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• 大量生産、大量消費、大量廃棄型の
社会経済システムでは、資源・エネル
ギー消費の増大をもたらし、それに伴
う温暖化ガス、廃棄物の大量発生、
天然資源の枯渇、資源採取に伴う自
然破壊などの問題が発生。

• 私たちの日々の消費活動は、
「→資源調達→製造→輸送→販売・
購入→使用・消費→廃棄・リサイクル
→」（右図参照）
を通じて、大量のCO2 を排出。

• 製品のライフサイクルにおける地球へ
の潜在的な環境影響を定量的に評
価する手法が、LCA（ライフサイクル
アセスメント）。

①消費活動とCO2排出

イラスト：NACS



• 商品・サービスの「原材料調達から廃
棄・リサイクル」に至るまでのライフサイ
クル全体を通して排出される温室効果
ガスのこと。

• カーボンフットプリントを通じて、消費者
は、消費活動と二酸化炭素の排出との
関わりを知ることができる。

カーボンフットプリント

①消費活動とCO2排出

コラム
算出にかかる手間とお金に対する効果の低さが課題。企業が
多大な予算と時間を割いてCO2削減努力をしても、それが消
費者に伝わらず、買ってもらえない現状もある。



カーボンフットプリントの例：オレンジジュース 出典：CFPプログラム



①消費活動とCO2排出…食について（2018年度推計）

• 日本の食品廃棄物等は年間
2,531万トン、そのうち食
品「食品ロス」の量は年間
600万トン、日本の人口1人
当たりの食品ロス量は年間
約47キロ。

• 世界の食料生産量の約3分
の1にあたる年間約13億ト
ンの食料が廃棄。

• その分の温室効果ガスは約
44億トン、世界の温室効果
ガス排出量の約8％
(EC,2012)。



• 平均的な日本人のライフスタイル・カーボ
ンフットプリント：

住居（約32%: 2.4 tCO2e）

移動（約20%: 1.6 tCO2e）

食 （約18%: 1.4 tCO2e）
• 平均的な日本人の食事に伴うカーボンフッ
トプリントは年間1,400 kgCO2e。このうち
肉類が最大。肉類の消費は一人一年約35kg
で、重量ベースでは約5%であるが、カーボ
ンフットプリントについては約4分の1
（23％）を占める。

出典：IGES （2020）「1.5℃ライフスタイル」

①消費活動とCO2排出…食について



• 国内で１年間に供給される衣服は約35億
着で、約9000～9500万トンのCO２を
排出。国内のCO2排出総量の0.8%。

• 1人あたり（年間平均）の衣服購入枚数
は、18枚、手放す服12枚、着用されな
い服25枚。可燃ごみ・不燃ごみとして廃
棄されるのが68％、古着販売は11％、
譲渡・寄付されるのが３％。

• ゴミとして廃棄される場合、再資源化さ
れる割合は5%程、ほとんどが焼却・埋
め立てられる（年間で約48万トン）。

①消費活動とCO2排出…
衣服について

環境省（2021）Sustainable 
Fashion 



• 廃プラスチック類の燃焼に伴う
CO2の排出量は、全国で年間約
2000 万トン。我が国温室効果
ガス排出量の約1.5%（2007
年）。

• 廃棄プラスチックは、891万ト
ン（2018年）。リサイクル率= 
約２５％。

• 日本は、1人当たりの容器包装廃
棄量世界で2位。

• プラスチックの約半分が使い捨て
プラスチック（容器や梱包資材
等）。その平均使用時間は約12
分。

①消費活動とCO2排出…
使い捨てプラスチックについて

廃プラスチックの排出量（891万トン）の内訳）



CO2排出量 = 人口× × × ×
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②消費活動をどうすればよいか～茅恒等式で考える～
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● の企業を応援する
●製造時に再エネを使用している

商品を選ぶ
（グリーン電力証書）

●脱・大量生産大量
消費、脱使い捨て
●３Ｒを推進する
●「持つ」から「使う」
へ （シェアリング）
●食品ロスをなくす



• 大量生産、大量消費、大量廃棄型経済から循環経済（circular 
economy）への転換。必要なものだけを買い。ものの一生を考えて大切
に長く利用。生産～消費までの間に、世界中で多くの人が関わり、多くの自
然資源が使われており、環境や人に過重な負荷のかかっている商品を排除。

• ２R、３Ｒ、４Rの推進。不要物も社会としての活用。

ごみの分別の徹底、使い捨てプラや食品ロスの削減。

• 生活様式の転換。例えば、肉・乳製品の消費→菜食。

• メーカー・流通における環境配慮設計の推進。

• 地産地消、旬産旬消の推進。地域での農業やその商品の流通を支援（地

域経済の活性化） 。

②消費活動をどうすればよいか



• 環境配慮行動のハードルが高すぎるので、環境配慮行動を簡易化し、促す政策
が必要。環境に優しい行動を促す情報提供など（環境負荷、CO2見える化等） 。

• カーボンフットプリントや環境負荷が大きい製品に課税（環境税等）。その一
方で環境配慮型製品設計の促進や環境配慮行動に、助成や優遇措置。

• 過剰な快適さ追求、人の欲を過剰に駆り立てる商行為に対する何らかの制約的
政策（過剰消費を誘発する、汚染、GHGを大量に排出する製品広告の規制等）

• 製品寿命の延命化、アフターケアサービスを充実させる施策。シェアリングや
レンタルを促す施策。

• 健康や環境に良い行動を促すナッジ政策。野菜売り場やかごの工夫、市の中心
地での自転車専用道路等。

• デポジットシステムの導入など。

③消費の脱炭素を後押しする政策とは



推進したい取組みとは？ 行政施策とは？
―製品利用に伴う脱炭素推進を例にとって―

国、自治体等

市民
消費者 生活者メーカー

流通

環境配慮設計
製品の開発と
生産

製品

市場での
環境配慮製
品の優位性

賢い利用
生活様式

廃棄
リサイクル

行政施策

規制……ルール作り、各主体に一定の行動を義務づけ
経済的手法…促進すべき行為に助成･税等で優遇

望ましくない行為に課徴金を課す
情報的手法…情報の公開、製品への情報表示
環境教育、グリーン公共事業

推進したい取組み

③消費脱炭素を後押しする政策とは



ゼロウェイストスーパー
（ビオあつみエピスリー豊橋）

• 可能なものは個包装せずに、全ての商品が量り売
り。

• トレイは全て紙パック。パックごと買わなくても、
量り売りで必要な分だけ買うことが可能。

• 使い捨てプラを減らし、必要な分だけ量り売りす
ることでフードロスを防ぐ。

ゴミが減れば、ゴミ袋や
ゴミ出しの時間も節約で
き、自分の時間が増える。
シンプルライフへ。

出典：量り売りができるゼロウェイストスーパー。ビオあつみエ
ピスリー豊橋に行ってきました！｜Dear Patina

③消費の脱炭素を後押しする政策とは



④消費の転換に向けて、市民への期待すること

モノやサービスの大量消費によって喜びを得るの
ではなく、お金やモノでは得られない幸せを生む、
自然と人とのバランスを取り戻した川崎市（世界
的にも地域でも環境負荷が少なく、自然が身近で、
友人、家族、その他の人達も健康で充実した人生
を送れる街）を目指してご提案いただきたいです。
有難うございました。



３R (スリーアール)を実践しましょう！
1. Reduce（リデュース）＝ごみの発生を減らすこと
2. Reuse（リユース）＝くり返し使うこと
3. Recycle（リサイクル）＝資源として再生利用すること
1.～3.の順番で取り組むことが大事。リサイクルは最終手段！

• リサイクルは、環境負荷がかかるので、可能な限り２R（リデュース、リユース）を
実践することが望ましい。最近は、「３R＋Renewable」 例）ごみ袋をバイオマス
プラスチック製のものに替えるなど

• 自治体によっては、Reduceの前にRefuse（断る）を追加して、4Rとしている。
• 具体的な行動としては、水筒・マイボトルを持ち歩いて、びん・缶・ペットボトル

飲料の購入を控える、マイバッグを持ち歩いて、レジ袋を断る、過剰包装を断る、
分別をきちんとする等→個人の意志に任せていると中々進まない。システムの変化
も必要。

参考資料



「エシカル消費」につながる商品・サービスの購入を
検討しようと思わ ない理由について

令和元年度「徳島県における「倫理的消費（エシカル消費）」 に関する消費者意識調査」
https://www.caa.go.jp/notice/assets/future_cms201_200305_03.pdf

値段が
高い

関心が
ない 選び方

が不明 信頼で
きるか お店が

ない

問題解決に
繋がらない

商品に魅力
を感じない

購入したい
ものがない

令和元年度「徳島県における「倫理的消費（エシカル消費）」 に関する消費者意識調査」
https://www.caa.go.jp/notice/assets/future_cms201_200305_03.pdf
令和元年度「徳島県における「倫理的消費（エシカル消費）」 に関する消費者意識調査」
https://www.caa.go.jp/notice/assets/future_cms201_200305_03.pdf

本来は、全ての
消費がエシカル
でなければなら
ない！！

参考資料
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「エシカル消費」に関するマークの認知度
（以下のマークを見たことがありますか？）

令和元年度「徳島県における「倫理的消費（エシカル消費）」 に関する消費者意
識調査」https://www.caa.go.jp/notice/assets/future_cms201_200305_03.pdf
令和元年度「徳島県における「倫理的消費（エシカル消費）」 に関する消費者意
識調査」https://www.caa.go.jp/notice/assets/future_cms201_200305_03.pdf

参考資料



1トンのタンパク
質を生産するには

出典: IFPRI Global Food Policy Report 2016, 
p.71
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