


は、責任ある綿花生産を進め

るための事業計画です。



主導

遵守

            認識

                    理解

                          信念

                    自信

サスティナビリティー（持続可能性）

の思想と合致する基本理念、業界

における最善の実施事例の応用、

それにサプライチェーン上のトレー

サビリティ（追跡可能性）等に立脚

して、世界のコットンユーザーに今

お使いの原料（原綿）が責任ある方

法で生産され、それが識別できると

いう確信と情報を提供する。それが

Cotton LEADS   プログラムの願い

です。コストの負担はありません。

オーストラリアとアメリカ合衆国で責

任のある綿花生産を進めるCotton 
LEADS    プログラムに、どうぞご参

加ください。

TM

TM



プログラム基本
原則

遵守
世界品質のコットンとして求められる社会的、環境上、経済的な要件や各種規制を遵守しています。

認識
持続可能（サスティナブル）で責任ある綿花生産を進めるには、生産者と綿業界が、改善努力、そのための
投資、調査研究、優良事例のノウハウ共有を継続させる必要性を認識しています。

理解
責任あるサスティナブルな綿花生産を主導（リード）することは、それが農場・地域・国家あるいは、国際的プロ
グラムが連携して実施される時に、最大の効果が発揮されるということを理解しています。

信念
世界の繊維市場においてコットンの競争力を維持していく上で、サスティナブルで責任ある綿花生産を目指す
他の同様の主旨のプログラムと連携していくことが重要であるという信念を持っています。

自信
綿花農場から最終製品製造業者まで、その間の生産履歴を追跡できるシステムに自信を持っています。



国家的取組み

規制 対話 投資 改善

オーストラリア アメリカ合衆国

労働規制

消費者の安全

食品安全性

職場の安全性

児童保護

農薬規制

水資源管理

保全プログラム

TM

TMCotton LEADS   プログラムは、国家レベルでの取り組みが責任のあるコットン生産に大き
な機会をもたらすという信念に基づいています。それこそがCotton LEADS   プログラムの
大きな特徴です。国家レベルで改善・改良を継続的に実施し、それを促進・評価していくこと
でアカウンタビリティー（説明可能性）が生じ進歩が生まれるのです。

厳格な規制遵守シ
ステム

綿繊維業界と綿花生
産者との直接かつ包
括的な対話

先進技術、調査研究、
イノベーションへの、綿
関連業界全体による
投資

継続的改善のための
国家レベルでの情報
整備および対応措置



責 任 あ る 綿 花 生 産 に 関 す る

国家及びグローバルレベルでの展望

世界には77ヶ国に2,000万を超える綿花生産者

がいます。農場単位でのサスティナビリティー

に向けた各種の取り組みは、各農場への支援

や認証管理に要する関係費用が嵩み、行き詰

まっているのが現状です。現在進められている

取り組みはいずれも理念は良いのですが対象

となっている綿花は少量に留まり、サプライチ

ェーン全体へ広げよるとすると非常にコスト高

になってしまいます。これを解決するのが

Cotton LEADS   プログラムです。　Cotton 

LEADS   プログラムは、責任ある綿花生産を

進めている国で生産された綿花を扱い、その

供給を世界レベルで増やしていこうとする事業

計画で、現在のところオーストラリアとアメリカ

合衆国で生産される綿花が参加しています。

アメリカ合衆国
オーストラリア　　　

全ブランド
綿花

その他

コットンの世界シェア

2011/12 年度データ (単位-俵)

TM

TM



認証コットンとは

普通栽培
近代的で効率のよい栽培法で、普通栽培された綿は世界

中の市場で取引されています。普通栽培とは、バイオテク

ノロジー、土壌保護を考慮した耕作法、有機肥料、合成肥

料等を組み合わせて使用し、総合的害虫管理（IPM）や最

先端技術を用いて最大限の効果を発揮する栽培法です。

先端技術を用いることで収穫高は飛躍的に伸び、綿繊維

の品質は向上し、より持続可能な綿花生産が可能となり

ます。

合成肥料やバイオテクノロジーを用いない栽培法のことです。害虫駆除にも天然由来の殺

虫剤を使用し、鍬や鋤による耕うんで雑草駆除を行い、肥料には堆肥やマメ科被覆作物を

使用します。有機栽培綿（オーガニックコットン）は厳しい基準や管理方法に沿って生産さ

れ、国家機関による農場監査や査察が義務付けられています。

TMCotton LEADS   プログラムはオーストラリア及びアメリカ合衆国で生

産されているアップランド綿とピマ綿を包括します。普通栽培、有機栽

培のいずれもが対象となります。 世界で生産
される綿花の

は遺伝子組み
換え種です。

有機栽培



オーストラリアの現状

最先端の生産技術や業界全体による継続的な改善努力によって、綿花生産者は高生産性、

高品質で、夾雑物の無い綿花を生産しています。オーストラリアの綿作業界は広範囲にわた

る行政管轄下にあり、国家、州、自治体レベルで厳しい法的枠組が適用されています。業界

団体もまた、規制の実施を働きかけ、遵守に努めています。

バイオテクノロジーの応用に関しては、オーストラリア遺伝子技術規制局（OGTR）が承認、監

視を担っています。農薬に関しては、オーストラリア農薬・動物用医薬品局（APVMA）が登録お

よび使用の規制管理を行っています。その他にも環境省、農林水産省、雇用省、オーストラリ

ア・ニュージーランド食品基準局（FSANZ）、環境保護局、フェアワーク・オンブズマン、オースト

ラリア労働安全審議会等が規制や監視を行っています。



（ベスト・マネジメント・プラクティス：最優良管理事例）

環境管理におけるリーダー
オーストラリアの綿業界で実施されている旗艦的な環境プログラムとしてmyBMPがあります。こ

のプログラムによってオーストラリアの綿花生産は大きな変革を遂げてきました。myBMPは、研

究開発の成果を実際に役立つツールとして農場に還元し、優良な栽培法を編み出し、これによ

り生産効率を最大限に引き上げることが可能となったのです。このプログラムは環境管理の手

本として、綿花業界以外の業界にも応用されています。オーストラリアの綿業界はこの20年の

間に、環境改善に向けて継続して取り組んできました。これは業界全体が共有する一つのビジ

ョンであり、今後もさらなる改善を目指しています。これほど環境の変化を綿密に監視し、優良

事例を応用して農場現場の変革に積極的に取り組んできた業界は、他には無いでしょう。

オーストラリア綿業界
に対する独立環境評価
（1990-2013年）結果

化学農薬使用量の大幅な減少

水利用効率の大幅な向上（年3～4％）

土壌管理と原生植物管理の向上

総合害虫管理（IPM）の普及



高い水消費効率を誇る産業
同量の水消費による増産

消費水量を

削減

オーストラリアの綿業界の水消費効率
は、過去10年間で40%向上しました。

オーストラリアの綿業界は世界で最も

水消費効率に優れた産業の１つです。

適切な品種、世界トップクラスの研究、

最先端技術と最先端農法の応用、これ

らすべてを組み合わせ、１ヘクタール

当たりの水消費量をかつてないほどま

で削減しています。

綿花1トンあたりの水使用量（単位：百万リットル）



害虫管理
農薬使用量を削減しつつ作物を守る

過去15年の間に、
化学殺虫剤の
使用を

削減してきました。

殺
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量
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3年間移動平均

オーストラリアには100種を超える綿花病害虫がいると言われています。害虫管理を行わなけ

れば甚大な被害を受け、収穫量も品質も大幅に低下することになります。オーストラリアの綿花

生産者は、総合的害虫管理（IPM）とバイオテクノロジーとを組み合わせて、従来使用していた

化学農薬の使用を極力抑える努力をしています。



農地利用と土壌保全
丹精して育て、農地面積を削減しつつ収穫量を増やす
オーストラリアでは、生産性の高い農業地域で約1,250の農家が綿花栽培を行っています。今日の
綿花生産業は、効率的でコミュニティ志向が強く、柔軟性に富み、進んだ技術を持った近代的な産
業となっています。

1999年に比べて、
同量の綿花生産
に必要な土地は、

も削減されました。

0ヘクタール

1ヘクタール

2ヘクタール

2.5ヘクタール

3ヘクタール

1.5ヘクタール

世界全体

オーストラリア

オーストラリアで綿花１トンの収穫に必要な農地面積は、他の国に比べて3分の１に過ぎません。

2012～13年のヘクタールあたりの綿花生産量は2,354キログラムで、世界最高を記録しました。



多様な生物が共存する健全な農地

オーストラリアの綿花生産者は、耕うんを皆無か最低限にし、輪

作を行うことで、土壌改善や土壌保全に努めています。

オーストラリアの
綿花農場の

は、原生植生です。

生物多様性とは、ある環境に動物、植物、バクテリア、微生物等、多岐にわたる生命体が共存する

状態のことです。生産者が適切な栽培を進めていることから、オーストラリアの綿作農地では、大

自然と綿花生産とが巧みに共存する、活力に満ちたエコシステムが保たれています。

綿花生産地域には、300種を超える原生鳥類が見られます。これは

オーストラリア大陸に生息する鳥類の３分の１以上に相当します。



カーボン・フットプリント（二酸化炭素排出量）
削減の取組み

農業由来の温室効果ガス排出という点では極め
て優秀だと言えるのですが、オーストラリアの綿花
業界は、農場由来の排出量のさらなる削減を求め
て、気候変動研究にも投資してきました。綿花生
産由来の二酸化炭素排出量は、均衡状態を下回
っています（カーボンマイナス）。つまり、植物内（
綿繊維や種子）に蓄えられる炭素が、栽培過程で
使用される燃料や肥料から放出される炭素量を上
回っているため、綿花栽培によって土壌から排出
される温室効果ガスは最終的にはマイナスの状態
だということです。

燃料効率の高い農業機械の使用
コントロールド・トラフィックシステム（輸送管理システム）
ラウンド・モジュール・ピッカー
（収穫した綿花をシリンダー状の塊に圧縮
してプラスチックのカバーで自動的にラッピングしてい
く機械）
耕うんの削減

農場での実地研究

の結果、耕うんを

最小限に抑える事

によって2000年以

降、エネルギーコ

ストと温室効果ガ

ス排出量が12％削

減されたことが判

明しました。

オーストラリアの綿花生産者は、エネル
ギー効率の向上と温室効果ガス排出量
の削減のために、次のような改革に取り
組んでいます。



アメリカ合衆国の状況

普通栽培、有機栽培いずれも綿花は食用作物として食品医薬品

局（FDA）、米農務省（USDA）、環境保護庁（EPA）等の政府機関

の規制を受けています。また、その他の食用農産物同様に、米国

食品品質保護法（FQPA）の規制の対象となっています。有機栽

培綿に関しては、米国農務省全米有機プログラム（NOP）の基準

が適用されています。



1980年から2011年にかけての
資源利用効率の向上

土地利用

土壌浸食

灌漑エネルギー消費

温室効果ガス

過去最低の
負荷

土地利用

土壌浸食

灌漑用水の使用量

エネルギー使用量

温室効果ガス排出量

減

減

減

減

減 生産高単位の結果

出典：Field to Market: The Keystone Alliance for Sustainable Agriculture　2012

たゆまぬ改善努力の結果、下記５つの

資源全てに関して大幅な削減を達成して

います。以下は、綿繊維1キログラムなら

びに綿種子1.4キログラムを生産する場

合の数値です。

アメリカ合衆国では、最高水準の綿花栽培法

の実践と主要な環境指標の改善が、世界に

先駆けて進められています。



水

アメリカ合衆国の綿花生産者の

1980年以降、綿花１ポンド
生産に要する灌漑用水は

減少しています。

アメリカ合衆国では、灌漑を用いる栽培法と用いない栽培法、いずれも実施されています。綿花栽

培に使用される水は、米国内で使用される農業用水の4％に過ぎません。綿は旱魃に強く、テキサ

ス州西部のような乾燥した地域でも灌漑設備無しで生産することが可能です。

が、効率的な灌漑は必要であると認識
しています。1988年から2008年へかけ
て、効率的な用水を可能とする灌漑設
備は3倍に増加しました。



害虫管理
アメリカ合衆国では、
過去25年の間に、
殺虫剤の使用が

削減されました。

アメリカ合衆国の綿花生産者を対象として2008年に実施された調査によって、アメリカ合衆国の綿

花農場の44％は、殺虫剤の葉面散布を必要としておらず、また綿花農地面積の３分の１は農薬散

布を全く必要としていないことが明らかになりました。アメリカ合衆国産の綿花1キログラム生産に使

用されている農薬総量は平均5.17グラムに過ぎません。

除草剤、殺虫剤、殺菌剤等の農薬によって、雑草、害虫、病気によ
る農作物被害を防ぐことで、世界各地の生産者は一定面積当たり
の収穫高を安定させ、食料や繊維を豊富に手頃な価格で供給して
きました。



農地利用
土壌保全

生産技術の進歩と最善の管

理によって、アメリカ合衆国で

は一定面積当たりの綿花収

穫高が倍増し、生産に必要な

農地面積は減少しています。

土壌保全とは、風雨等の自然

要因による土壌損失を防止す

ることです。近代的な栽培法

によって高いレベルの土壌保

全が可能となると共に土壌へ

の投資効率は向上し、収穫高

の増加と生産コストの低減と

いう両方を達成することがで

きるようになりました。

アメリカ合衆国では1980年
以降、綿花（繊維のみ）
１キログラムの生産に
必要な農地面積は

減少しています。

0ヘクタール

1ヘクタール

2ヘクタール

2.5ヘクタール

3ヘクタール

1.5ヘクタール

世界全体

アメリカ合衆国

米国綿花生産者の３分の２が何らかの形の保
全耕うんを実施しており、この30年間で土壌損
失は68％減少しています。



エネルギー削減
年

12,900英式熱単位(BTU) 

年
9,000英式熱単位(BTU)

栽培から梱包（俵詰め）までの全段階で、
綿花生産はエネルギー的にプラスとなっています。

アメリカ合衆国では、
綿繊維1キログラム生産に要

するエネルギー使用量が

改善されました。

綿花生産に要するエネルギーは、実際には綿実に貯蔵されるエネルギーよりも少なくて済みま

す。この貯蔵エネルギーはバイオディーゼル重油やその他のバイオ燃料によって直接的に、あ

るいは乳牛や魚介類養殖向け飼料として間接的に回収することが可能です。アメリカ合衆国で

は、綿花農場1ヘクタールあたり平均1,400キログラムの綿実が収穫されていますが、これは、ヘ

クタールあたり220リットルのバイオディーゼル重油に相当します。綿実に貯蔵されているエネル

ギー総量は、綿の栽培、ジニング（繰綿）に要するエネルギーを上回っています。



温室効果ガス
耕うん回数の低減やより効率的な灌漑システムの使用といった省エネ農法を進めることで温室効

果ガス排出量の削減を実現してきました。

アメリカ合衆国
では1980年以降、綿花

1キログラム生産によって
排出される温室効果ガスは

低減されました。

綿繊維や土壌の中に貯蔵さ

れる二酸化炭素の量は、全

生産工程で放出される二酸

化炭素量を上回ります。

土壌保全耕うんによって、空

中から土壌中へ捕獲される

二酸化炭素量は増加し、

それによって土壌の改良も

実現されます。



トレーサビリティ（追跡可能性）
TM

オーストラリア、アメリカ合衆国で収穫された綿花には、農場でまず

モジュール札が付けられます。その後ジニング（繰綿）の際、各俵毎

に固有のID（識別番号）が付されます。そのIDを見れば、オーストラ

リアでは元のモジュールと品質データを、アメリカ合衆国ではジン工

場、その検品を担当した米農務省格付け事務所、品質データを検索

することができます。

Cotton LEADS    プログラムが目指しているのは、農場から紡績工場までの履歴
の追跡が可能で、かつ透明性の高い効率的な綿花生産です。オーストラリア、ア
メリカ合衆国いずれにおいても、綿花のサプライチェーンを通じた履歴の追跡、お
よび識別が可能となっています。

この識別システムは既に確立
され、サプライチェーンを通し
た透明性を実現しています。



収穫
ジニング
（繰綿）
工程

格付
格付事務所は、ジン工場から各

俵のサンプルを入手し、サンプ

ル毎に繊維特性を測定します。

オーストラリアでは全ての綿花

がHVI（大量高速綿花品質測定

機）で測定され、その後、米農務

省の標準見本（ユニバーサルス

タンダード）に準拠してカラーとリ

ーフグレードが判定されます。こ

れを担当するのは、ベストマネ

ージメントプラクティス（BMP）に

基づいて認定された独立格付事

務所です。アメリカ合衆国では、

全て綿花は同国農務省がHVIを

用いて検品を行います。オース

トラリア綿の品質データはマー

チャントやシッパーと呼ばれる業

者に問い合わせて入手すること

ができ、アメリカ合衆国綿の品

質データは農務省データベース

上で閲覧可能です。

ジン工場に搬入された時点で、

モジュール札の記載内容がデ

ータベースに登録されます。ジ

ニング後、各俵に恒久的なIDタ

グが付けられます。各俵の両

側から採取されたサンプルが

集められて両者に同じIDが付さ

れます。オーストラリアでは、サ

ンプルは多数ある独立格付事

務所に送られ、アメリカ合衆国

では10箇所ある米農務省の格

付事務所の1つに送られます。

収穫された綿花は、モジュー

ルと呼ばれる巨大な四角形あ

るいは円筒形の装置で圧縮成

形されます。オーストラリア、ア

メリカ合衆国のいずれにおい

ても、モジュール毎に識別札

が付けられ、ジン工場は、それ

によってそのモジュールの綿

花がどこで栽培されたかを知

ることができます。



ID（識別票） 倉庫

恒久的ベール（俵）ID
（PBI）の詳細：

格付
事務所

ジン工場
コード

俵ID
（識別番号）

オーストラリアとアメリカ合衆国か

ら市場に供給される綿花の各俵

には、固有の識別IDナンバーと

バーコードが付けられています。

オーストラリアでは、IDナンバーと

バーコードによって各俵の栽培農

場とジン工場を特定することがで

きます。またアメリカ合衆国では、

IDナンバーを見れば、その俵のジ

ン工場と格付事務所を特定する

ことができます。

オーストラリアでは、ジニング工程後に綿

俵毎にラベルが付けられ、格付けされ、

そして出荷まで倉庫に保管されます。ア

メリカ合衆国では、ジニング、格付後、バ

イヤーによる購入まで倉庫で保管されま

す。アメリカ合衆国では綿花の売買はコ

ーオペラティブ（協同組合）かマーチャン

トと呼ばれる業者によって行われます。

こうして紡績工場では、俵毎に履歴を追

跡することができ、各俵のデータにアク

セスすることが可能です。



先進的
な取組み

追跡可能性
透明性
効率性



率先して変革し、

改善する
Cotton LEADS    プログラムは、責任ある、綿花生産を率先して進めていくプログラム

です。その最たる取り組みが、Cotton LEADS   パートナー間での情報および優良事

例の共有です。これが綿花生産環境を世界規模で改善していくことが可能となるので

す。

TM

TM

TMCotton LEADS    プログラ
ムは、同様の理念と目的を
持った国内外の機関と積極
的に連携しています。



農業の
        枠を超えた取組み

TM

TM

Cotton LEADS   プログラムは、農業の枠を超えた評価にも積極的に関

与しています。コットン・ライフサイクル・インベントリ（LCI）は、綿花生産と

繊維製品製造に関連する、幅広い国際的なデータの提供を目ざしていま

す。それと関連するライフ・サイクル・アセスメント（LCA）は、LCIのデータ

を用いて、特にジャージ（天竺）素材のゴルフシャツやズボン等、代表的

な綿製品についての製品ライフサイクルの評価を行い、包括的な環境デ

ータを提供しています。評価の対象となっているのは衣料品製造から、

消費者の商品着用とそのメンテナンス、輸送、廃棄までのすべての段階

です。評価データに関してはwww.cottonleads.orgで閲覧可能です。

LCA は、コットンの持続可能なサプライチェーンをリードするCotton 
LEADS   プログラムが進めているもう一つの取組みです。



変革と改善の
ためのパートナー

より責任のある農法にたゆまぬ研究

開発が進められています。今後数十

年間に亘って、コットンは拡大しつつ

ある世界人口の需要を満たすという

重責を担うことになるでしょう。そのた

めには責任ある綿花生産が、よりい

っそう重要となってくるのです。

小売業者、各ブランド、製造業者の

皆様、どうぞCotton LEADS   にご参

加ください。そして、農場レベルの調

査研究を支援し、優良事例を普及さ

せ、世界の綿花生産を継続的に改善

していくパートナーシップを構築して

いきましょう。

TM



と共に前進

貴社のサプライチェーンに、

                                
プログラムを取り入れてみませんか。

Cotton LEADS   プログラムに基づいて生産・供

給されたコットンを貴社が好む綿花の１つと認定

して頂くことで、責任ある方法で生産された綿花を

原材料としているという自信をお持ち頂けます。ま

た貴社の支持は業界に広く認知されるでしょう。

TM



Cotton LEADS  は、オーストラリアとアメリカ合衆国の業界

団体の提携で設立されたプログラムです。このプログラム

は、効果的な変革と継続的な改善を実現していくという基本

信条の尊守と国家レベルでの手腕能力に立脚したもので

す。

オーストラリアから3名、アメリカ合衆国から3名、提携業界

団体から2名で構成される委員会が、Cotton LEADS  プロ

グラムの活動および予算を監督管理しています。Cotton 
LEADS  プログラムの詳細とお問い合わせは、

www.cottonleads.org.まで。

TM

TM

TM
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