸国でも認証
取得事業者が急増している。
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 今後、国内取引でもサプライチェーンマネジメントの観点から徐々にサステ
ナビリティへの配慮を求めたい考えを示す皮革製品メーカーもあり、皮革
調達時に国際認証が取得されていることが選定のポイントになりつつある。
 LWG認証ではISO14001のような環境マネジメントシステムだけではなく、
実質的な環境パフォーマンスが要求され、中には車両と人の通行帯区分
など一定規模以上の工場でなければ対応困難な内容も含まれる。中小事
業者が多い国内皮革メーカーにとって認証取得のハードルが比較的高い。
 国内では従来から一般社団法人日本皮革産業連合会によって「日本エコ
レザー」の認定が行われており、サステナビリティへの配慮に取り組む際
の１つのツールになり得る。現在、国際的なサステナビリティの動向も踏ま
えた認定基準改定作業が進められている。
 ただし、「日本エコレザー」は国際的に認知されておらず海外では通用しな
いとの指摘もある。基準改定によって化学物質管理等で国際的な基準に
近づくと評価される一方、今後も国際基準の改定スピードに合せられるか
どうかを課題視する意見や、外国人労働者の労働環境など社会的側面を
含め拡充してほしいとの指摘もある。
（※ 国内皮革関連産業における対応方針を検討するため、国内の皮革製品メー
カー、商社・卸事業者、皮革メーカーにヒアリングを行った結果等から整理）

（１）調査結果から得られる示唆
②皮革関連産業におけるアニマルウェウフェアへの配慮に関する現状と課題

 欧州では一般にアニマルウェルフェアへの配慮が要請され、皮革関連産業でも無視することができない状況にあるが、基本的には「食肉
の副産物」であれば許容されている。
 国内の皮革製品メーカーや商社等でもアニマルウェルフェアに関する海外の状況は注視されており、サプライチェーンにおけるサステナビ
リティへの配慮の必要性が高まる中で、今後は皮革メーカーも看過することはできない状況にある。
 EU諸国では畜産業におけるアニマルウェルフェアの対策が進んでいることを背景に一定程度アニマルウェルフェアに配慮した原皮を調達
できる状況にある。皮革製造でトレンドとなっている原皮調達時のトレーサビリティの確保もアニマルウェルフェア対策として機能している。
 一方、国内産原皮は通常、「食肉の副産物」であるという点は充足されるが、畜産業におけるアニマルウェルフェアの対策の進捗や原皮の
トレーサビリティの実現可能性の現状から、個々に確認や留意が必要な現状にある。
海外の状況
（文献調査およびイタリア・フランス現地調査）
 従来からアニマルウェルフェアへの関心が高い欧州
諸国を中心として、一般に配慮することが要請され
るようになっており、皮革関連産業でも無視すること
ができない状況にある。

 欧州諸国でもヴィーガンの存在などを背景に、一部
には皮革使用自体を問題視するラディカルな意見も
あるが、基本的には食肉の副産物であれば有効利
用として許容されている。

国内の現状と課題（※）
 国内の皮革製品メーカーや商社等も、海外の状況を注視し、アニマルウェルフェアに留意している。
皮革について海外同様に食肉の副産物であれば許容されるとの認識が示されている。
 ただし、今後、動物愛護団体等の社会的要請で、エキゾチックレザーなど個別に食肉の副産物で
あっても使用回避・中止を検討する必要が生じるものもあり得ると指摘されている。アニマルウェ
ルフェアに配慮した原皮調達に取り組む皮革メーカーもある。
 国内でも畜産業におけるアニマルウェルフェアの対策が進められているが、現状ではなお一層の
普及や対策水準の向上が求められる状況にあると思われる。
•

 EU諸国ではEUの規制によって畜産業におけるア
ニマルウェルフェアの対策が進んでおり、EU域内産
の原皮については、一定程度、アニマルウェルフェ
アが確保される状況にある。
 欧州の皮革製造では原皮調達でトレーサビリティを
確保することがトレンドとなっており、EU域外から輸
入するものを含め、原皮調達におけるアニマルウェ
ルフェアへの配慮に寄与している状況にあると言え
る。
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国内では家畜の飼養管理等について、動物愛護管理法の下、環境省により「産業動物の飼養及び保管に関する基
準」「動物の殺処分方法に関する指針」で基本的な原則が示されている。さらに農林水産省は国際獣疫事務局
（OIE）のコードを踏まえ、畜種別の「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」や、「アニマルウェル
フェアの考え方に対応した家畜の輸送に関する指針」「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内にお
ける殺処分に関する指針」（以上、「（公社）畜産技術協会」）の普及を図っている。
（参考：農林水産省「アニマルウェルフェアについて」
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare.html）

•

平成28年度に農林水産省事業で実施された飼養管理指針チェックリストに関するアンケートでは、回答した畜産農
家において比較的、指針で推奨している飼養管理方法の実施率が高い傾向にあるものの、中には指針とは異なる
方法で管理している農家が一定水準存在する項目も見られる。
（参考：（公社）畜産技術協会「アニマルウェルフェア」

http://jlta.lin.gr.jp/report/animalwelfare/）

 国内産の原皮については、流通の実態から、畜産農家や食肉処理場に至るトレーサビリティを確
保することは現状では難しいと指摘されている。
（※ 国内皮革関連産業における対応方針を検討するため、国内の皮革製品メーカー、商社・卸事業者、
皮革メーカーにヒアリングを行った結果等から整理）

（２）国内皮革関連産業における対応方針について
対応方針に向けた提言

 以上①、②で述べた、皮革関連産業におけるサステナビリティ、アニマルウェルフェアへの配慮に関する現状と課題を踏まえると、今後の国
内皮革関連産業における対応方針として次のことが求められる。
※末尾に、国内の皮革製品メーカー、皮革メーカーによるサステナビリティ、アニマルウェルフェアへの配慮に関する事例紹介を掲載する。取り組み等の参考にされたい。

国内皮革関連産業における対応方針についての提言
＜サステナビリティへの配慮の必要性＞
 皮革関連産業をとりまく国内外の動向や「持続可能な開発目標」（SDGs）等の社会的要請から、今後は国内の皮革製造、皮革製品製造においても、環境・
社会・経済の３つの観点から事業活動が及ぼす影響を考慮し、積極的にサステナビリティへの配慮に取り組むことが求められる。
 サプライチェーンの上流に位置する皮革メーカーも喫緊の課題として認識し、段階的にでも対応を図っていくことが求められる。
• 皮革製品メーカーや商社・卸事業者が皮革を調達する際、サステナビリティへ配慮しているかどうかが取引の継続や開始の重要な判断材料になりつつ
あることに留意が必要である。
＜皮革メーカーによる取り組み方策＞
 サステナビリティへの配慮を証明する手段として、また取り組むうえでの具体的な指針・マイルストーンとして、LWGやISO14001などの国際認証や日本エ
コレザーなどの国内認証の取得を目指して、対応を進めることも一つの有効な方策である。
• 高級ブランドや大手メーカーとの取引や海外輸出展開においては、LWGなどの国際認証取得が不可欠になるなど、サステナビリティへの配慮は宣言で
はなく証明が求められるものであることに留意する必要がある。
• 認証取得にはコストや手間もかかる一方、取り組むことで事業活動プロセスの改善や効率化・生産性向上につながる面もある。何より認証取得により取
引先や消費者へのアピールにつながり、新規の取引・顧客の開拓にもつながりやすくなることを考慮する必要がある。

 各認証制度は特徴や取得難易度が異なることから、自社が置かれている状況やターゲットとする顧客などを勘案しながら、どのように取り組むか、どの認
証取得をめざすかは十分に検討する必要がある。
• 現在、皮革分野では有名ブランドによって立ち上げられたLWG認証が急速に普及し国際的通用度が高いが、環境パフォーマンスが求められるため設
備投資が必要になるなど取得難易度が比較的高く、相応の規模の事業者・工場でないと対応が難しい内容も含まれる。
• 日本エコレザーはLWGと比べると国際的な通用度は低下するが、皮革製造メーカーの視点を考慮して基準が策定され取り組みやすい。
• ISO14001は環境マネジメントシステムの中で最も国際的通用度の高い規格認証であり、マネジメントシステムの確立にもとづいて継続的な改善を図っ
ていくものであることから、初めから環境パフォーマンスが要求されるLWG認証に比べると導入しやすい面がある。国内でも中小事業者向けに提供され
ているエコアクション21や段階的取り組みを後押しするエコステージといった環境マネジメントシステム認証制度が存在する。
• 日本エコレザーや環境マネジメントシステムの認証取得から着手し、徐々にLWGといった難易度の高い認証にステップアップしていくことも考えられる。
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（２）国内皮革関連産業における対応方針について
対応方針に向けた提言－つづき
国内皮革関連産業における対応方針についての提言－つづき
＜アニマルウェルフェアへの配慮の方向性＞
 皮革関連産業におけるサステナビリティへの配慮の一環として、アニマルウェルフェアへの配慮にも留意する必要がある。
• 現状では基本的に「食肉の副産物」であれば許容されるが、特定の皮革素材の使用回避や中止等を求める動物愛護団体等の意見など社会的な要請
を注視し、対応を検討していくことが望まれる。
 アニマルウェルフェアおよびその他のサステナビリティに関する対策を実施する体制づくりの一環として、国内皮革関連産業における流通の実情を踏まえな
がら、原皮や皮革のトレーサビリティを確保できるよう調達先への確認等を実施していくことが求められる。
• 欧州諸国では皮革関連産業のサステナビリティへの対応の主要要素として、トレーサビリティの確保が含まれており、LWGやICECでも要求項目や認証
基準に含まれていることに留意する必要がある。
• 使用される原皮は、国内産、国外産を問わず、可能な限り、トレーサビリティが確保されているものを選択することが望ましい。その際、可能であれば、
供給源となる畜産農家での飼養管理や食肉処理場での殺処分の方法がアニマルウェルフェアに配慮されているか確認することが望ましい。
＜官民および皮革関連産業界、関連業界等の連携による取り組み環境整備＞
 国内皮革関連産業界では中小・零細事業者が多く、サステナビリティへの配慮の取り組みやLWGなどの国際認証取得も容易に対応できないケースも多い
と想定されることから、国、自治体、業界団体、皮革メーカー、皮革製品メーカー、商社・卸事業者等が連携して取り組みの環境を整えていくことが求められ
る。例えば、下記に例示するような対応策が考えられる。
• 国、自治体等による、生産性向上とサステナビリティへの配慮（エネルギー効率向上など）の双方に貢献する設備導入等を対象とする補助金の提供、ま
たは活用可能な補助金制度等の紹介

• 国、自治体、業界団体等による、皮革メーカー、皮革製品メーカーの取り組みの事例、ノウハウ等の情報収集、提供
• 皮革関連産業のバリューチェーンを通じた、皮革製品メーカー、商社・卸事業者、皮革メーカーの連携、相互支援
• 業界団体や大手皮革メーカー、大手皮革製品メーカーの連携による、LWG等の国際認証取得の推進やPR活動を通じた、国内産皮革・皮革製品の品
質とサステナビリティ面での信頼性の国際的発信、認知向上
• 日本エコレザーなど業界団体等が提供する認証と国際認証における基準の調和・互換性の継続的かつタイムリーな検討や、段階的な取り組みを支援
する認証制度その他支援ツール類の整備・提供
• 皮革産地の分業体制における事業者間連携を通じた、サステナビリティへの配慮の取り組みや国際認証取得（LWG認証等）、など
 国内畜産業におけるアニマルウェルフェア対策の進捗を踏まえつつ、皮革関連産業および畜産業の業界団体等が連携して原皮のトレーサビリティやアニ
マルウェルフェアへの配慮に関する情報把握のあり方を検討していくことが求められる。
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株式会社アシックス ： LWG認証工場からの皮革調達とアニマルウェルフェアへの対応
皮革製品メーカーの取り組み紹介
【LWG認証皮革の調達】
 株式会社アシックス（本社：兵庫県神戸市中央区）は、国内最大手の総合スポーツ用品メー
カーであり、スポーツ用シューズのほか、ファッション用・ビジネス用シューズや、スポー
ツ用のボール、グローブなどの製品で皮革を使用する皮革製品メーカーでもある。グローバ
ルに事業活動を展開する同社ではサプライチェーンから製品の提供、そして従業員や地域社
会との関わりに至るまで事業活動のあらゆる場面におけるサステナビリティへの配慮に力を
入れている。
 同社では2016年から2020年までのサステナビリティ目標を策定している。2020年度ま
での目標の1つとして、「シューズの天然皮革量の80%をLeather Working Group
（LWG）格付けを取得したなめし革工場から調達する（対象：ASICS, ACICSTIGER,
Onitsuka Tiger）」を掲げている。この目標は既に2018年度までに88%をLWG格付けを
取得したなめし革工場から調達して達成している。同社では皮革調達が増加する可能性もあ
る中で、今後も引き続きLWGの認証を取得した事業者・工場からの調達を他ブランドも含
め拡げ、調達比率も維持・拡大を図っていく方針を持っている。
 （株）アシックスが皮革調達におけるサステナビリティ対応を検討しはじめたのは、アマゾ
ンの熱帯雨林が牛肉や牛革を目的とする牧畜への転換で破壊されているとの環境NGOの批
判や、これを受けて世界的なシューズブランドがトレーサビリティの取り組みを強化する流
れが強まってきたことに端を発する。それまで皮革調達におけるトレーサビリティを確認で
きていなかったことから、社内プロジェクトを立ち上げ、調達フローを見直すところからス
タートした。

LWG認証皮革を使用したファッション用シューズ

Onitsuka Tiger 「MEXICO 66 SD」（品番1183A872/色番750）

 皮革に関するサステナビリティ対応に関する国際動向を調査する中で、LWGが既に多くの
グローバル企業も参画し、皮革分野に関しては最も国際的に通用する認証であるとの判断か 【アニマルウェルフェアへの対応】
ら、LWG認証事業者・工場からの調達を検討した。実際にLWG認証事業者・工場の皮革の  （株）アシックスでは、製品の材料のガイドライ
化学物質を検査した結果、六価クロムをはじめ有害化学物質が検出されないことが確認され、 ンを策定し、動物由来素材に関しアニマルウェル
フェアの指針を策定している。
信頼性のある認証であると判断した。そして、2018年2月には日本のブランドとして初め
てLWGに加盟した。
 その中で、「アニマルウェルフェア（動物福祉）
が尊重され、適切な飼養管理がなされているこ
 現在、海外向けの皮革製品については基本的にLWG認証事業者・工場の皮革を調達し、国
と。」「全ての皮革が食肉産業の副産物であるこ
内向けのビジネスシューズについては、皮革としての品質や加工の容易さなどの観点から、
と。」などを掲げ、製品開発時等における材料検
国内タンナーの皮革を調達し、化学物質管理等については同社独自基準でチェックする形で
討基準としている。
対応している。しかしながら、今後は国内タンナーからの皮革調達でも可能なかぎりLWG
（参考）ASICS ”I MOVE ME; SUSTAINABILITY REPORT 2018”p.21.
認証事業者・工場からの調達を増やしていきたい意向を持っている。
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【協力・写真提供：（株）アシックス】

有限会社 繁栄皮革工業所： LWG認証取得とアニマルウェルフェアへの対応
皮革製造事業者 （タンナー）の取り組み紹介
有限会社 繁栄皮革工業所

【LWG認証取得の取り組み】
 国内の皮革製造（タンナー）大手である有限会社 繁栄皮革工業所（兵庫県たつの市・中嶋あ
すか社長）は、2018年11月、国内タンナーとして初めてLWG認証（合格）を取得した。
 2015年、世界最大の皮革展示会「リネアペッレ」（イタリア・ミラノ）で数多くの出展者が
LWG認証マークを表示しているのを目のあたりにした中嶋あすか社長は、今後の皮革製造に
おけるサステナビリティ対応やLWG認証取得の必要性を強く意識し、認証取得に向けた準備
を開始した。その後、ある皮革製品メーカーの皮革調達責任者からLWG認証取得予定につい
ての質問を受けたことも取り組みを後押しした。
 しかし認証取得への道は容易なものではなかった。LWGではISO14001認証のようにマネジ
メントシステムを確立するだけではなく、実際に高い環境パフォーマンスが要求され、かつ第
三者検査機関によるエビデンスにより証明しなければならない。そのため、エネルギー効率を
高めるため設備投資を行うほか、EUのREACH規制に対応できるようイタリアの薬剤メー
カーとの直接取引ルートを開拓して使用薬剤も切り替えた。さらに省エネ・省資源に向け細部
の作業工程も見直した。LWGでは「日常管理（ハウスキーピング）」の要求項目もあり、構
内では安全管理のために作業車両と人の通行帯をラインで区分する必要もあった。こうした試
行錯誤をしながら約2年間の準備期間を経て、認証（合格）にこぎつけた。
 LWG認証取得には高いハードルもあったが、取得したことによって、同社では数多くの有名
ブランドや大手皮革製品メーカーなどの新規顧客や新規取引の開拓につながっており、今後の
事業展開の大きな足がかりを築くことに成功した。

工場内は作業車
両と人の通行帯を
ラインで明確に区
分している．
LWG認証取得に
はこうした安全管
理の対応も求めら
れる．
【アニマルウェルフェアへの対応】

 （有）繁栄皮革工業所では海外でアニマルウェル
 LWGの認証ランクは、要求項目の全てが85点以上で「ゴールド」、75点以上で「シル
フェアの要求が高まっていることも注視し、対応
バー」、65点以上で「ブロンズ」、50点以上で「合格」となる。大半が85点以上でも1項目
している。
で50点未満になれば認証取得できない厳しい基準となっており、初めての審査では9割が不合
格になると言われている。同社は今回、大半の項目で75点以上を獲得したが、2項目で65点  海外でも食用肉の副産物の皮革であれば有効利用
を割り込み、認証ランクは「合格」となった。認証は2年間ごとの更新となるため、同社では
として許容されるが、それを示すにはLWG認証
次回の認証で更なるランクアップを目指して取り組みを続けている。
でも要求されるトレーサビリティが必要になる。
また、動物愛護団体の中には高級皮革で使用され
 また、同社では国際的に日本の皮革の良さとサステナビリティへの対応を発信していくため、
るカーフ（仔牛）、キップ（青年牛）の使用を批
日本の皮革製造（タンナー）業界でLWG認証取得が拡大していくことを期待している。認証
取得には高い環境パフォーマンスや、一定規模以上の工場でなければ対応が難しい基準もあり、 判する声もあることから、これらの原皮使用を回
避したうえで、最も品質がよく、かつトレーサビ
LWG認証取得に取り組むかどうかは初めに取得の見通しが立つ状況かどうかの見きわめが重
リティを確保できる「デイリーステア」（北米産
要であるという。（有）繁栄皮革工業所では自社の経験を他の皮革製造事業者（タンナー）に
の去勢したオス乳牛）を原皮として調達している。
伝えることにも前向きな姿勢を示している。
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【協力・写真提供：（有）繁栄皮革工業所】
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