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１．研究開発プロジェクト名 
「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 

 
２．研究開発実施の要約 
 
（１）研究開発目標 
 本研究開発プロジェクトでは、消費者・流通販売者・生産者の三者が分断（固定化）さ

れていた関係を、三者のコミュニケーションを通じて、消費者自らが問題解決をする主体

者として行動するようになり三者が相互学習することによって、「脱温暖化」＝「石油依

存型の消費社会の本格的な作り直し」を行うことをめざしている。そのために、消費者・

流通販売者・生産者がそれぞれの役割を再認識して、相互の間に新しい協働の場を設け、

石油依存型からの脱却につながるモノやサービスの循環を起こし、消費者のライフスタイ

ルの転換を進めるという、地域に根ざした脱温暖化推進シナリオの開発を行なう。 
 

（２）実施項目 
平成22年度までの研究では、消費者と流通販売者との二者の相互学習や、リサーチャー

ズクラブの活動を通した意識変容の確認、ライフスタイルを低炭素型に転換していくための

「生活レシピ」作成のための基盤構築などについて取り組みを進めてきた。 
平成23年度は、これまでに実施してきた「リサーチャーズクラブ」や「生活レシピ」の

研究を継続・発展させるとともに、消費者、流通販売者に加えて、生産者も含めた三者の相

互学習やコミュニケーションをさらに推進していくこと、消費者間のつながりまで見据えた

「おかいものコミュニティ」を描くこと、消費者を起点としてより広くモノやサービスの流

れから脱温暖化を目指すこと、CO2削減量を測るシナリオを描いていくことが重要だと考

えた。そのため、主に以下の内容を実施した。 
 

① 消費者の購買行動の変容・意識変容によるCO2削減シナリオの検証と作成…P5、27 
② 三者協働によるCO2排出量削減を目指した商品開発・販売方法の検討・検証…P6、29 
③ 消費者と流通販売者の協働による、CO2排出量削減を目指した買いものの検討…P13、 

36 
④ 新たな価値に根ざした低炭素型ライフスタイル「生活レシピ」の作成・普及…P19、42 
⑤ 都市と農村のCO2排出量削減を目指した連携に関する調査…P21、47 
⑥ なごや環境大学による消費者リーダー育成…P22、50 
⑦ パリにおける環境表示・地産地消に対する意識と取り組みの調査…P23、51 

 
参考資料：平成23年度研究開発実施報告書（環境領域様式）付録１「社会実験 会議記録」 
  本編との対応頁は以下のとおり。 

P6～22    ②三者協働によるCO2排出削減シナリオの検証と作成 
P23～75 ③消費者と流通販売者の協働による、CO2排出量削減を目指した買

いものの検討 
P76～111 ④新たな価値に根ざした低炭素型ライフスタイル「生活レシピ」の

作成・普及 
P112～125 ⑥なごや環境大学による消費者リーダー育成 
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P126～ ⑦パリにおける環境表示・地産地消に対する意識と取り組みの調査 
 
     ：平成23年度研究開発実施報告書（環境領域様式）付録2「アンケート調査」 

：平成23年度研究開発実施報告書（環境領域様式）付録3「おかいもの革命！」

コラム記事 
 
（３）主な結果（※（２）の①～⑦に対応） 
① シナリオの検証と作成については、豊橋技術科学大学と連携を行うことが決定し、協議

を重ねて具体的なシナリオのイメージの共有を図った。 
② 商品開発・販売方法の検討・検証については、CO2削減に寄与するノントレイの包装

で精肉を販売するユニー株式会社の協力を得て消費者の意識と購買行動を検証した。 
③ CO2排出量削減をめざした買いものの検討は、ジェイアール名古屋タカシマヤを舞台

に、流通販売者と消費者が協働して「適正包装」「おかいもの基準」によるおかいもの

の在り方を検討、相互学習しつつ次年度に実施する社会実験の基礎となる議論を行った。 
④ 「生活レシピ」の作成・普及については、グループインタビュー等を通してキーワード

の抽出を行い、レシピ作成の基礎となる「幸せ軸」「環境軸」の分析作業に着手した。 
⑤ 岐阜県中津川市加子母地区におけるグループインタビューを通して、中山間地域と都市

との連携を通じた脱温暖化への道筋に向けた視点を明らかにした。 
⑥ 講座を通して、企業の環境配慮への取り組みに関心を抱き、消費者の目線から調査・発

言することのできる消費者リーダーを育成するとともに、多くの消費者リーダーが講座

終了後も何らかの活動を継続したいと考えていることがわかった。 
⑦ 環境表示や地産地消の取り組み実態に加え、企業が環境保全に取り組む動機や地産地消

に対する考え方などが明らかになった。 
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３．研究開発実施の具体的内容 
（１）研究開発目標 
本研究プロジェクトでは、消費者の「買いもの」に焦点を当て、日々の消費行動におい

て、消費者・流通販売者および生産者の3 者が共創・創発し、それぞれの役割を再認識し、

新しい関係性を作ることで低炭素社会を目指すことを目標としている（図表1）。 
消費者においては、まず消費行動の際の自らの選択が、日々の暮らしや地域・社会や環

境に影響を与える力があることを認識することが重要である。さらに、低炭素社会を作り

上げるためには、消費者は流通販売者等により提示されるモノをただ買うだけでなく、自

ら考え自ら選択のできる消費者を増やすことが必要となる。そこで、本プロジェクトでは、

購買する前の、モノの生産や販売段階から消費者が参画する仕組みを作ると同時に、新た

な価値に根ざしたライフスタイルを提案することを目指している。 
流通販売者においては、消費者が商品を「買う場」を提供するだけではなく、消費者と

生産者をつなぐ場としての価値や、地域に密着しているという点から、地域と消費者をつ

なぐ場としての新たな機能を生み出すことで、低炭素社会への移行を促進させる、エコロ

ジーとエコノミーを両立させた新しい価値の創出を目指す。 
生産者は、商品開発において、旧来型の「売る」に焦点を当てた商品開発だけではなく、

これまでの石油由来の生産・流通を見直し、消費者が選択した商品を通じて暮らしや地域・

社会をよりよいものへと導くために、生産者と消費者と流通販売者が対話をしながら低炭

素型商品を作る新しい商品開発や販売方法を試み、3 者間のコミュニケーションのあり方

を設計する。 
 

 
 図表 1 三者の共創・創発的マネジメント 
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特に、本研究では消費者（川下側）から流通・生産者（川上側）に働きかけるプロセス

による変革とシナリオ開発が大きな特徴であるので、消費者からアプローチする観点を重

視し開発目標を定め、社会実験及び研究開発を行っている（図表2）。 
 

Step1
消費者（RC)との協働

Step2
消費行動と販売の
波及効果の検証

Step3
サプライチェーンの変更や
流通・販売マネジメントの

シナリオ開発

①購買行動の変容のきっかけづくり ②コミニケーションのデザイン
③消費者を参画させる意義

①購買行動の変容要件
②低炭素型商品（販売方法を含む。）の選定と効果測定

①サプライチェーンの変更可能な要件は何か ②新たなサプライチェーンは描けるのか
③リスクマネジメントと実現可能性 ※ 専門家の参画を準備中

 
 図表 2 プロジェクトの展開と内容 
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（２）実施方法・実施内容 
  ①消費者の購買行動の変容・意識変容によるCO２削減シナリオの検証と作成 

 シナリオ開発について、大きく３つのフェーズで考えることとした。 
消費者を起点として、「消費者の価値感・ライフスタイルの転換」（ピンク部分）、

「消費者の購買行動」（消費者・流通販売者：グレイ部分）「緩やかなおかいものコ

ミュニティ・地域での拡がり」（消費者・流通販売者・生産者：水色部分）の 3 つに

整理し、これらが相互に結びつくことによって脱温暖化シナリオが構成されると考え

ている。プロジェクトでの実施内容と共に図表 3 に整理した。 
シナリオの検討を進める連携先として、豊橋技術科学大学 清水良明教授、Rafael 
Batres 准教授と意見交換の場をもった。平成 24 年 3 月末時点で検討中ではあるが、

モデルを用いたシナリオの検証と作成を進めようとしているところである。現時点で

検討しているシナリオは、「ロジスティックスネットワークの 適化」「野菜・果物

の生産システムモデリングとシミュレーション」である。 
「ロジスティックスネットワークの 適化」では、物流 適化による CO2 削減の可能

性を検討する。 
「野菜・果物の生産システムモデリングとシミュレーション」では、消費者と流通

販売者との相互学習をフロアマネジメントに活かすこと、消費者間のおかいものコミ

ュニティを形成していくことにより、消費者の購買行動を変えていくことができると

考えられるが、どのような情報が消費者の購買行動に影響を与えるのか、また、そう

した影響が将来的にはどのような変化につながっていくのかを描くことを検討する

（図表 3）。 
 

流通、生産者と協働する消費者養成と人材マッチングのしくみ

流通販売者

流通販売者と消費者の相互学習と協働による意識・行動変容

（H22：ユニー／H23：ジェイアール東海髙島屋）

低炭素型ライフスタイル

に向けた価値観の変容

＜消費者間のコミュニケーション＞SNSを利用した地域へのひろがりの検証（100マイルダイエット）

地域へのひろがり

【消費者】
各家庭における

低炭素型ライフスタイルの実現

相互学習

【消費者＋流通販売者】
流通販売者と消費者の相互学習

【消費者＋流通販売者＋生産者】
緩やかなお買いものコミュニティの構築

相互学習に基づくフロアマネジメント（コミュニケーションの翻訳化）

＜地域へのひろがり＞環境配慮行動、個人への還元か地域への還元へ

生産者

農協

消費者間のコミュニティ

消費者

 
図表 3 「野菜・果物の生産システムモデリングとシミュレーション」 

シナリオ開発のイメージ 
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②3 者協働による CO2 排出量削減を目指した商品開発・販売方法の検討・検証（ユニ

ー株式会社との協働） 
 
 平成 22 年度にユニー株式会社と協働で行ったリサーチャーズクラブ（第一期）の活

動において、消費者の関心テーマは「容器包装」「食卓からエコ（野菜の旬）」「エ

コ商品・PB 商品」の３つに集約できたため、テーマごとに相互学習及び社会実験を実

施した。 

その活動の一環として、消費者の食品トレイに関する意識調査を行ったところ、「食

品トレイはいらない」という声が多いという結果が得られた。食品トレイに関しては、

環境負荷軽減の観点から国や自治体でも代替手法の検討がなされている。 

そこで、平成 23 年度はリサーチャーズクラブ第一期生の中で特に意欲の高いメンバ

ーを中心に、「リサーチャーズクラブ・プラス」を結成し、生産者、流通販売者、消

費者の 3 者協働による CO2 排出量削減を目指した商品開発・販売方法の検討・検証と

して、「トレイレス」をテーマに取り組むこととした。 

 具体的には、まず、「容器包装に関する現状把握・情報収集」、その結果を踏まえ

て「店舗実験と POS データやインタビュー調査による分析」を実施し、更には「一般

消費者へのアンケート調査」を行った（図表 4）。 

 

 

図表 4 リサーチャーズクラブ・プラスと連携して実施した調査の内容 

 

 実施の状況は以下のとおり（図表 5）。 

 

年月日 名称 場所 概要 

2011年 
5月13日 

リサーチャーズクラ

ブ・プラス事前打ち合わ

せ 

椙山女学園

大学 
 平成22年度のリサーチャーズクラ

ブの活動のふりかえり 
 リサーチャーズクラブ・プラスの

活動予定の検討 
2011年 
7月15日 

リサーチャーズクラ

ブ・プラス 
第1回トレイレス勉強会

安保ホール  名古屋市環境局 担当者を講師に

お招きした勉強会の開催 
 容器包装削減の現状と今後の取り

組みについての検討 
2011年 
8月1日 

リサーチャーズクラ

ブ・プラス 
椙山女学園

大学 
 トレイレスの店舗見学、調理会の

企画検討 
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第2回打ち合わせ  トレイレスのメーカーについての

情報共有 
2011年 
8月8日 

リサーチャーズクラ

ブ・プラス 
第1回トレイレス見学・

調理会 

イオン千種  イオン千種におけるノントレイの

精肉などを見学 
 実際に商品を購入して調理し、肉

汁の量や使い勝手などを検証 
2011年 
9月8日 

リサーチャーズクラ

ブ・プラス 
第3回打ち合わせ 

椙山女学園

大学 
 見学・調理会の報告・確認 
 今後のリサーチャーズクラブ・プ

ラスの活動の検討 
2011年 
9月10日 

リサーチャーズクラ

ブ・プラス 
第2回トレイレス見学・

調理会 

ピアゴ清水

山店 
 ピアゴ清水山店におけるノントレ

イの精肉などを見学 
 実際に商品を購入して調理し、肉

汁の量や使い勝手などを検証 
2011年 
10月24日 

リサーチャーズクラ

ブ・プラス 
第4回打ち合わせ 

椙山女学園

大学 
 なごや環境大学講座における発表

打ち合わせ 

2011年 
11月5日 

リサーチャーズクラ

ブ・プラス 
第5回打ち合わせ 

椙山女学園

大学 
 アピタ緑店におけるインタビュー

調査の検討 

2011年 
11月14日 

講師事前打ち合わせ：第

3回なごや環境大学 
椙山女学園

大学 
 第三回なごや環境大学講座の進め

方と購入備品についての打ち合わ

せ 
2011年 
11月27日 

第1回インタビュー調査

① 
アピタ緑店  アピタ緑店において、特別な情報

表示がない環境下でのリーフパッ

クに関するインタビュー調査を実

施した。 
2011年 
12月1日 

第1回インタビュー調査

② 
アピタ緑店  アピタ緑店において、特別な情報

表示がない環境下でのリーフパッ

クに関するインタビュー調査を実

施した。 
2011年 
12月19日 

リサーチャーズクラ

ブ・プラス 
第6回打ち合わせ 

椙山女学園

大学 
 アピタ緑店におけるインタビュー

調査結果の共有 

2012年 
2月2日 

第2回インタビュー調査

① 
アピタ緑店  アピタ緑店において、消費者リー

ダーが作成した情報表示を置き、

陳列方法を工夫した環境下でのリ

ーフパックに関するインタビュー

調査を実施した。 
2012年 
2月4日 

第2回インタビュー調査

② 
アピタ緑店  アピタ緑店において、消費者リー

ダーが作成した情報表示を置き、

陳列方法を工夫した環境下でのリ

ーフパックに関するインタビュー

調査を実施した。 
図表 5 リサーチャーズクラブ・プラスの会議等実施状況 
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A）容器包装削減に関する現状把握・情報収集 

 名古屋市における食品トレイをはじめとした容器包装の現状を把握するとともに、

①食品トレイを使用しないノントレイの包装形態にはどのようなものがあるか、②消

費者はノントレイの包装をどのように受け止め、③どういった情報があればノントレ

イを選択するようになるのか調査を行った。具体的には、名古屋市環境局との勉強会

を開催した後、ＲＣメンバーがノントレイの容器包装に取り組む流通販売店の見学や

流通関係者が多数集まるイベントに参加し、生産者と意見交換を行なうことにより、

現状把握を行った。 

現状把握のための調査実施内容は以下のとおりである（図表 6）。 
 

名古屋市におけ

る容器包装に関

する政策の現状

について勉強会 

日時：平成 23 年 7 月 15 日（金） 

場所：安保ホール 

講師：名古屋市環境局 ご担当者様 

店舗見学 日時：平成 23 年 8 月 8日（月） 

場所：イオン千種店 

調理検討会 日時：平成 23 年 8 月 8日（月） 

場所：リサーチャーズクラブ・プラスメンバー自宅 

調理検討会 日時：平成 23 年 8 月 20 日（土） 

場所：リサーチャーズクラブ・プラスメンバー自宅 

店舗見学 日時：平成 23 年 9 月 10 日（土） 

場所：ピアゴ清水山店 

店舗見学 日時：平成 24 年 3 月 21 日（水） 

場所：相鉄ローゼン／OK マート仲池上店 

フォーラム見学 第 46 回スーパーマーケット・トレードショー2012 

日時：平成 24 年 2 月 1日（水） 

場所：東京ビッグサイト 

図表 6 現状把握・情報収集の実施概要 
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●ノントレイの二酸化炭素削減量について 

ノントレイ（食品トレイを使用しない容器包装）は、石油由来原料の使用量が少な

いことから、食品トレイ（PSP シート）と比較して、環境負荷が低いようにみえる。し

かし、食品トレイは店頭回収の後、材料リサイクルされているものがあるため、単純

に環境負荷度を比較することはできない。そこで、各包装材の二酸化炭素排出量につ

いて基礎調査を行った。 

環境省資料1によれば、食品トレイのうち店頭回収されて材料リサイクルされている

トレイの割合は、18%（2008 年度）であったという。環境省では、残りの 82%の食品ト

レイと、ラップ、ポリ袋、テープについては使用後に廃棄・焼却されているという前

提のもと、食品トレイと、板紙・ポリ袋の二つのノントレイの環境負荷度を試算、比

較を行っている。その結果、 も二酸化炭素排出量が少ないのはポリ袋であり、二番

目が板紙、三番目が食品トレイという結果であった。 

二酸化炭素削減量だけに着目した場合、ポリ袋の普及が も望ましいように思える

が、本プロジェクトが消費者に対して行った聞き取り調査によれば、ポリ袋は手にと

ったときに肉に体温が伝わりやすく、見た目が美しくない、あまり買いたいと思わな

いという声があった。二酸化炭素排出量の少ない容器包装の普及にあたっては、排出

量の削減量だけでなく、消費者にとっての使いやすさや、普及の方法まで合わせて検

討していくことが重要だろう。 

そこで、より消費者にとって受け入れられやすいと考えるノントレイの容器包装の

うち板紙を使用した包装について、普及の可能性や方策について調査を行うこととし

た。そして、以前よりプロジェクトへのご協力をいただいているユニー株式会社が板

紙の容器包装「リーフパック」を既に一部の店舗で試験的に使用していることから、

同社の協力を得て調査を行うこととした。 

食品トレイからリーフパックのような板紙の容器に変更した場合の二酸化炭素排出

削減量は、1枚あたり約 11g（約 47.8%）である（図表 7）。 

 

食品トレイの二酸化炭素排出量 リーフパックの二酸化炭素排出量 

項目 CO2 排出量 項目 CO2 排出量

PSP シート製造 7.36g-CO2 板紙製造 5.42g-CO2 

LDPE フィルム製造 2.27g-CO2 PE ラミネート製造 1.51g-CO2 

製品の輸送 0.14 g-CO2 LDPE フィルム製造 0.82g-CO2 

廃棄・リサイクル段階の輸送 0.07 g-CO2 製品の輸送 0.17g-CO2 

焼却（PSP シート、LDPE フィ

ルム） 

12.62g-CO2 廃棄・リサイクル段階の輸

送 

0.08g-CO2 

  焼却（LDPE フィルム、PE ラ

ミネート） 

3.77g-CO2 

合計 22.46g-CO2 合計 11.77-gCO2

図表 7 食品トレイとリーフパックの二酸化炭素排出量比較 

                                                  
1環境省廃棄物リサイクル対策部 企画課循環型社会推進室、「3R原単位の算出方法」（平

成24年4月27日発表） 
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出典 環境省廃棄物リサイクル対策部企画課循環型社会推進室「3R 原単位の算出方法」平成 24 年 4月発表 

 

食品トレイからリーフパックに切り替えた場合、天然資源投入量、廃棄物発生量、

終処分量はそれぞれ増加してしまうものの、二酸化炭素排出量はおよそ半減するこ

とから、脱温暖化に向けた方策として一定の効果があると考える。 
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B）リーフパック販売店舗実験と分析 

ノントレイ包装の一種である紙のトレイの「リーフパック（図表 8）」をアピタ緑店

において販売しているユニー株式会社の協力を得て、実際の精肉売り場にてノントレ

イの容器包装（リーフパック）における「陳列方法の変更や POP による情報提供など

販売方法を変更することによって、消費者の購買行動がどのように変容するのか」を、

POS データを分析することで定量的検証を実施した。併せて、精肉を購入する消費者に

対してインタビュー調査を行い、定性的な面からも購買行動変容について検討を行う

こととした。 

 

 
図表 8 アピタ緑店にて販売しているリーフパックの精肉 

 

容器包装削減のためには、商品販売と同様に生産者と流通販売者は、消費者のニー

ズを見極めながら生産・販売を行うことが必要であり、消費者へ伝えるためのコミュ

ニケーション・デザインを工夫し、消費者が従来の容器包装品から環境負荷の低い容

器包装品を選択するような流れを作ることが重要である。 

本プロジェクトがこれまでに行った調査によれば、地域や社会には「お金をかけず

に貢献したい」消費者が多い一方で（平成 21 年度研究開発実施報告書 P37）、「家族

や仲間との時間」、「健康管理」については、お金を使っても大切にしたい人が多い

ことがわかっており（平成 21 年度研究開発実施報告書 P35）、「環境保全」をＰＲと

するのではなく、「健康」「幸せ」といった感性的な表現や「暮らし目線」を前面に

出して消費者に行動変容を訴えることが、消費者の意識変容のうえで効果的だと考え

る。そのため、本実験においても、リーフパックというノントレイ商品を使用するこ

とによるメリットを前面に出した情報表示を行い、その前後で消費者の購買行動と意

識の変容の観察を行った。  
また、情報表示と合わせて、これまでは食品トレイとリーフパックを分けて販売し

ていた売り場の陳列方法を変更し、同じ売り場に並列して販売することとした。 

このように、POP 表示と陳列方法の変更を行う前後で、消費者のノントレイの容器

包装に対する購買行動と意識がどのように変化したかを知るために、ユニー株式会社

の協力を得て実際にリーフパックの精肉を販売するアピタ緑店において POSデータを

基にした売り上げ分析による購買行動調査と、インタビューによる消費者の意識変化

の調査を行うこととした。 
調査の実施概要は次のとおりである。 
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目的 POP による情報表示や陳列方法の工夫により、消費者の購買行動が

どのように変容するかを POS データとインタビュー調査により検証

する。 
実施方法 POP なし・通常陳列の期間と、POP あり・並列陳列の期間を設定し、

①消費者リーダーであるリサーチャーズ・プラスのメンバーが作成し

た POP による情報表示と、②食品トレイとリーフパックの二つの容

器包装の商品を並列して陳列する販売方法が、消費者の購買行動に及

ぼす影響を、売上 POS データより把握する。 
データの裏付けとしてインタビュー調査を行う。同時に、ノントレイ

の容器包装（リーフパック）に対する消費者の意識を明らかにする。

POS データ収

集期間 
POP あり・通常陳列：平成 24 年 1 月 9 日～1 月 27 日 
POP なし・並列陳列：平成 24 年 1 月 28 日～2 月 11 日 

対象商品 6 種類 
鶏 2 種類：①悠然鶏もも肉 1 枚、②悠然鶏手羽元、 
豚 2 種類：③悠健豚うすぎりバラ肉、④悠健豚カツ用ロース肉、

牛 2 種類：⑤国産切り落とし、⑥米産サーロインステーキ   
インタビュー 
対象 

・リーフパックを購入しようとする消費者 15 名/日程度 
・食品トレイを購入しようとする消費者 15 名/日程度 

インタビュー 
実施日程/人数 

① 2011 年 11 月 27 日（日）10 時～14 時 
② 2011 年 12 月 1 日（木）10 時～14 時 
③ 2012 年 1 月 13 日（金）10 時～14 時 
④ 2012 年 2 月 2 日（木）10 時～14 時 
⑤ 2012 年 2 月 4 日（土）10 時～14 時 

インタビュー 
実施メンバー 

小田（JST 研究員）、藤原（JST 研究員） 
グリーン・コンシューマー名古屋 メンバー 
リサーチャーズクラブ・プラス メンバー 

インタビュー 
質問項目 

① (過去にリーフパックを購入したことがある方へ）購入・使用し

ていかがでしたか。 
② (過去にリーフパックを購入したことがある方へ）さらに簡素な

商品を望みますか？（例えば、ビニールやラップのみ、自宅から

持参したタッパーなど） 
③ なぜ、その商品（食品トレイ／リーフパック）を買おうと思いま

したか。 
④ リーフパックの商品を次回買いたいと思いますか。その理由はな

んですか。 
⑤ 食品トレイはどのように処分していますか？（捨てる、リサイク

ル BOX 等） 
⑥ 食品トレイについて、普段感じることはありますか（いい面、悪

い面） 
⑦ 今後のリーフパックや容器包装に対する要望 

・取り扱ってほしい商品（種類・料理用途） 
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・内容量（現在は一人前など 小限） 
・冷凍か冷蔵（現在は冷蔵のみ） 
・消費期限（現在は 2 日、真空パックで 4～6 日） 

 

C）一般消費者の意識調査 

インタビュー調査にて消費者の購買行動に関する詳細の把握をするとともに、一般

消費者の意識を把握するために「買い物と環境に関するアンケート調査 2012」を実施

することとした。 
 アンケート調査の概要は次のとおりである。 
 
調査名 買い物と環境に関するアンケート調査 2012 
調査目的 消費者の買い物と環境に関する意識と実態を明らかにするためにア

ンケート調査を実施することとした。 

調査方法 郵送法によるアンケート調査 
調査期間 2012 年 3 月 
調査対象者 過去のＪＳＴ名古屋ＰＪにて実施したアンケート調査に回答した一

般消費者 695 名 
調査内容 容器包装、野菜、エコ商品に関する購入意識および行動について、5

段階評定にて回答してもらうこととした。 
 

POS データの分析結果やインタビュー結果、アンケート調査結果から得られた知見

については、本稿（３）研究開発結果・成果 ②3 者協働による CO2 排出量削減を目

指した商品開発・販売方法の検討・検証（P30～）に調査結果の概要とともに後述する。 
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③消費者と流通販売者の協働による、CO2 排出量削減を目指した買いものの検討（株

式会社ジェイアール東海髙島屋との協働） 
 
平成 22 年度には、流通販売者としてスーパーマーケットを取り上げ、東海地域を中

心にスーパーマーケットを展開するユニー株式会社と協働し、実験店舗としては同社

アピタ千代田橋店を舞台に、消費者が買いものに関連して感じる疑問や意見を流通販

売者と議論し、相互学習を行う場である「リサーチャーズクラブ」の第一期を実施し

た。その中で、流通販売者であるユニー株式会社より、企業としては環境対策を積極

的に進めているものの、消費者には十分に伝わっていない点もあり、相互学習により

理解を深めていくことが重要だとの意見があった。 
そこで、流通販売者と消費者の相互学習について、どのような政策が進められてい

るのか調査を行ったところ、経済産業省に設置された「環境配慮型小売（エコストア）

の在り方に関する研究会」が検討しているエコストアは、「消費者と協働する環境対

策」を重視しており、参考事例集2においても、「環境配慮型商品の販売」や「消費者

が参加できる環境行動への機会提供」、「小売・店舗における 3Rの推進」、「消費者

に対する環境関連情報の発信」など多数の事例が紹介されているものの、大半は流通

販売者からの一方的な情報発信や機会の提供であり、消費者と流通販売者の相互学習

の場を盛り込んだ事例はほとんどないことがわかった。 
そこで、流通販売者が消費者と協働した環境対策を進めるために、「リサーチャー

ズクラブ」のような相互学習が重要だろうと考え、スーパーマーケット以外の小売店

においても継続して実施することとした。 
平成 23 年度は、流通販売業者であり形態が異なる百貨店を取り上げることにし、株

式会社ジェイアール東海髙島屋と協働し、実験店舗として同社ジェイアール名古屋タ

カシマヤを舞台に、「リサーチャーズクラブ」の第二期を実施した。 
 
 まず、リサーチャーズクラブへの参加者募集の周知方法としては、①研究協力企業

である株式会社ハー・ストーリィ（ソーシャルマーケティング企業）のメールマガジ

ンでの募集、②アピタ千代田橋店を利用するお客様へ向けて継続的に実施している「買

い物と環境に関するアンケート」に案内チラシを同封、③リサーチャーズクラブ WEB
サイトへの掲載、④JST 名古屋プロジェクト主催「おかいものから心地よい暮らしを

考えるフォーラム」（3 月 12 日開催）での案内チラシ配布、などにより行った。 
応募方法は、パソコン若しくは携帯電話よりリサーチャーズクラブのホームページ

にアクセスし、応募フォームより応募者の情報（年齢、職業、住所、おかいものの頻

度やよく利用するスーパーマーケットや百貨店、趣味など）を入力。それらの情報を

もとに、年代やおかいものの傾向などから多様なメンバーで構成されるよう配慮して

メンバーを決定した（図表 9）。 

                                                  
2 経済産業省 エコストア実現にむけた関係者の役割について～環境配慮型小売（エコスト

ア）の在り方に関する研究会中間取りまとめの公表～【別添２】「消費者と協働する環境

対策」の参考事例集 http://www.meti.go.jp/press/20100423008/20100423008-5.pdf 
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社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

 

 

 年代 居住地 

メンバーＡ 20代 愛知県一宮市 
メンバーＢ 30代 愛知県名古屋市 
メンバーＣ 30代 三重県桑名市 
メンバーＤ 40代 愛知県名古屋市 
メンバーＥ 40代 愛知県名古屋市 
メンバーＦ 40代 愛知県名古屋市 
メンバーＧ 40代 愛知県安城市 
メンバーＨ 40代 愛知県東海市 
メンバーＩ 40代 愛知県名古屋市 
メンバーＪ 40代 愛知県春日井市 
メンバーＫ 50代 愛知県名古屋市 
メンバーＬ 50代 愛知県名古屋市 

図表 9 リサーチャーズクラブメンバーの年代と居住地 
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社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

 
平成 23 年 5 月の第一回開催以降、平成 24 年 1 月まで、以下のおとり、計 9 回のミ

ーティングを実施、消費者と流通販売者との相互学習を実施した。 
 

年月日 名称 場所 概要 

2011年 
5月15日 

第1回おかいもの

革命！リサーチ

ャーズクラブミ

ーティング 

ジェイアール

名古屋タカシ

マヤ 

 おかいもの革命！プロジェク

トの概要説明を実施 
 おかいものについての素朴な

疑問を共有 
2011年 
6月26日 

第2回おかいもの

革命！リサーチ

ャーズクラブミ

ーティング 

ジェイアール

名古屋タカシ

マヤ 

 リサーチャーズクラブの取り

組み内容の提案 
 ジェイアール名古屋タカシマ

ヤの紹介 
2011年 
7月23日 
 

第3回おかいもの

革命！リサーチ

ャーズクラブミ

ーティング 

ジェイアール

名古屋タカシ

マヤ 

 「簡易包装」と「おかいもの

基準」の2チームに分かれて、

ジェイアール名古屋タカシマ

ヤ売り場見学とインタビュー

2011年 
8月28日 
 

第4回おかいもの

革命！リサーチ

ャーズクラブミ

ーティング 

ジェイアール

名古屋タカシ

マヤ 

 ジェイアール名古屋タカシマ

ヤの販売員の方によるおかい

もの基準に関する紹介 
 催事での適正包装検討 

2011年 
9月25日 
 

第5回おかいもの

革命！リサーチ

ャーズクラブミ

ーティング 

ジェイアール

名古屋タカシ

マヤ 

 グリーン・コンシューマー名

古屋による、環境に配慮した

おかいものを考えるワークシ

ョップ開催 
2011年 
10月15日 
 

第6回おかいもの

革命！リサーチ

ャーズクラブミ

ーティング 

ジェイアール

名古屋タカシ

マヤ 

 「おかいもの基準」について

のブレインストーミング 
 催事における適正包装の呼び

かけ方法の検討 
2011年 
11月13日 
 

第7回おかいもの

革命！リサーチ

ャーズクラブミ

ーティング 

ジェイアール

東海髙島屋 
44F 会議室 

 「おかいもの基準」の検討 
 催事における適正方法の呼び

かけ方法の 終検討 
 適正包装の店舗展開の検討 

2011年 
12月18日 

第8回おかいもの

革命！リサーチ

ャーズクラブミ

ーティング 

ジェイアール

東海髙島屋 
44F 会議室 

 「おかいもの基準」の店舗で

の展開の検討 
 適正包装の食品売り場、婦人

服売り場での展開の検討 
2012年 
1月22日 
 

第9回おかいもの

革命！リサーチ

ャーズクラブミ

ーティング 

ジェイアール

東海髙島屋 
44F 会議室 

 リサーチャーズクラブの活動

を通して自身が変化したこと

などについてワークショップ

を実施 
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社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

 
 第一回のミーティングにおいて、「百貨店でのおかいものについて日ごろから感じ

ている疑問や気になること」についてメンバー内で意見交換を行い、特にメンバーの

意識が高かった「簡易包装（適正包装）」と、東日本大震災の影響などにより消費者

意識が変わりつつある「おかいもの基準」をテーマに、より良いおかいものについて

考えていくこととした。 
 
■適正包装チーム（簡易包装チーム） 
 適正包装チームは、当初は「簡易包装チーム」という名称で検討を行い、店舗内の

売り場見学や販売員の方へのインタビュー調査を実施した。その過程で、ギフト用な

ど丁寧な包装を期待して訪れるお客様が多い百貨店においては、すべてのおかいもの

に「簡易包装」を求めるのではなく、お客様のニーズに合わせた包装を提供する「適

正包装」が望ましいという意見があり、名称を変更した。 
 議論・検討にあたっては、食品売り場やギフト用品の売り場を見学し、包装材を実

際に手にとって、素材などを確認したほか、販売員の方に包装の必要性についてイン

タビューを実施した。（図表 10） 
 

 
図表 10 売り場調査と販売員の方へのインタビュー 

 
 これらの学習を通じ、消費者が適正な包装を選択するためには、どのようなコミュ

ニケーションが有効であるかを検討したうえで、企画催事である「ナチュラルビュー

ティスタイル展」において、包装が不要な場合には申し出いただけるよう、POP によ

る情報表示や販売員による呼びかけを行う店舗実験を実施した。また、実験に関して、

アンケート調査により意識調査を行った。 
 
企画催事名称 ナチュラルビューティスタイル展 
開催時期 平成 23 年 11 月 17 日（木）から 22 日（火）まで 
開催場所 ジェイアール名古屋タカシマヤ 10F 

17 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

 
 
■おかいもの基準チーム 
 おかいもの基準チームでは、「無駄なおかいものや使い捨てをなくすことが結果と

して環境負荷を削減し、「幸せ感」を感じられるライフスタイルを実現する」との共

通認識を得た。したがって、幅広い品揃えの中から対面販売でじっくりと商品を選ぶ

販売形態であり、また、ロングセラー等長く支持されている商材が多いという百貨店

の特徴を活かし、“消費者が良い商品を選択するために参考となる「おかいもの基準」

を策定する”ことがより良いおかいものにつながるのではないかと考えた。 
 多くの売り場の中から、特に商品を選ぶのが難しいという声が多く、リサーチャー

ズメンバーの関心も高かった「キッチングッズ」を対象とし、「おかいもの基準」を

検討することとなった。検討にあたっては、売り場見学や販売員の方へのインタビュ

ーを行ったほか、買い物をするときに、できるだけ環境に配慮した製品を選んで購入

する消費者「グリーン・コンシューマー」の普及をめざす「グリーン・コンシューマ

ー名古屋」の方に講座を実施していただいた（図表 11）。 
 

図表 11 販売員の方へのインタビュー（左）とグリーン・コンシューマー名古屋様 講座（右） 

 
 

■企業と社会とのかかわりに関するアンケート 
適正包装チームやおかいもの基準チームで出されたさまざまな意見を定量的に検証

し、また、次年度の社会実験の設計に活かす基礎資料とするため、株式会社ハー・ス

トーリィに委託し、女性 500 名を対象として「企業と社会とのかかわりに関するアン

ケート」を WEB アンケートにて実施した。 
 

調査名 企業と社会とのかかわりに関するアンケート 
調査期間 平成 24 年 3 月 13 日（火）～14 日（水） 
有効回答数 500 名（全国・全て女性） 
設問項目 平成23年度研究開発実施報告書（環境領域様式） 

別添付録2 「アンケート調査」 
アンケート3 企業と社会のかかわりアンケート調査報告書

 P37~P63 参照 
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社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

 
アンケートでは、企業が社会課題を解決しようと取り組むことについての評価のほ

か、スーパーマーケットと百貨店のそれぞれにおける簡易包装への協力度合い、包装

削減分の差益を企業が社会課題解決のために寄付することへの評価など「適正包装チ

ーム」に関わりの深い設問や、リサーチャーズクラブの「おかいもの基準チーム」が

策定したおかいもの基準に関する設問で実施した。 
 
リサーチャーズクラブの活動の成果やアンケート調査結果から得られた知見につい

ては、本稿（３）研究開発結果・成果 ③消費者と流通販売者の協働による、CO2 排

出量削減を目指した買いものの検討（株式会社ジェイアール東海髙島屋との協働）（P37
～）に概要を後述する。 
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社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

 
④新たな価値に根ざした低炭素型ライフスタイル「生活レシピ」の作成・普及 

平成 22 年度に概念化した「生活レシピ」の具体的作成に向け共感軸の抽出のため、

①「幸せ感」に関する対面によるグループインタビュー ②過去に実施したアンケー

ト調査（H22 年度研究開発実施報告書 参考資料 P93～参照のこと）からのキーワード

抽出という２つの検討作業を実施した。 
 

■ 対面によるグループインタビュー 
グループインタビューは、「名古屋市など都市部に居住、または勤務している女性」

「名古屋を支える農山村にそもそも生まれ育った女性及び移住した女性」という 2 つ

の対象にそれぞれ 2 回ずつ計 4 回実施した。 

 図表 12 グループインタビューの様子、都市部（左）と農村部（右） 

 
２つの対象の居住環境の相違により、幸せ感の相違や共通のもの等を比較検討する

た

女性生活者へ 【都市部（名古屋市近辺在住・勤務）の女性】 

／EPO中部 

 

）15:30～17:00／13名／ 

めである。実際のグループインタビューでは、幸せ感を得るために日々女性が何を

大切にし、どう生きようとしているか、社会にどのように参画しようとしているか、

どのような暮らしや生業を創出しようとしているかについてのキーワードの抽出を行

った。グループインタビューの概要は以下のとおりである。 
 

のインタビュ

ー実施日程／

人数／場所 

第1回 2011年11月29日（火）14:00～16:00／8名

第2回 2011年11月29日（火）18:30～20:30／6名／EPO中部  

【農村部（岐阜県中津川市加子母地区）の女性】 

第3回 2012年1月11日（水）13:00～15:00／14名／

ふれあいのやかたかしも 

第4回 2012年1月11日（水

ふれあいのやかたかしも 

インタビュー

き」 

幸せを実現するためにこだわっていること」

内容 

第 1回、第 2回 

「幸せを感じると

「生き方・暮らしの中で、

第 3回、第 4回 
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研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

「加子母の暮らしから幸せを感じるときとは」 

 

過去のアンケートからの共感軸の抽出 

ト調査（買いもの行動、企業の社会的責任等）

の

感性工学の専門家へのヒアリング 
めに、名古屋における感性工学の専門家である、名

城

これらにより抽出されたキーワードを感性工学の専門家である、岡田久典氏（NPO 法人

バ

■

過去、プロジェクトで実施したアンケー

自由意見を中心に、幸せや共感を得るキーワード抽出を実施した。 
 
■

感性工学についての知見を深めるた

大学理工学部情報工学科准教授 川澄未来子氏へヒアリングを実施した。 
 

イオマス産業社会ネットワーク副理事長／早稲田大学環境総合研究センター主任研究

員）へ提出し、生活レシピ作成のベースとなる、「幸せ軸」および「環境軸」の分析を依

頼した。 
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社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

 
⑤都市と農村の CO2 排出量削減を目指した連携に関する調査 

今年度は、生活レシピ作成のための共感軸抽出の作業プロセスと協働して、岐阜県

中津川市加子母地区において、加子母の地域社会に深いかかわりを持つ地域の女性を

対象として、ワークショップ（グループインタビュー）を行った。この中から、中山

間地域の地域構造の特徴を明らかにするとともに、都市が中山間地域の地域社会に対

してどのようなかかわりを持てば、都市と中山間地域全体を含めて低炭素社会の構築

が図られるか、そのカギとなるキーワードや方策を探ることをめざした。 
グループインタビューの実施概要は以下のとおりである。 
 

女性生活者へ

のインタビュ

ー実施日程／

人数／場所 

2012年1月11日（水）13:00～15:00／14名／ 

ふれあいのやかたかしも 

2012年1月11日（水）15:30～17:00／13名／ 

ふれあいのやかたかしも 

インタビュー

内容 

第 1回、第 2回 

「幸せを感じるとき」 

「生き方・暮らしの中で、幸せを実現するためにこだわっていること」

第 3回、第 4回 

「加子母の暮らしから幸せを感じるときとは」 
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社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

 

⑥なごや環境大学による消費者リーダー育成 
 リサーチャーズクラブにとどまらず、多くの消費者リーダーを育成し、また、口コミな

どを通して広く環境に対する取り組みを普及させていくことを目的として、なごや環境大

学において、買い物に関心のある主婦など広く一般を対象として 6 回の無料講座を実施し

た。 実施内容は以下のとおりである。 
 

年月日 名称 場所 概要 

2011年 
10月8日 

第1回「消費者の買い

物が、お店を、社会

を変える！」 

椙山女学園

大学 
 消費者の暮らしに対する思い

や買いもの行動の実態を知

り、消費者がお店を変える力

をもつことを知る 
2011年 
11月5日 

第2回「おかいもの革

命！消費者リーダー

とは」 

椙山女学園

大学 
 これまでに「おかいもの革命」

に参加してきた消費者リーダ

ーの体験談を聞き、自分たち

にもできることを考える 
2011年 
12月3日 

第3回「買い物がeco
につながる！？～た

だいまグリコン増殖

中」 

アピタ千代

田橋店 
 買いものゲームなどを通し

て、グリーン・コンシューマ

ーや3Rの実践方法について

具体的に学ぶ 
2011年 
1月21日 

第4回「流通販売者と

共に考える買い物と

低炭素型社会（店舗

見学） 

リーフウォ

ーク稲沢 
 消費者と流通販売者が共に学

んできた低炭素型社会に向け

た実践について、具体的に学

ぶ 
2011年 
2月25日 

第5回「消費者リーダ

ーとしての『リサー

チ力』を高める！」

椙山女学園

大学 
 消費者の思いを集約し、お店

に伝えるために必要な「リサ

ーチ」の方法を過去の実践例

から学ぶ 
 

なごや環境大学の講座実施により得られた成果や知見については、本稿（３）研究

開発結果・成果 ⑥なごや環境大学による消費者リーダー育成（P52～）に概要を後述

する。 

23 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

 
⑦パリにおける環境表示・地産地消に対する意識と取り組み 
 
平成 23 年度は「消費者・流通・販売者・生産者の相互学習」の一環として、愛知県産の

食材をテーマとしたコミュニケーションの場を facebook 上に創出することを目的とした

「おかいものコミュニティ」の立ち上げに着手した。その検討過程において、三者のコミ

ュニケーションを促すためには、単にコミュニティの場を作りだすだけでなく、地域の食

文化や歴史等と結びついた活動が必要であることが判った。 
特に、名古屋市は日本有数の大都市・大消費地でありながら、愛知県という農業が盛ん

な県に位置しているため、消費者にとって生産者を身近に感じやすいという点で、東京や

大阪とは異なる特徴を有している。こうした土地において「おかいものコミュニティ」を

構築していくうえでは、従来の地産地消推進とは異なる、より地域色を重視したアプロー

チが必要になると考えた。 
そこで、名古屋市と同様に農業が盛んな土地に位置する大消費地、すなわち、消費者と

生産者が身近である地域における環境表示・地産地消の事例を調査したいと考え、農業大

国・フランスに位置する都市パリを訪問し、消費者と生産者との関係性を構築するヒント

を得て本プロジェクトの参考とするため訪問調査を実施した。 
また、消費者と流通販売者とで実施した「消費者目線の情報表示・コミュニケーション」に関して、社

会実験を通じ購買行動に変化が生み出す可能性は検証できたが、今後の情報表示のあり方について、環境

に関する情報をどのように取り込むのかについて検討することが必要であることが課題として出てきたた

め、この点についても視察をとおして情報収集を行うこととした。 
 
視察にあたっては、以下の視点で訪問先を選定した。 

 
 生産者が消費者に直接農産物を販売する「マルシェ」において、両者のコミュニ

ケーションのあり方を観察し、参考にする。 
 環境経営に先進的に取り組むスーパーマーケットや農協を訪問し、環境表示、消

費者とのコミュニケーションを明らかにし、参考にする。 
 環境施策を推進する NPO を訪問し、環境ラベルなど新たな施策の推進の状況、課

題等を明らかにし、日本での適用可能性を検討するこことした。 
 環境行動を広く分析しているシンクタンクを訪問し、フランスにおける環境行動

と購買行動等に関する情報を入手し、日本でのこれまでの調査と比較検証する。 
      

 訪問調査概要と訪問先、主な質問項目は以下のとおりである。 
 

訪問期間 4 泊 6 日／平成 24 年 3 月 25 日（月）～30 日（土） 
訪問者 永田潤子、小田奈緒美、藤原なつみ 
訪問目的  環境表示への取り組みの実態とその効果の把握 

 消費者の地産地消（Local Food Supply）に対する意識の把握 
 行政や流通販売者の地産地消推進策の調査 
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OREE  
（CSR 担当 NGO） 

 EU全体の環境に対する取り組み動向 
 フランスにおける環境に対する取り組み動向 
 企業の環境に対する意識と取り組み 
 消費者の環境に対する意識 

CASINO 
（流通グループ） 

 CASINOの環境に対する取り組み 
 環境表示に対する取り組み 
 企業の環境に対する意識と取り組み 
 消費者の環境表示に対する反応 

農業食品付加価値

化イノベーション

センター 

 イルドフランス地方における地産地消政策の内容と効果 
 消費者の地産地消に対する意識 

CREDOC 
（生活環境調査研

究センター） 

 フランスでの持続可能な成長と地産地消 
 地産地消に対する消費者の反応、期待 
 流通グループと地産地消の関係 

パリ市 
CHARONNE 
マルシェ視察 

 パリ市内におけるマルシェの概要 
 小売店業界におけるマルシェの位置づけ（スーパーマーケ

ット等の違い） 
 マルシェを訪れる消費者の意識 

COOP フランス  COOP FRANCEの役割と持続可能性についての取り組み 
 環境表示の取り組みについて 
 農業の現状と意識の変化について 

 
インタビューや視察から得られた知見については、本稿（３）研究開発結果・成果 

パリにおける環境表示・地産地消に対する意識と取り組み（P53～）に調査結果の概要

を後述する。 
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（３）研究開発結果・成果 
 
■昨年までの進捗 
 本プロジェクトが対象としている地域“名古屋”では、2005 年に日本国際博覧会「愛・

地球博」が開催され、それと同時に地域に根ざした様々な環境への取り組みや仕組み

などが生まれている。例えば、様々なセクターの協働を促進し、環境講座やイベント

などを中心に誰もが環境について学び合える場の創出を行っている「なごや環境大学」

や、市民の環境行動を促進するポイントシステム「EXPO エコマネー」を始めとして、

現在もカーボンフットプリントやフードマイレージなど、環境を前面に出し買い物行

動の変容を促す取り組みが多くある。領域の目標とする「地域に根ざした脱温暖化環

境共生社会」「近代のつくりなおし」を考えた場合、21 年度までは本プロジェクトに

おいても、CO2 の表示方法やポイント付与システム（CO2CO2＜コツコツ＞ポイント

システム）など環境配慮行動を行った消費者へのインセンティブとなるような仕組み

を作ることで低炭素型の消費行動への変容が起こるかについて検証する目標を立て、

プロジェクトを進めていた。 
しかし、21 年度に実施した消費者意識調査より、「地域や社会に貢献をしたいか」

については、「お金は支払いたくないが実行したい」と回答した人が 60%、「家族や

仲間との時間を大切にしたいか」「健康に気を使いたいか」という問いに対し、「お

金を使っても実行したい」が 84%となった。また、「環境問題に熱心に取り組み、環

境情報を公開しているメーカーを選ぶか」については、「意識しているが行っていな

い」が 47%であった。これらより、当初設計のエコポイントや CO2 表示といった環境

を前面に出したアプローチでは消費者の行動変容を促すことは難しく、自らの暮らし

の豊かさや家族の健康などの「幸福感」を入口とした共感性や感性価値からのアプロ

ーチが必要であることが明らかになった。 
また、「お店への質問や意見、要望が気軽に伝えられる場がある」場合に「そのお

店に行く回数が増える」と回答した人が 45%、「商品の選び方についてアドバイザー

が常駐している」場合「そのお店へ行く回数が増える」と回答した人が 36%であった。

消費者はスーパーマーケットに対し、コミュニケーションを求めていると考えられる。 
したがって、平成 22 年度から、特に“マーケティング”の視点を導入し、消費者に一

番身近なスーパーマーケットでの買い物に焦点をあて、消費者・流通販売者・生産者

三者の新しい関係性を作り、相互学習することでよりよい買い物を実現するための店

舗や商品・サービスの創出を目指す取り組みとして、①消費者自らが参加し、よりよ

い買い物を実現するための場「おかいもの革命！リサーチャーズクラブ」の創出 ② 
三者相互学習による低炭素型商品開発・コミュニケーションの設計のための基礎デー

タの集約 ③野菜の低炭素型購買のモデル化とシナリオ開発のために基礎データの整

理 ④新しい価値に根ざしたライフスタイル「生活レシピ」の提示の 4 つのパイロッ

トプロジェクトをスタートした。 
  
平成 23 年度は、平成 22 年度に実施した 4 つのプロジェクトを本格的に展開し、野

菜の低炭素型購買にとどまらず、消費者の購買行動の変容・意識変容まで発展させた①

消費者の購買行動の変容・意識変容によるCO２削減シナリオの検証と作成、平成 22
年度に行ったリサーチャーズクラブとユニー株式会社との協働関係をさらに発展させ
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た②3 者協働によるCO2 排出量削減を目指した商品開発・販売方法の検討・検証、ス

ーパーマーケットに加え、百貨店に舞台を広げた③消費者と流通販売者の協働による、

CO2 排出量削減を目指した買いものの検討、昨年度までの取り組みにグループインタ

ビュー等の知見を付加しさらなる発展をめざした④新たな価値に根ざした低炭素型ラ

イフスタイル「生活レシピ」の作成・普及、⑤都市と農村のCO2 排出量削減を目指し

た連携に関する調査を行った。また、⑥なごや環境大学による消費者リーダー育成、⑦

パリにおける環境表示・地産地消に対する意識と取り組みの調査も実施した。 
 これらの事業の成果概要は以下のとおりである。 
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①消費者の購買行動の変容・意識変容による CO２削減シナリオの検証と作成 
 
 豊橋技術科学大学との意見交換により、平成 24 年 3 月末現在では、「ロジスティッ

クスネットワークの 適化」「野菜・果物の生産システムモデリングとシミュレーシ

ョン」を行うことを検討することとなった。 
 引き続き検討を行ったうえで、次年度、本プロジェクトの目的を達成するために必

要なシナリオ開発の在り方を決定することになった。現時点で検討している内容は以

下のとおりである。 
 
【ロジスティックスネットワークの 適化】 
実施内容 2 つの異なる目的関数下での 適化問題（経済性と低炭素化）の開発と

適用結果を標準とする what-if 分析 
求解結果の

イメージ図 

 
 
【野菜・果物の生産システムモデリングとシミュレーション】 
実施内容 情報提供などの変化が消費者の選択に影響を及ぼすかを検討するため

のモデリングを行う。例えば、次の利用シナリオが考えられる。 
 ラベリングや情報提供が商品の購入に対して、どう影響するか。 
 消費者のライフスタイルがどのように変化すれば、CO2 削減につな

がるおかいものにつながっていくか。 
 
 なお、シナリオ開発の方向性は本プロジェクトにおける他の研究から得られた知見

を常にフィードバッグし、プロジェクトの研究目的達成に沿うよう、随時見直しなが

ら進めていく予定である（図表 13）。 
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2
0
5
0
年
の
消
費
者
像

現
在
の
消
費
者

③CO2排出量削減を

目指した買いもの行動

の検証

⑤SNSを利用した

地域への広がりの検証

（100マイルダイエット）

②消費者・流通によるCO2削減につながる

販売方法の検討と検証

【過年度：リサーチャーズクラブによる

情報表実験など】

消費者の購買行動が変容することによる「買いもの・販売・生産システムの変容」、CO2排出量の変化

フロアマネジメント情報表示
個人から地域への

インセンティブ設計

消費者間での

コミュニケーション

⑦研究成果発信のためのシンポジウム等開催

「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」をめざしたシナリオ

①CO2削減シナリオの検討

及び作成

⑥流通・生産者と協働する消

費者養成と人材マッチングの

仕組みづくり

④新たな価値に根ざした低炭素

型ライフスタイル「生活レシピ」の

作成・普及による価値観の変容

消費者と流通販売者の協働による

購買行動の変容
緩やかなおかいものコミュニティの構築

 
図表 13  平成 24 年度の各プロジェクトとシナリオ開発の関係性 
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②3 者協働による CO2 排出量削減を目指した商品開発・販売方法の検討・検証 
 （ユニー株式会社との協働） 

【付録 1】1. 3 者協働による CO2 排出量削減を目指した商品開発・販売方法の検討・

検証（ユニー株式会社との協働）を参照 
【付録 2】アンケート 1 買い物と環境に関するアンケート調査を参照 

 
A）容器包装削減に関する現状把握・情報収集 

 まずは、名古屋市内における容器包装政策の現状やノントレイの容器包装の取り組

みの実態（リーフパックや真空パックといったノントレイの容器包装の取り組み）の

実態を知るために、勉強会を開催、更に店舗見学や調理体験、フォーラム参加を実施

した。 
その結果、①ノントレイの容器包装は複数のメーカーで生産されているものの、ま

だ十分に普及しているとはいえない状況であること ②店舗においても、一部の店舗

を除き販売は一部にとどまっていることがわかった。 
その背景には、①国や自治体においても、環境負荷の軽減の計算や検証に課題があ

り検討中である ②トレイと比べ商品の安全や衛生面での課題があること、更には売

り場での作業変更負荷の解決を要する といった課題があることが判った。 
また、メンバー自らノントレイの商品を実際に購入し使用したところ、「かさばら

ない」「まな板代わりに使える」といった利点がある一方で、肉汁の量なども食品ト

レイの商品と同等であるにも関わらず、見た目では劣るという課題があることも明ら

かとなった。 
これらの成果を踏まえ、プロジェクトでは、国や自治体での動きを見つつ、消費者

目線での検討を行うことの意義が高いとの結論から、リーフパックの販売に関し実際

の店舗実験を行うこととした。 
 
B）リーフパック販売店舗実験と分析 
ノントレイ商品を使用することによる消費者視点でのメリットを前面に出した情報

表示として、アピタ緑店において販売しているリーフパックの商品を例に「かさばら

ない」「まな板代わりに使える」など、その利点を前面に出した POP を作成し、情報

表示に購買変容の変化を観測した（図表 14、図表 15）。 
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図表 14 リーフパック商品の利点を紹介するＲＣメンバーのコメント付き POP 

 
 

 

図表 15 リーフパック商品の利点を紹介するＲＣメンバー考案 POP 

 
POS データにより売上の変化を分析した結果、POP を掲示する前の期間（1/7～1/21）

と、POP を掲示した後の期間（1/28～2/11）を比較すると、実験の対象とした 6 種類

の精肉のうち、鶏モモ肉、鶏手羽元、豚ロース、豚薄切り、牛ステーキの 5 種類で、

売上全体に占めるリーフパック包装分の売上の販売比率が上がった（図表 16）。 
 

 
図表 16 社会実験期間中における対象商品売り上げにおいてリーフパックが占める割合 
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また、期間中、POS データによる売り上げデータ取得と同時に行ったインタビュー

調査によれば、実際に購入したことがある消費者の方からは、「ゴミが出ないのが助

かる」「リーフパックのほうが使いやすくて良い」など、リーフパックによる包装を

高く評価する声が多く上がった。社会実験中に初めて購入する方からも、「かさばら

ないのでよい」と評価する声が多かった。 
一方で、リーフパックに関する情報を示した POP については、「POP は目立たない、

気付かなかった」といった声が多かったことから、売上増は POP による効果との相関

は弱く、寧ろ、「平場に出ていたので初めて気付いて購入した」という声があるよう

に（図表 17）、陳列方法を変更したこと、売り場にリーフパックを置き始めてから一

定期間が経過したことによる認知度のアップが売上拡大につながったと考えられる。 
インタビュー調査結果は、次のとおりである。 
 

インタビュー 
実施日程/調査人数 

① 2011 年 11 月 27 日（日）10 時～14 時／30 名 
② 2011 年 12 月  1 日（木）10 時～14 時／32 名 
③ 2012 年  1 月 13 日（金）10 時～14 時／22 名 
④ 2012 年  2 月  2 日（木）10 時～14 時／19 名 
⑤ 2012 年  2 月  4 日（土）10 時～14 時／26 名 
計 5 回、のべ 129 名 

◆リーフパック 
を選んだ理由 
（購入経験あり）  

・ゴミが出ないのが助かる  
・いつも買っている。トレイはいらない、リーフパックの方が良

い  
◆リーフパック 
を選んだ理由 
（購入経験なし）  

・以前から気になっていた。エコかなと思って買ってみた  
・かさばらない、荷物にならない  
・平場に出ていたので初めて気付いて購入した  

◆リーフパックを 
選ばなかった理由  
 

・リーフパックに気がつかなかった 
・トレイはラップが貼っているが、リーフパックはふにゃふにゃ

なので手でおされてないかが心配である  
 ・欲しいお肉がリーフパックにはなかった  
 ・ＰＯＰは目立たない  

図表 17 リーフパックに関する意見（インタビュー調査） 

 
 こうした結果により、「リーフパックは環境に配慮した容器包装であるというだけ

でなく、実際に購入した消費者からはゴミが使いやすさの点からも評価されている」

こと、「一度購入した消費者はリピーターになっている」こともあるが、「認知度が

低いために一度も購入したことがない消費者が多数存在する」こと、がわかった。 
環境配慮型の商品や容器包装等は、さまざまな工夫のうえで製造・販売されている

ために環境面以外にも使いやすさなどのメリットが存在する場合も多いが、市場の流

通量が少ないがために認知されていないことも多い。リーフパックにおいても同様に

一般的な商品として大半を占めるようになれば、消費者の認知度の向上が購買行動の

変容に関係することがいえる。 
例えば、東京都・大田区にあるＯＫマート仲池上店では、ノントレイの一種である
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真空パックに入れて販売されているが、大半の商品がノントレイ包装を用いているた

め、消費者に受け入れられ多く販売されている（図表 18）。 
 

 
図表 18 ＯＫマート仲池上店におけるノントレイ商品（東京都・大田区） 

 
これまで、「環境配慮型商品」「環境配慮型包装」は市場において少数を占めるも

のであったが、「環境」に着目して広めていくのではなく、他のメリットも含めて拡

大展開していき、一般的な商品・販売方法とすることで、認知度が高まり消費者に広

く受け入れられることが検証できた。 
 

C）一般消費者の意識調査 

「買い物と環境に関するアンケート調査（2012）」を実施した。 
アンケート調査の回答者数は 397 名（回収率：54.5%）であり、調査対象者の属性は

次のとおりである。 
 

女性

91.6%

男性

8.4%

 

70歳以上

3.7%

10歳代

0.3%
20歳代

2.6%

60歳代

13.5%

50歳代

22.4%

40歳代

37.2%

30歳代
20.3%

 
図表 19 男女構成比（左）と年齢構成比（右） 

 
アンケートでは、容器包装に関する６つの設問、①使用後の食品トレイの処理につ

いて、②食品の容器包装に関し、私用の物を購入する際の選択について、③今後の容

器包装のあり方について、④日ごろ利用・購入している飲料容器について、⑤精肉の

容器包装について、⑥リーフパックの販売促進に有効な手段について を調査した。 
真空パックに入った肉を「いつも購入したい」および「時々購入したい」と答えた
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人は 78.9%であり、同様にリーフパックでは 76.2%と、食品トレイの 40.2%に比べ高

い結果となった。これらより、精肉の容器包装に関しては、従来の食品トレイに代わ

り、リーフパックや真空パックに変更しても好意的に受け止められる可能性が高いこ

とが明らかになった（図表 20）。 

33.2%

30.1%

10.6%

2.9%

43.0%

48.8%

29.6%

5.3%

14.2%

11.9%

33.2%

25.9%

7.4%

6.1%

21.4%

5.0% 22.4%38.5%

3.7%

1.8%

1.6%

0.5%

1.3%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A:リーフパックに入った肉を購入したい

B:真空パックに入った肉を購入したい

C:食品トレイに入った肉を購入したい

D:その他の容器に入った肉を購入したい

いつも購入したい 時々購入したい どちらでもない あまり購入したくない 全く購入したくない 無回答  
図表 20 精肉の容器包装の違いによる購入意識 

 
さらに、今後リーフパックの購入促進に有効な手段についての質問では、ゴミが減

ることと冷蔵庫の中でかさばらないことをＰＲすることについて、「とても有効」お

よび「やや有効」と回答した人が 93.1%、次いでまな板代わりに使えること（87.9%）

が有効であると考えていることが明らかとなった。また、価格の安さやリーフパック

入りの精肉の数が多い事、目立つように配置されている場合にも有効であると考えて

いることがわかった。これらの調査結果をもとに、次年度の店舗実験に繋げていきた

い（図表 21）。 

53.6%

50.7%

19.0%

42.7%

62.8%

60.2%

59.1%

39.6%

30.1%

29.0%

22.4%

15.6%

18.7%

43.8%

13.7%

31.4%

34.3%

33.0%

40.4%

30.3%

27.7%

34.0%

36.1%

41.4%

41.7%

45.4%

39.8%

38.8%

42.7%

6.6%

10.6%

11.6%

33.5%

12.4%

4.2%

8.4%

19.0%

22.7%

22.2%

25.3%

33.5%

31.7%

10.8%

14.5%

2.6%

2.1%

4.0%

5.3%

8.4%

0.5%

1.8%

1.1%

0.8%

22.7% 42.0%

5.0%

0.5%

3.4%

0.5%

2.6%

0.8%

2.1%

5.0%

11.1%

9.0%

0.8%

0.8%

0.5%

0.8%

0.3%

0.5%

0.5%

0.5%

0.8%

1.3%

1.6%

1.1%

1.8%

1.3%

1.8%

1.3%

0.5%

1.1%

1.3%

1.1%

1.1%

1.1%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A:他の容器包装の肉より価格が安い

B:リーフパック包装の肉の種類が多い

C:豊富な料理レシピが提示してある

D:ＣＯ２削減効果が大きいことがわかる

E:家庭のゴミがかなり減ることがわかる

F:まな板代わりに利用できることがわかる

G:冷蔵庫の中でかさばらないことがわかる

H:特別なキャンペーン期間がある

I:ＰＲ用のＰＯＰがある

J:ＰＲ用のポスターがある

K:ＰＲ用の利用者からのコメントがある

L:ＰＲ用の｢のぼり｣がある

M:ＰＲ用の動画が流れている

N:目立つように配置されている

O:その他

とても有効 やや有効 どちらでもない あまり有効ではない 全く有効ではない 無回答  

図表 21 リーフパックの購入促進に有効な手段 

 
 
平成 24 年度も引き続き、リーフパックの購入促進に関して協働で実施することを計
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画している。 
 
野菜については、①購入の際に意識している項目、②環境配慮できる場合、季節外

の野菜を減らすことの有無と減らせる割合について、③旬の野菜を今より積極的に購

入するための動機についての 3 項目を質問した。 
その結果、冬にピーマンを買う割合を減らせると答えた人が 71.8%おり、トマトで

は 63.6%であった。また、夏のブロッコリーでは 70.7%が減らせると答えたことから、

環境に貢献できることがわかった場合、ハウスなどで栽培した季節外の野菜の購入を

減らすことができる可能性が高いことが明らかとなった（図表 22）。 
 

63.6%

71.8%

70.7%

20.3%

14.0%

15.8%

15.3%

13.2%

12.9%

0.8%

1.1%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A:冬、トマトを買う割合を減らせるか

B:冬、ピーマンを買う割合を減らせるか

C:夏、ブロッコリーを買う割合を減らせるか

できる できない わからない 無回答  
図表 22 季節外の野菜を買う割合を減らせるかの有無  

 
らに、冬のトマトをどの程度減らせるか、その割合を答えてもらったところ、41%

～

さ

60%程度であれば減らせると答えた人が 41.1%であった。これらから、情報表示の仕

方によっては消費者の購買行動が変容する可能性があることがわかった（図表 23）。 

21～40%

18.7%

41～60%

41.1%

61～80%

15.4%

81～100%

13.7%

1～20%

8.7%

無回答

2.5%

 
図表 23 冬のトマトを減らせる割合 

 
コ商品に関しては、①エコ商品を買う時に意識して購入する点について、②あな

た

している」および「時々意識

エ

が考えるエコ商品について、の 2項目を質問した。 

その結果、詰め替え商品があるかどうかを「常に意識
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している」と答えた人が 88.6%、次いで安さ（80.8%）、原材料や成分（72.6%）の順と

なった。エコ商品に関しては、詰め替えがあることだけでなく、成分など表示を見て

購入する人が多いことが明らかとなった（図表 24）。 

 

27.7%

42.2%

15.3%

18.2%

23.7%

3.7%

39.6%

7.9%

44.9%

46.4%

42.2%

42.2%

44.9%

31.1%

41.2%

42.5%

14.2%

6.1%

29.8%

29.8%

25.1%

39.3%

14.5%

32.2%

10.3%

3.4%

9.8%

7.7%

5.0%

17.4%

3.4%

14.5%

7.7%

2.1%

2.4%

0.8%

0.8%

1.8%

1.3%

1.6%

0.8%

0.5%

0.8%

1.3%

0.5%

0.5%

0.3%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A:原材料や成分

B:詰め替え品があるかどうか

C:価格が高くても品質重視

D:簡易包装かどうか

E:必要な量だけが購入できるかどうか

F:ブランド品

G:安さ

H:環境負荷の程度

常に意識している 時々意識している どちらでもない あまり意識していない 全く意識していない 無回答  

図表 24 エコ商品を購入する際に意識すること 
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③消費者と流通販売者の協働による、CO2 排出量削減を目指した買いものの検討 
 （株式会社ジェイアール東海髙島屋との協働） 

【付録 1】2. 消費者と流通販売者の協働による、CO2 排出量削減を目指した買いも

のの検討 （株式会社ジェイアール東海髙島屋との協働）を参照 
【付録 2】アンケート 2 おかいものに関するアンケート調査報告書／アンケート 3 
企業と社会のかかわりアンケート調査報告書 

 
■適正包装チーム 
 適正包装チームの議論の中で、消費者側（リサーチャーズクラブ・メンバー）から

「包装が不要な場合でも、販売員の方が包装に着手してしまうと断りづらい、声をか

けづらくなってしまう」という意見があった。一方では、流通販売者側（株式会社ジ

ェイアール東海髙島屋）からは、「不要な場合には遠慮なく声をかけていただきたい

が、販売員は駐車券の有無、ポイントカードの有無など確認事項が多いため、お客様

よりお申し出がない限り、販売員の側から包装について細やかな質問を行うことは難

しい」という意見があった。したがって、これらの課題解決を目指すこととした。 
具体的には、適正包装へ取り組み特に環境に対する意識が高いと考えられるオーガ

ニック商品を扱う企画催事「ナチュラルビューティスタイル展」において、会計時の

包装開始前に、包装が不要であると声をかけやすくなるような工夫として、「ご不要

な方はお気軽にお申し出ください」と包装不要な場合のお声掛けを呼びかける表示（図

表 25・26）を、会場案内のチラシやレジの POP 等に示したうえで、販売員の方から

も、包装がご不要な場合にはお申し出いただけるよう、お客様へ呼びかけを行った。 
 

 
図表 25 不要な包装削減を呼びかける表示 
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図表 26 適正包装を呼び掛ける POP（左）と会場案内図（右） 

 
 また、こうした取り組みに対して消費者がどのように感じたかを調査するために、

実際に購入したお客様を対象に株式会社ジェイアール東海髙島屋が実施するアンケー

ト調査の中に包装に関する質問項目を設け、意見を把握した。 
そのアンケート調査（有効回答数：1,487 名）によれば、ナチュラルビューティスタ

イル展において簡易包装の取り組みを行っていたことを「知っている」と回答した人

は 61%、「知らない」と回答した人は 39%であった。会場案内チラシやレジ前の POP
など様々なところに表示し、販売員によるお声掛けを実施した結果、その認知度は６

割であったことが判った。 
 購入者が選択した包装形態では、「簡易包装」を選択した人が 71%、通常包装やギ

フト包装を選択した人が 29%と、多くの人が簡易包装を選択したことが明らかとなっ

た（図表 27）。 
 また、当該イベントで簡易包装を推進したことについては、「良いことだと思う」

「これからも進めていってほしい」という賛成・同意の意見が多かったが、それ以外

にも、「実施していることがわかりづらかった」とアピール不足を指摘する声、「ギ

フト用など丁寧な包装が必要なときには、選べるようにしたい」といったように簡易

包装は選択肢の一つとすべきという声など、いろいろな意見が寄せられた。 
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図表 27 ナチュラルビューティスタイル展におけるアンケート結果 

 
 ナチュラルビューティスタイル展で行った、必要な場合には簡易包装を選択してい

ただく適正包装の取り組みは、気付いたお客様の大半に簡易包装を選んでいただき、

また高く評価する声もいただいた。 
 
平成 24 年度においても、適正包装の呼びかけや実験を協働して実施することとした。 
また、適正包装へのインセンティブに関し、従来型の個人への還元ではない手法につ

いても検討することになった。 
 
■おかいもの基準チーム 
リサーチャーズクラブにおいて実施した売り場見学、インタビューや学習を踏まえ、

リサーチャーズクラブのメンバーと株式会社ジェイアール東海髙島屋とで議論を行い、

５つからなる「おかいもの基準」を設定した（図表 28）。 
 

1．お客様（みんな）から広く支持されているもの 
2．美味しく栄養価のある料理ができるもの 
3．メンテナンスが容易で長持ちするもの 
4．短時間で料理ができ、省エネを実現するもの 
5．ひとつのキッチングッズで様々な調理に応用できる使い回しができるもの 

図表 28 リサーチャーズクラブとジェイアール名古屋タカシマヤが考える 

キッチングッズの「おかいもの基準」 

 
これらの基準には、①広く支持される、すなわち愛用者が多い商品はその理由があ

るため品質が高いものである ②美味しく栄養価の高い料理を作ることができるキッ

チングッズは、多数の消費者にとって愛着をもって長く使える可能性が高い ③メン

テナンスが容易であるキッチングッズは、例え一部の部品が壊れたとしても必要な部

分のみ交換して長く使用することができる ④短時間で料理ができるキッチングッズ

は使用時の CO2 排出量を削減できる ⑤使い回しができるキッチングッズがあれば、

不要な買い物を避けることができる との背景や意図がある。 
 
平成 24 年度には、このおかいもの基準を実際の売り場で表示し、購買行動の変容等

を実験する計画である。 
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■企業と社会とのかかわりに関するアンケート 
ミーティングの中で、「レジ袋の有料化は簡易包装を推進するきっかけとなったが、

百貨店では高額の商品を購入するので、無料包装のサービスを期待したい」「簡易包

装に協力した回数に応じてポイントが付与され、一定ポイントが貯まると商品券等で

還元されるサービスもあるが、百貨店は頻繁に訪れるわけではないため、ポイント制

にしても貯まりにくい」といった意見があった。 
そこで、簡易包装への協力を呼び掛ける際に、包装の有料化やポイント制といった

従来の手法を用いるのではなく、新たなインセンティブの設計を検討することとした。  
したがって、「企業と社会に関するアンケート調査」（全国女性 500 人：ウェブ調

査）を実施することにした、アンケートでは、大きく「企業の社会・地域貢献につい

て」「包装削減分の企業の差益分を環境保全や地域活性化のために寄付する活動につ

いて」更には、リサーチャーズクラブで作成した「おかいもの基準」について、消費

者がどのように評価するかを調査した。 
アンケート回答者は全員女性であり、属性は以下のとおりである（図表 29）。 
 

 
図表 29 年齢構成比（左）と職業構成比（右） 
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まず、企業が社会問題にかかわり、取り組むことについては、回答者の 95%が評価す

るとしており、日本の子どもの健康や教育、環境問題、震災への緊急支援といった分

野の支援が望ましいと回答している（図表 30） 
 この結果から、これまでの海外の課題ではなく、国内や地域といった身近な問題へ

の関心の高まり傾向が見て取れた。 
 

 
図表 30 企業による社会問題の支援を望む分野 

 
 実際に参加したい取り組みとしては、「エコバッグなど日々の実践できる活動」や「商

品購入代金の一部が寄付される募金」など、日常生活の中で気軽に実施できるものを挙げ

る回答者が多かった（図表31）。 

 
図表 31 参加・協力したい企業の取り組み 
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また、包装が不要な場合に簡易包装に協力すると、包装材の削減量に応じて百貨店

が社会課題の解決に寄付を行う場合、協力したいかという問いに対しては、回答者の

94%が協力したいと回答した（図表 32）。 

 
図表 32 百貨店における包装削減量に応じた社会貢献活動への参加意思 

 
特に「日本の環境保全」「グローバルな環境保全」や「緊急支援」、「まちや地域

の課題解決」に協力したいという意見が多かった。 

 
図表 33 百貨店における包装削減量に応じた社会貢献活動で望ましい内容 

 
以上より、24 年度の適正包装実験では、個人への還元ではなく地域や社会に還元さ

れる仕組みを提示して社会実験を行うことを検討することとした。 
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④新たな価値に根ざした低炭素型ライフスタイル「生活レシピ」の作成・普及 

【付録 1】3．新たな価値に根ざした低炭素型ライフスタイル「生活レシピ」の作成・

普及を参照 
 
「生活レシピ」の作成・普及にあたり、①女性生活者の「幸せ感」「低炭素型ライフス

タイル」に関するキーワードの抽出、幸せ軸と環境負荷度の検討②生活レシピ集の開発、

③作成した生活レシピ集のモニター調査及び発信、といった三段階の作業行程を計画して

いる。 
今年度は、第１段階の女性生活者の「幸せ感」に関するキーワードの抽出作業を行い、

次のような成果を得た。対面によるグループインタビュー及び過去アンケート調査から抽

出したキーワードは 2336 である。 
 

■対面によるグループインタビュー 
生活レシピの作成の第 1 段階であるキーワードを抽出するため、農山村および都市に暮

らす女性生活者を対象に、対面によるグループインタビューを(各 2 回、計 4 回)行った。抽

出されたキーワードは、都市 393、農山村 215 の合計 608 であった。 
 
「農山村」と「都市」という 2 つの居住環境を設定したのは、①居住環境による「幸せ

感」に関するキーワード・幸せ軸に違いがあるのか、併せて②消費者と生産者のつながり、

農山村と都市の連携によるモノの生産、流通、消費等の可能性を検討することによる。 
 
■グループインタビューの結果  

【都市で暮らす女性生活者へのインタビュー結果】 
都市で暮らす女性生活者へのインタビュー結果からは主に以下のキーワードが抽出さ

れた。 

●自分を大切にする自分自身の時間や場に関する主なキーワード 

 

 

 

 

 

「自分の時間をもてたとき」「自分を大事にする」「知的探究心、好奇心によ

る自己成長」「自分を大事にしているとき、大事にされているとき」「ストレ

スを発散したとき」「健康であること」「達成感を得た時、満たされたとき」

「余裕があること」等 

 

●他者との関係に関する主なキーワード 

 

 

 

 

 

 

「共感できたとき」「励まし合うこと」「ありがたみを感じる」「新しい出会

い」「人の繋がりが広がっていくとき」「相手を想像して、相手の立場で何か

をするとき」「みんなが楽しめる環境をつくったとき」「誰かがそばにいると

いう状況」「笑いあい、助けあい、感謝しあうこと」「直接話して接する楽し

さ」「触れ合うこと、心を打ち明けられること」「一体感、連帯感」「自分の

居場所がある」 等 
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●自分を取り巻く生活環境、社会環境に関する主なキーワード 

 

 

   

「平凡であること」「贅沢をせずに生きていけること」「当たり前なこと」等 

【農山村に暮らす女性生活者へのインタビュー結果】 

農山村に暮らす女性生活者へのインタビュー結果からは主に以下のキーワードが抽出さ

れた。 

 

●地域コミュニティに関する主なキーワード 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「人とのつながりが出来ていて、嫌なことがなく、暮らしやすい」「新規就農

の人でも広く迎え入れてくれる」「大事な時に大事なご縁を紹介してくれる」

「面倒を見てくれる」「周りは違和感なく受け入れてくれる」「住んでからの

不安はない」「私たちの事を考えてアドバイスをしてくれる」「自分は知らな

くても、みんなは知っている」「加子母じゅうに情報が知れ渡っている」「地

域の事はなんでもを話し合う場で、色んな事をみんなで決める」「完全なる民

主主義」「みんな家族みたいで孤独な人はいない」「無関心ではなく、見てい

てくれるのが嬉しい」「人とのつながりが濃く、とても温かい」「食料もある

し、助け合うから、災害があって孤立したとしても皆生きていける」「子育て

におい大人全体が頼りになる」「子どもを地域で応援する」「自分が役にたて

る」「自分の居場所がある」「お金に換えられない安心感」「人間関係、コミ

ュニティの濃さ」「めんどうくさい事の積み重ねが絆である」等 

●自然環境や食に関する主なキーワード 
 
 
 
 
 

「醤油や味噌も手作りのものを頂ける」「誰が作った野菜か分かるものが出て

いる」「普段食べるものが本当に美味しい」「自分で安全な水・野菜・お米を

選ぶことができる」「自然からの恵みで生活ができる」「田んぼ行って、おた

まじゃくし捕まえたりする」「加子母の自然は、空気もきれいだし、緑いっぱ

い」  
 

●地域力に関する主なキーワード 
 
  
 

「歴史が長い」「山に囲まれて少なくとも100年はリセットされずにきている」

「完成度が高い」 等 

 

【居住環境による相違】 
都市においては、「自分を大切にする」「自分自身の時間や場に幸せを感じているこ

と」が顕著に表れ、「自分を守ること」「自己成長や自分のため」という個人的思考が

高い。他者との関係性においても、「共感できたとき」「励まし合うこと」「新しい出

会い」「相手を想像して、相手の立場で何かをするとき」「みんなが楽しめる環境をつ
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くったとき」等、非日常的なキーワードが抽出された。「人と無関係で生きられるのが

都会」「他者のことが浮かないのが都会の生活」と表されるのは、そのことが要因の一

つになるであろう。 

一方、農山村は、人々が長い歴史の中で培った、人々の参画によって出来上がったコ

ミュニティによって日常的に守られており、めんどうくささや煩わしさはあるものの、

安心感や幸せ感、お金に変えられない満足感を得ている。また自然資源と近しいため、

「自分で安全な水・野菜・お米を選ぶことができる」ことも農山村の「幸せ感」の特徴

であると考えられる。 

 
【共通のキーワード】 
抽出された共通のキーワードは、「自分を大事にしているとき、大事にされているとき」

「平凡であること」「共感したとき」「励まし合うこと」「ありがたみを感じる」「みん

なが楽しめる環境をつくったとき」「誰かがそばにいるという状況」「笑いあい、助けあ

い、感謝しあうこと」「直接話して接する楽しさ」「触れ合うこと、心を打ち明けられる

こと」「自分に心地よく他の誰かにも心地よい状況」「役に立っている感」「認めてもら

う」「一体感、連帯感」「自分の居場所がある」「色んな人が話しを聞いて心配して寄っ

てくれる」「人間の距離が近く感じる」「人が寄ってくる結束、つながり」「正直に生き

る」である。どれも、自分と他者との関係性であり、農山村と都市という居住場所の違い

はあっても、人間は人との関係性のなかで生じる様々な場面で「幸せ感」を得ていること

考えられる。 

もう1点、「食」といった暮らしの基本的な領域についても共通のキーワードが抽出され

た。農山村においては、「醤油や味噌も手作りのものを頂ける」「誰が作った野菜か分か

るものが出ている」「普段食べるものが本当に美味しい」「自分で安全な水・野菜・お米

を選ぶことができる」「自然からの恵みで生活ができる」、都市においてはファーマーズ

マーケットやフェアトレード商品から、「誰がどのように生産しているかがわかる」「生

産者と直接話しながら買える」などが抽出された。自分が口にするもの、手にするものが、

どのような人々によって、どのような場所で、環境で作られているかなどを想像しながら

得られることに「幸せ」を感じていることが伺えた 

 

■過去のアンケート調査からの共感軸の抽出 

過去、プロジェクトで実施した「買い物と環境に関するアンケート調査」および、企業

の社会的責任等のアンケート調査結果より、「幸せ」を感じるキーワード抽出を実施した。

アンケート調査より抽出されたキーワードはそれぞれ 464、1,352、合計 1,816 であった。 
 
【買い物と環境に関するアンケート調査結果】 

買い物と環境に関するアンケート調査からは、主に以下のキーワードが抽出された。 
●「食の安心安全関する主なキーワード 
 
 
 
 

「地産地消」「有機野菜」「国産」「地元産」「土がついている」「安心安全」

「無農薬で作る野菜」「旬のもの」等 

45 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

●価格に関する主なキーワード 
 
「安い」「値引き」「クーポン券」「安売りスーパー」「安いものを買う」「半

額以下」  
 
 
●その他特徴的なキーワード 

 
「使い心地」「おいしさ」、また「レシピの紹介」「生産現場への社会見学」

「農業体験」「店員との会話」「栄養度や効能の情報提供」「流通・加工プロ

セスがみえるしくみ」「必要な分の提供」「クーポン券」「クレジットカード

のポイント還元サービス」「マイタッパー持参」等 

 
 
 
 
 
 
 買い物行動を通して社会との接点を見出し、そこに幸せ感や達成感を得ていると同時

に、お得感から幸せ感を得ていることが伺える。 
 

【企業の社会的責任に関するアンケート調査結果】 
企業の社会的責任を調査したアンケートからは、主に以下のキーワードが抽出された。 

 
●商品やサービスの質に関する主なキーワード 

 
「リーズナブル」「プライスダウン」「手ごろ」などの「価格」に関するもの、

「信頼」「安全性」「安心」「安定」「使い勝手の良い商品」「ベストセラー

商品」「定評がある」「体によい商品」「生活に役に立っている」「利用頻度

が高い」等 

 
 
 
 

 
●感性に関する主なキーワード 

 
 
 
 

 

「気軽さ」「かわいさ」「見るだけで楽しい」「センスが良い」「好感がもて

る」「ネーミングや使用感」「キャッチフレーズが好き」「エコスタイルが格

好いい」「斬新」等 

●流行に関する主なキーワード 
 

「時流にあっている」「新しい発想」等  
 
●商品やサービスにプラスした価値に関する主なキーワード 

 
「お得」「マイルをためる」「アニバーサリー企画」「枚数限定で販売」「良

質の無料サービス」「チャリティ」等 
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●企業と消費者の関係性に関する主なキーワード 

 
「親近感」「地元」「草の根的な活動」「ボランティア活動」「ロハスな活動」

「地域に根を広げている」「共存できるまちづくり」「消費者のそばにいる」

「こころあたたまる気遣い」「メッセージタグ」「現実的で地道な活動」「伝

統を守りながらも新しいことにチャレンジ」「人を常に楽しませる」「スピー

ド感がある」「飽きさせない工夫」「この会社でしかできない」「ユニーク」

「先見性と実行力」「開発力」「トレイサビリティがしっかりしている」「若

い人を積極的に教育」「会社と社員とその家族を守る」「効率ではなく育てる

余裕」「責任をとろうという姿勢」「倫理観」等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 企業と消費者との関係性や、関係性を深め広げるための工夫、持続力や開発力、企業の

社員やその家族および社会に対する責任への期待が「幸せ感」につながると考えらえる。 
 

■感性工学の専門家へのヒアリング 
感性工学についての知見を深めるために、名城大学理工学部情報工学科准教授の川澄未

来子氏を訪問し、製品や商品に対する人間の感性や使い勝手を定量的に分析し、その成果

を活かしたものづくりを研究、実用化、商品化の具体的な研究事例について伺った。ヒア

リングした事例は、情報機器のユニバーサルデザイン、製品表面の質感や高級感、自動車

ランプの安全デザイン、理解しやすいピクトグラムなど、である。また、ヒアリングから

本プロジェクトに対して以下の示唆を受けた。 
 
 

① 人の共感を得る製品、商品づくりをするためには、その「もの」のもつ

価値となりうる形容詞（例えば、「高級感のある」「おしゃれな」「都会的な」

「おいしそうな」など）の評価項目(形容詞)を設定し、ある程度の人数を対象

とした選択傾向を定量的に把握(人の感性の計測)・分析し、その結果を活かす

こと。 

② 人間の感性や使い勝手を想定した形容詞、評価項目をどのように設定す

るのかが商品開発の戦略となること。 

③ 生活レシピ作成にあたっては、「幸せ感」と「低炭素型ライフスタイル」

の「幸せ軸」を形容詞化し、対象となる製品や商品、生活レシピに対して定量

的評価を得ながら作成するプロセスをいかに設計するかが鍵となること。 
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■今後の展開 
現在、感性工学及びCO2削減及び低炭素型社会づくりの専門家の協力を得て、抽出し

たこれらのキーワードから「幸せ軸」と「環境負荷度」の検討を行っている。 
平成24年度は、要素・生活レシピ集の開発に向け、分析された軸を組みこんだライフス

タイルをデザインし、CO2をどれくらい削減できるかを検証し、さらにモニター調査や

女性専門家との協議において、その実現の可能性を検証し、行政やメディアと協働で社

会に普及啓発する計画である。 

48 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２３年度 「名古屋発！低炭素型買い物・販売・生産システムの実現」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

 
⑤都市と農村の CO2 排出量削減を目指した連携に関する調査 
 

■加子母ワークショップで見えてきたキーワード 

 岐阜県中津川市加子母地区で行った加子母ワークショップで登場した数多くのキーワー

ドの中から、本項に関わる主なものを抜き書きすると、以下のようになる。 
 
「人とのつながり、家族、知り合い、コミュニティ」 
「一体感、連帯感」 
「よそ者（転入者、新規就農者）を暖かく迎える」 
「違和感のなさ、温かさ、居心地、居場所、安心感」 
「頼れる、つながれる、受け入れられる、話し合える、わかりあえる」 

 「作り手が見える、顔が見える」 
 「自然、空気、水、土」 
 「変わらない、安定している、完成度の高さ」 
「歴史の長さと重み」 
「当たり前、当然のこと、平凡」 

 「自給」  
 「多様な自然、自然の恵み、生き物の姿」 
 「おいしい空気、おいしい水」 
 「安全、安心」 
 
■キーワードから読み取れる中山間地域の地域構造 

加子母地区でのワークショップから浮かび上がった、中山間地域の社会構造を端的に象

徴するキーワードとして、「循環」があげられる。 

【３つの循環構造】 
・人の循環－人と人とのつながり、和、助け合い．．． 
・モノの循環－廃棄物を生み出さない、エネルギを浪費しない資源の循環構造．．．

・情報の循環－互いに知っている、自然と人のつながりが見える．．． 

 
 循環には、大別して、３つの循環が存在することが明らかとなった。 
 
▽ 人の循環 

 人と人との密度高い関係性は、都市部では時として、人間関係の煩わしさといった

マイナスイメージで語られるが、今回のワークショップからは、逆にポジティブにと

らえる発言が目立った。 
 また同時に、地域の人と人とのつながりの強さは、よそ者に対する排他的な態度を

呼ぶのではなく、むしろ、外部の知恵や技を積極的に取り入れながら、中山間地域の

優れた特性を伸ばしたり、隠れた地域資源を掘り起こしたりする、という方向で生か

されていることが明らかとなった。 
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▽ モノの循環 
森林資源、特用林産物、農産物など、地域に賦存している資源と、林業・農業・畜

産業といった生業とが、巧みにつながりあい、全体として、エネルギの消費が少なく、

廃棄物の発生も非常に抑えられている地域構造が生み出されていることが明らかとな

った。 
 

▽ 情報の循環 
地域が長い歴史の中で培ってきた伝統的な技や伝承は、単なる過去のものではなく、

現代においても、その環境的な意味を再評価できるものが多い。加子母においても、

豆腐やみそづくりに始まり、伝統的な手作りの食材が、地域の豊かさや幸せ感、満ち

足り感を支えてきた。このような伝統的な技・伝承に関わる情報を、中山間地域自ら

が受胎的に発信することにより、逆に、大都市を始めとした外部の情報を取り入れる

ことが可能となる。つまり情報の双方向性である。 
加子母においても、毎年実施されている木匠塾などは、都市の情報と中山間地域の

情報とを交流させるための、優れたしかけである。 
 
本プロジェクトの軸である、生産・流通・販売・消費という４つの段階（側面）は、都

市部においては、それぞれに関わる主体が異なる。つまり、生産は、生鮮食料品であれば

農家や食料品メーカーなどであり、流通は専門業者、販売は小売店やスーパーマーケット

などである。一方、中山間地域では、都市部と同様の構造は現としてあるものの、同時に、

この４つの段階は互いに深くかかわりあっている。たとえば、流通や販売の段階を飛ばし

て生産と消費が直結していたり、生産から販売までが一体化して、消費者と直接相対して

いたりする。だからこそ、各段階の状況が理解でき、互いの信頼関係のもとで、モノ・ひ

と・情報が動き、循環している。 
 都市においても、生産・流通・販売・消費という４つの段階（側面）を直接つなぐこと

のできる、小規模なしかけを埋め込んでいくようなアプローチが必要ではないか。 
 
■中山間地域と都市との連携を通じた脱温暖化への道筋 

 以上のことから、都市が中山間地域との関係性を強化し、全体としての脱温暖化を図っ

ていくためには、以下の３つの視点が重要となる。 
 
 ▽ 中山間地域の循環構造を支える 

 加子母ワークショップから見えてきたように、中山間地域には、人・モノ・情報の

循環構造が現代も維持され、それが、住む人々の満足感、達成感につながっている。 
同時に、経済的な状況、人口高齢化や少子化などの社会的な状況の変化により、これ

らの循環構造が弱まってきている。 
 都市が、脱温暖化社会の構築に向けて果たすことのできる役割の一つは、中山間地

域が築いてきたこれらの循環構造の維持・再生・創造に対して貢献することである。

都市住民による森林保全の活動参加や、農産物の直接取引なども、この文脈でとらえ

られる。 
 同時に、以下にも述べるように、持続不可能な要素を数多く抱え込んだ都市にとっ

て、経済発展が遅れた地域に対する援助といった立ち位置から中山間地域のくらしと
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生業を捉えるのではなく、むしろ、近い将来、都市が目標とすべき循環型構造をすで

に持っている「先進的な地域」として理解し、捉えるべきである。 
 
▽ 都市と中山間地域との連携（循環）構造を見える化し、支える 

 都市だけでは自立不可能であるからこそ、中山間地域と都市との連携（循環）構造

を見える化することも重要である。加子母においても、下流の名古屋との間で多彩な

交流が展開され、その成果として、都市が中山間地域にきわめて依存して成立してい

ることの関係性を体感できている。 
 
 ▽ 都市での持続不可能性の要素、要因の解消、循環構造の埋め込み 

 都市が抱えている多くの持続不可能性を明確にし、それを生み出している要因の分

析を進め、その結果に基づいて、要因の解消に努める必要がある。 
都市は、そのシステムを巨大化させることによって表面上の効率を上げることに成

功させてきたが、一方で、都市の内部に数多くの持続不可能性を抱え込んでしまった。

これら、都市の持続不可能性を取り除く方策の一つとして、中山間地域が有する、し

なやかで、同時に実は力強い地域循環構造に習い、都市に小規模な循環構造を埋め込

んでいくアプローチが必要と考える。 
生産・流通・販売・消費のシステムも、さらにその先の廃棄の段階も含めて、巨大

トステムへの偏重を反省し、小規模なシステムを重層的に組み合わせるアプローチを

模索すべきである。 
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⑥なごや環境大学による消費者リーダー育成 
【付録 1】4．なごや環境大学による消費者リーダー育成を参照 
 

消費者リーダーを育成及び広く環境に対する取り組みを普及させていくことを目的

として、なごや環境大学において 5 回の無料講座を実施した。 
終回の講座への参加者（9 名）にアンケート調査を実施したところ、全員が「講座

参加者の環境に関する興味・関心がさらに強まった」と回答し、また過半数の 5 名が

「他の講座や活動に参加したいと思うようになった」と回答した。 
消費者リーダーの養成には、①一定の基礎学習が必要であること ②実際の店舗で

の講座が有効であること、更には、③講座受講後に能動的な消費者に変容する との

知見が得られた。 
 

 いろいろ疑問に思っていたこと、思いもよらなかったことなど、いろいろ学ぶ

ことができました。 
 何気なく行っていた日常の買い物やスーパーなどの内容についてもとても勉強

になりました。 
 市場であるアピタの取り組みはここまでと驚き、自分に何ができるか？関心あ

り層の人は少しの情報にも気付くが、なし層をどうするか！なし層が多いこの

頃！ 
図表 34 なごや環境大学アンケート自由意見（一部を抜粋） 

 
 一方、リサーチャーズクラブやなごや環境大学の他の講座も含め、環境に対する意

識を高め知識を深めていく講座は存在するものの、その後も活動を継続したいと考え

た場合、その機会は十分に用意されていないことも明らかになった。 
今後の課題として 24 年度に検討することとした。 
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⑦パリにおける環境表示・地産地消に対する意識と取り組み 
【付録 1】5．パリにおける環境表示・地産地消に対する意識と取り組みを参照 

 
 「環境表示への企業の取り組みの実態とその効果の把握」、「消費者の地産地消（Local 
Food Supply）に対する意識の把握」「行政や流通販売者の地産地消推進策の調査」と

いう目的に対して、インタビューや視察を通して、以下の知見を得ることができた。 
 
■環境表示への取り組みの実態とその効果の把握 
 2011年から試行的に一部の商品に温室効果ガス、水の使用量、水の汚染の三つを指

標とし、環境にどのくらいの影響を与えているかをパーセンテージで示すラベルを

つけている。消費者に商品の環境影響に関する情報を与えることが目的である。現

時点では、163の企業が試験的に実施している。（OREE） 
 環境影響を7段階に格付けしたときのランクを示したラベルを独自に作成し、表示し

ている。（CASINO） 

 
図表 35 CASINO が独自に表示する環境ラベル 

 
 環境の取り組みにより、企業のブランドイメージがアップしていると感じている。

出店場所について他社と競合した際に、CASINOでは環境表示をしていることが

有利にはたらいたこともあった。また、ドイツで開催される環境表示のフォーラ

ムに取り上げられるなど、フランス国外においても名前を知られるきっかけにな

った。（CASINO） 
 CASINOを含め、多くの企業が現在では消費者の環境意識を高めるための広報や

啓もう活動に予算を割いていないこともあり、消費者の環境意識は高くないのが

現状である。しかし、環境ラベルは2012年までのテスト期間が終了すると、2013
年より本格的に運用されることになる。このとき、企業間の競合が始まるため、

消費者からの反応が期待できなかったとしても、将来的な競争を見越した企業は、

現在から早めに環境対策をとろうとするのである。（CASINO） 
 
【得られた知見】 

環境配慮商品の売り上げが拡大しない理由として、日本国内の多くの流通販売業者は、

「国内では環境要素は購買や消費行動に直結しておらず、消費者教育が浸透していないた

め環境配慮商品が選択されにくい」ことを挙げており、「欧米諸国のように、消費者の意識が

高まらない限り、流通販売者側が率先して環境配慮商品を販売していくことは、競争力を弱

めてしまう」としている。 
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 しかし、インタビュー調査によれば、環境規制が進んでいるといわれているEUに所属す

るフランスにおいても、消費者の購買時の意識は日本とほぼ同様であり、環境要素は消費

行動に直結していないことが判った。環境配慮型商品は環境要素を理由に選択されている

のではなく、他の要素（食料の自給率や健康への感心など）が購買に結びついている。 

それでもなお、企業が環境配慮の取り組みを進める理由として、①現在の社会情勢を鑑み

た場合にいずれ規制が強化されていくと見越しており、他社に後れをとらないよう率先して取

り組む必要があると感じていること、②海外を含めた他地域に出店する場合に環境配慮型

のPB商品を持っていることが有利にはたらくこと を挙げている。日本の企業においても、こ

うした視点で環境配慮表示の要否を検討する必要があるだろう。 

 
 

■消費者の地産地消（Local Food Supply）に対する意識の把握 
 パリの食を支えているのは、パリ南東部にあるランディス市場であるが、ここに

はパリ市民の三日分の食料しか備蓄されていないとされている。パリの長い歴史

の中には、食料が不足したために革命がおこったことが何度もあった。食料を確

保しておくのは政府機関の義務だと考えられている。（CERVIA） 
 パリ市内には、地元産の食べ物を使用した料理、地元の伝統的なレシピを用いた

料理を提供する「Terroir parisien（パリの産物、土壌）」というレストランがあ

る。一流レストランのシェフが経営に携わっていることもあり、人気がある。

（CERVIA） 
 イルドフランス地方では、地産地消の意識を高めるために地元の食品加工企業を

対象とした「イノベーション・コンクール」を開催している。コンクールでは、

地元産の食材を使った加工食品で競い合い、受賞食品は食品見本市に出展できる

など、地元産の食材の価値向上に貢献している。 
 地産地消の推進において、消費者にとって重要なのは生産者の顔が見えること、

メーカーの顔が見えることである。消費者とそうした関係性を築こうとしている。

消費者は、経済危機のなかで、まずは地元の生産者を救おうという意識を抱いて

いる。（CREDOC） 
 

【得られた知見】 

フランスにおいては、地産地消は「環境配慮」という視点よりも、むしろ「自給率の向上（食

料不足への危機感）」、「地域の伝統的な食文化の保存」という点で重視されている。 

この点から、名古屋において地産地消を進める際にも、「環境配慮」ではなく、地元の食べ

物に対する愛着を高めること、そのために地元の食文化をブランド化、ストーリー化していく

ことが重要だといえる。 
 

■行政や流通販売者の地産地消推進策の調査 
 イルドフランス地方は土壌の質が農業に適しているため、都市が拡大する中での

みこまれてしまってはもったいないという考えがある。特に政府によるパリ大都

市圏計画（公共交通機関の整備等）によって、農家が浸食されてしまうのではな

いかという懸念がある。（CERVIA） 
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【得られた知見】 

フランスでは、環境配慮よりも、「自給率の確保」が重視されている。 

日本国内においても国内自給率の低下が懸念されているなかで、まずは身近な地域にお

ける自給率を向上させ、地元の生産者とコミュニケーションをとるなかで、地元の農業を守っ

ていくことを呼び掛けていくことが、消費者の意識変容に効果的であると考える。 

 
 また、別紙「研究開発成果に基づく政策提言」に後述したとおり、消費者の動向で

はなく将来的な規制の動向まで見越して環境表示に取り組むフランスのスーパーマー

ケットの姿勢は、日本の流通販売者にとっても参考になるものといえる。 
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（４）会議等の活動 
 

年月日 名称 場所 概要 
2011年 
4月4日 

PJ内打合せ 
           

安保ホール  今年度の進め方について 

2011年 
4月12日 

ジェイアール東海髙
島屋様打ち合わせ 

ジェイアール
東海髙島屋 

 連携による取り組み及び今年
度の実施内容について 

2011年 
4月29日 

ユニー様打ち合わせ ユニー本社  昨年度の振り返りと今年度の
進め方について 

2011年 
5月6日 

岡田アドバイザーと
の打合せ 

早稲田大学  生活レシピの開発手法につい
て 

2011年 
5月9日 

ジェイアール東海髙
島屋様打ち合わせ 

ジェイアール
東海髙島屋 

 リサーチャーズクラブメンバ
ーとの進め方について 

2011年 
5月31日 

第１回生活レシピ作
成企画ミーティング 

名古屋駅  平成23年度の事業計画の確認
とスケジュールの確認 

2011年 
5月31日  

ユニー様打ち合わせ ユニー本社  昨年度の成果報告及び今年度
の実施内容の提案 

2011年 
6月20日  

JST事務局との打合
せ 

JST  今年度の進め方について 

2011年 
6月23日  

ジェイアール東海髙
島屋様打合せ 

ジェイアール
東海髙島屋 

 RC第二回目の開催について 

2011年 
7月14日  

JST事務局との打合
せ 

JST東京  今年度の企業との連携につい
て 

2011年 
7月15日 

デザイナー久保様お
打ち合わせ 

名古屋駅  今後のスケジュールについて
 WEBサイトの構成について 

2011年 
7月21日 

ジェイアール東海髙
島屋様打合せ 

ジェイアール
東海髙島屋 

 RCクラブ第三回目の開催に
ついて 

2011年 
8月1日 

第2回生活レシピ作
成企画ミーティング 

名古屋駅  生活レシピの開発方法とスケ
ジュールについて 

2011年 
8月4日 

ボランタリーネイバ
ーズ庶務等打ち合わ
せ 

EPO中部  予算の取り扱いなど庶務関連
事項を確認 

 今後のスケジュール等再確認

2011年 
8月10日 

ジェイアール東海髙
島屋様打合せ 

ジェイアール
東海髙島屋 

 RC第四回目の開催について 

2011年 
9月2日 

JST事務局との打ち
合わせ 

安保ホール  企業連携の進め方について 

2011年 
9月5日 

JST名古屋PJメンバ
ー内部打ち合わせ 

安保ホール  下半期の進め方について 

2011年 
9月7日 

デザイナー久保様お
打ち合わせ 

名古屋駅  SNSを活用した情報発信 

2011年 
9月13日 

ジェイアール東海髙
島屋様打合せ 

ジェイアール
東海髙島屋 

 RC第五回目の開催について 

2011年 
9月15日 

名古屋市環境科学研
究所打ち合わせ 

名古屋市環境
科学研究所 

 昨年度店舗実験のデータ確認

2011年 
10月3日 

ユニー様お打ち合わ
せ 

ユニー本社  今後のJST名古屋PJとユニー
様との協働について 

2011年 
10月7日 

JST名古屋PJメンバ
ー内部打ち合わせ 

安保ホール  今後の進め方の確認 

2011年 
10月8日 

ジェイアール東海髙
島屋様打合せ 

ジェイアール
東海髙島屋 

 RC第六回目の開催について 

2011年 
10月24日 

ユニー様お打ち合わ
せ 

ユニー本社  今後の進め方のブレインスト
ーミング 
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2011年 
11月7日 

ユニー様お打ち合わ
せ 

ユニー本社  ノントレイ販売の今後の進め
方 

2011年 
11月14日 

グリーン・コンシュー
マー名古屋様お打ち
合わせ 

椙山女学園大
学 

 なごや環境大学講師打ち合わ
せ 

2011年 
11月22日 

ユニー様（アピタ緑
店）店舗実験お打ち合
わせ 

アピタ緑店  店舗実験についてのお打ち合
わせ 

2011年 
11月24日 

ユニー様（アピタ千代
田橋店）お打ち合わせ

アピタ千代田
橋店 

 なごや環境大学会場打ち合わ
せ 

2011年 
12月2日 

ジェイアール東海髙
島屋様打合せ 

ジェイアール
東海髙島屋 

 RC第七回目の開催について 

2011年 
12月12日 

豊橋技術科学大学・シ
ナリオ開発意見交換 

豊橋技術科学
大学 

 JST名古屋PJのご説明とシナ
リオ開発について意見交換 

2011年 
12月15日 

JST名古屋PJメンバ
ー内部打ち合わせ 

安保ホール  現状の確認と今後の進め方に
ついて 

2012年 
1月13日 

豊橋技術科学大学・シ
ナリオ開発意見交換 

豊橋技術科学
大学 

 JST名古屋PJのご説明とシナ
リオ開発について意見交換 

2012年 
1月15日 

ユニー様（リーフウォ
ーク稲沢）打ち合わせ

リーフウォー
ク稲沢 

 なごや環境大学打ち合わせ 

2012年 
1月23日 

JST事務局打ち合わ
せ 

JST東京  平成24年度の進め方について

2012年 
1月25日 

岡田アドバイザーお
打ち合わせ 

早稲田大学  生活レシピの今後の分析の進
め方について 

2012年 
1月27日 

豊橋技術科学大学・シ
ナリオ開発意見交換 

豊橋技術科学
大学 

 JST名古屋PJのご説明とシナ
リオ開発について意見交換 

2012年 
2月3日 

第3回生活レシピ作
成企画ミーティング 

名古屋駅  生活レシピの現状確認を行う
とともに、今後の進め方につ
いて確認を行った。 

2012年 
2月13日 

ユニー様インタビュ
ー 

ユニー本社  野菜の調達について 

2012年 
2月23日 

ジェイアール東海髙
島屋様打合せ 

ジェイアール
東海髙島屋 

 シンポジウムの実施と社会実
験について 

2012年 
2月28日 

ユニー様お打ち合わ
せ 

ユニー本社  社会実験結果のご報告 

2012年 
3月12日 

プロジェクト全体会
議 

安保ホール  プロジェクトメンバー、川村
アドバイザー、協力企業（ユ
ニー様）で、次年度のプロジ
ェクトの展開について検討 
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４．研究開発成果の活用・展開に向けた状況 
 
（１）おかいものコミュニティ「あいち100マイルダイエット（仮称）」の構築 

これまでの研究開発成果として、消費者と流通販売者との協働の場づくりが挙げられる。

今後は、さらに消費者間の交流を付加し、生産者や専門家も参画することができる緩やか

なコミュニティの構築を予定している。具体的には、ソーシャルネットワークサービス

（SNS）の一種であるFacebookを活用して、おかいものコミュニティ「100マイルダイエ

ット」を作成し、地産地消のおかいものを通して、健康で安全、しあわせな暮らしの実現

をめざすとともに、愛知県下の食の恵みや伝統野菜の掘り起こしなどを予定している。 
また、愛知県連などの農業団体、名古屋市･愛知県などの自治体とも連携し、生活や環

境に必要な情報が提供される場としての機能も試行するため、そのための23年度は基礎準

備を実施した。また、プラットフォーム構築（100マイルダイエットコミュニティ）によ

り、研究期間終了後の持続可能性を目指している。 
24年度に本格実施を予定している。 
 

（２）消費者リーダーの育成と人材マッチングのしくみの展開 
 これまで、本プロジェクトにおいて実施した、リサーチャーズクラブ（平成22年度、平

成23年度）や、なごや環境大学講座（平成23年度）の取り組みを通して、流通販売者と消

費者とが協働して相互学習を行うことによって、消費者にとっては自身のおかいものを見

直す契機となり、また、流通販売者にとっては今後のフロアマネジメントや環境への取り

組みに消費者目線の意見を取り込むことができるというように、両者にとってメリットが

生まれるということがわかった。 
 こうした成果をもとに、平成24年度も継続してなごや環境大学講座を実施して消費者リ

ーダーを育成していくとともに、消費者リーダーの活躍の場を検討する人材マッチングの

しくみを展開していく。 
 
（３）消費者の声を活かした販売促進コミュニケーション 
 平成22年度にユニー株式会社と協働でアピタ千代田橋店にて実施した店舗実験において

は、環境に配慮したプライベート・ブランド商品（PB商品）を実際に使用した消費者（リ

サーチャーズクラブ・メンバー）の生の声を、良い評価も悪い評価もあわせて掲載するこ

とで、販売促進効果が得られるという結果が得られた。 
 この結果を受けて、ユニー株式会社にて他店舗でも同様のPOPを掲示したところ、店舗

実験と同様に一定の販売促進効果が得られているとのことであった。 
 したがって、現在、他店舗、他期間での活用を促進するため、ウェブでの実際の情報表

示及び発信を実施している。 
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５．研究開発実施体制 
 
 （１）総括グループ 

① リーダー名：永田潤子（大阪市立大学大学院 創造都市研究科、准教授） 
② 実施項目： 

 研究開発プロジェクト全体のPDCA管理 
 三者協働の場の創出 
 プロジェクトの外部発信、連携 
 全体評価 

 
（２）消費行動変革グループ 

① 東 珠実（椙山女学園大学 現代マネジメント学部、教授） 
② 実施項目： 

 地域を軸とした三者協働による低炭素型商品の流通販売検討 
 消費行動変容に関する調査・分析 

 
（３）都市と農村グループ 

① 千頭聡（日本福祉大学 国際福祉開発学部、教授） 
② 実施項目： 

 都市と農村のCO2削減をめざした連携の可能性に関する調査・検討 
 
（４）生活レシピグループ 

① 新海洋子（NPO法人ボランタリーネイバーズ、理事） 
② 実施項目： 

 感性工学的観点を導入した、低炭素型ライフスタイルの開発・普及 
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６．研究開発実施者 
研究グループ名：総括グループ   

 氏名 
フリガ

ナ 
所属 

役職 

（身分）

担当する 

研究開発実施項目 

○ 永田潤子 

ナガタ

ジュン

コ 

大阪市立大学

大学院 都市

創造研究科 

准教授 
全体総括、グループ総括、PDCA

管理 

 大野隆史 
オオノ

タカシ 

名古屋市環境

科学研究所 

主任研

究員 
CO2 排出量削減効果の検証 

 藤原なつみ 

フジワ

ラナツ

ミ 

大阪市立大学 研究員 グループ事務局 

 

研究グループ名： 消費行動変革グループ   

 氏名 
フリガ

ナ 
所属 

役職 

（身分）

担当する 

研究開発実施項目 

○ 東珠実 
アズマ

タマミ 

椙山女学園大

学 現代マネ

ジメント学部 

教授 グループ総括 

 小田奈緒美 
オダナ

オミ 

椙山女学園大

学 椙山人間学

研究センター 

研究員 
グループ事務局、3者協働の場

づくり、消費行動調査・分析 

 藤原なつみ 

フジワ

ラナツ

ミ 

椙山女学園大

学 
研究員 

3 者協働の場づくり、リサーチ

ャーズクラブ 2期事務局全般 

 
研究グループ名： 都市・農村連携調査グループ  

 氏名 
フリガ

ナ 
所属 

役職 

（身分）

担当する 

研究開発実施項目 

○ 千頭聡 
チカミ

サトシ 

日本福祉大学 

国際福祉開発

学部 

教授 都市と農村連携に関する調査 

 
研究グループ名：生活レシピグループ   

 氏名 
フリガ

ナ 
所属 

役職 

（身分）

担当する 

研究開発実施項目 

○ 新海洋子 シンカ NPO 法人ボラン  グループ総括 
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イヨウ

コ 

タリーネイバ

ーズ 

 山口奈緒 
ヤマグ

チナオ 

NPO 法人ボラン

タリーネイバ

ーズ 

 生活レシピの作成・普及・検証
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７．研究開発成果の発表・発信状況、アウトリーチ活動など 
7-1．ワークショップ等 

年月日 名称 場所 参加人数 概要 

H23年 
3月17日
（土） 
13:30～
16:00 

暮らしの質をたかめるエ

コな力・おかいものフォ

ーラム 

愛知県産業

労働センタ

ー ウイン

クあいち 

1103会議室 

27名 【第1部】ゲストスピーカー／

森田敦子氏（植物療法士） 
植物療法の第一人者である森

田敦子氏に、アロマやハーブ

の活用のみならず、食や美容

や健康管理に、植物の力を上

手に活用するヒントをお話し

頂いた。 
【第2部】リサーチャーズクラ

ブの成果発表＆公開セッショ

ン『おかいもの革命！リサー

チャーズクラブでの取り組み

～良い社会をつくるおかいも

の～』  
リサーチャーズクラブのメン

バーがエコなおかいものを考

え、今まで活動してきた成果

を、パネルディスカッション

形式で振り返りを行った。 
また、ジェイアール東海髙島

屋（流通販売者）とリサーチ

ャーズ（消費者）が「適正包

装」や「おかいもの基準」を

テーマに、共に学びあいなが

ら進めた取り組みについて紹

介した。 
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7-2．社会に向けた情報発信状況、アウトリーチ活動など 
 

① なごや環境大学2011後期講座 
「おかいもの革命！消費者リーダー育成講座～なごや発！低炭素型社会に向

けて～」開催 
 

② プロジェクト全体ウェブサイトの構築 
・サイト名：おかいもの革命！プロジェクト 
・URL：http://www.okaimonokakumei-pj.com/ 
・立ち上げ年月日：2012年3月19日 
 

③ 書籍 
共著『創造経済と都市地域再生２』（大阪公立大学出版会）2012年 
永田潤子 「協働による意識変容 －地域での環境事例－」 
 

④ 招聘による講演 

 ①演題「企業と消費者の新しい関係」 

  日程：2011年9月 

   場所：名古屋市消費生活センター   

 ②演題「企業における消費者啓発について考える 

    ―消費者市民社会の形成と消費者教育を視点に―」 

  日時：2011年11月 

    場所：ウィルあいち 

 ③演題「おかいもの革命～暮らし・おかいものから社会を変える～」 

日時：2011年12月 

場所：一宮市 消費者養成講座 

 
⑤ 一般市民等向けに調査結果の概要について講演を実施 

「おかいもの革命 ～暮らし・おかいものから社会を変える～」 
平成23年度 名古屋市環境科学研究所調査研究発表会 2012年2月3日 
 講演タイトル「青果物の消費とCO2排出の関係を探る」，講演者：中島寛則 
 

 
7-3．論文発表（国内誌 1 件、国際誌   件） 
 
 1．著者：小田奈緒美、東 珠実（椙山女学園大学） 

発表論文名：肉・魚の購買行動の分析からみた家庭科教育への提案 
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   誌名、号：日本消費者教育学会中部支部 中部経日者教育論集第7号p17-34  
   発行年：2011年  
 

2．著者：中島寛則（名古屋市科学研究所） 
発表論文名：名古屋市の青果物消費に伴うCO2排出のLCA手法による推計， 

 誌名、号：名古屋市環境科学研究所報，第41号，p.15-19 
発行年：2011年 

 WEB掲載：http://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000033926.html 
 

 
7-4．口頭発表（国際学会発表及び主要な国内学会発表） 

① 招待講演  （国内会議   件、国際会議   件） 
② 口頭講演  （国内会議 2  件、国際会議   件） 

 
1．発表者：東 珠実（椙山女学園大学） 

     タイトル：消費者のライフスタイルと消費行動の実態及び変容に関する研究 
－「おかいもの革命！リサーチャーズクラブ」の活動とその効果の分析－ 

     学会名：日本消費者教育学会中部支部第2回例会 
     場所：椙山女学園大学星ヶ丘キャンパス 
     発表日：2011年6月25日（土） 
 

2．発表者：東 珠実（椙山女学園大学） 
     タイトル：消費者のライフスタイルと消費行動の実態及び変容に関する研究 

－「おかいもの革命！リサーチャーズクラブ」の活動とその効果の分析－ 
     学会名：第31回日本消費者教育学会全国大会 
     場所：マイドーム おおさか8階 
     発表日：2011年10月23日（日） 
 
7-5．新聞報道・投稿、受賞等 

① 新聞報道・投稿 
中日新聞コラム連載「おかいもの革命」 隔週（2011年5月～2012年3月） 
 
② 受賞 
③ その他 

 
7-6．特許出願 
   ①国内出願（   件）  
    1．“発明の名称、発明者、出願人、出願日、出願番号” 
    2． 
    ・・・ 
   ②海外出願（   件） 
    1．“発明の名称、発明者、出願人、出願日、出願番号” 
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  別添 
 

研究開発成果に基づく政策提言 

提言1．流通販売者と消費者が相互学習するプラットフォームの設置 

平成21年10月より有識者や小売業界団体関係者らから成る「環境配慮型小売（エコストア）の

在り方に関する研究会」において議論されている「エコストア」の基準の一つとして、「消費者と流

通販売者との相互学習を目的としたプラットフォームの設置」を設けることを提言したい。 

 
 生産者や流通販売者は、環境に配慮した商品開発や販売方法等を実施しているが、その

情報表示やコミュニケーション等が消費者側からみると伝わりにくく、本プロジェクトが

行った消費者意識調査によると「情報は欲しいが、多すぎると見ない。実際に売り場で表

示されていても全てはみない」といった声があった。また、流通販売者側からは、環境配

慮要素はそのままでは購買に直結しないため、環境に配慮した購買を広く展開・普及させ

ていくには難しい現状にある。 
更に、同調査によれば、買い物をする際に、「“お店への質問や意見、要望が気軽に伝

えられる場がある”と“そのお店へ行く回数が増える”」と回答した人が45%、「“商品の

選び方についてアドバイザーが常駐している”と“そのお店へ行く回数が増える”」と回

答した人が36%と、流通販売者側とのコミュニケーションが多いほど、消費者はその店に対

して愛着を持つようになることも明らかになっている。 
【参照：平成21年度報告書 P32～p50 ③買い物と環境に関するアンケート調査】 
 
 こうした現状を踏まえ、本研究開発プロジェクトでは平成22年度はユニー株式会社、平

成23年度は株式会社ジェイアール東海髙島屋の協力を得て、消費者と流通販売者が相互学

習を行うプラットフォームとして「おかいもの革命！リサーチャーズクラブ」を設置し、

流通販売者が自社の取り組みを消費者との対話の中で伝えるとともに、消費者が日ごろ感

じている疑問や意見などを伝え、相互に学習する機会を設け、店舗での社会実験を実施し

た。 
 その結果、消費者側からは「流通販売者の環境配慮の取り組みをほとんど知らなかった」

「自分たちが考えている以上に流通販売者は環境配慮に取り組んでいた」という意見が多

く出された。一方で、流通販売者からは、「環境配慮の取り組みを消費者にわかりやすく

伝えるために、工夫が必要だと感じた」といった意見が出された。 
こうした消費者との相互学習の機会を経て、両企業は、環境配慮型の商品開発・販売方

法について新たな創意工夫を進めている。 
例えば、ユニー株式会社においては、平成22年度の社会実験の一つとして、環境配慮型

のPB商品（eco!on）の魅力を消費者にわかりやすく伝えるため、リサーチャーズクラブと

協働して実際に商品を使用した消費者の生の声（商品の良い点だけでなく、悪い点も含む）

を試験的にPOPにより情報表示したところ、ほとんどの商品において、POP表示前に比べ

て該当商品の売り上げが増大するという結果を得た。この結果を受けて、平成23年度から

は、一見しただけでは「環境配慮」以外の特徴が伝わりにくいeco!onの商品について、消費

者とともに商品やサービスの魅力を伝えることを考える「eco!on応援隊」を結成した。 
また、株式会社ジェイアール東海髙島屋においては、消費者からの「百貨店では包装を
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断りにくい」という意見をもとに、企画催事にて「ご不要な方はお気軽にお申し出くださ

い」という文言を会場案内やPOP等で表示することにより消費者にとって不要な包装を断

りやすい環境を整え、好評を得た。この結果を受けて、さらなる適正包装の展開を検討す

ることとなった。 
【平成23年度報告書 P32～P34】 
 
このように、消費者に企業の取組み姿勢を伝え、環境に配慮したより良い買い物を実現

するための店舗でのマネジメントや商品・サービスの創出をめざしていくうえでは、「消

費者と流通販売者の相互のコミュニケーション及びプラットフォーム」が重要となる。 
 そこで、平成21年10月より有識者や小売業界団体関係者らから成る「環境配慮型小売（エ

コストア）の在り方に関する研究会」において議論されている「エコストア」の基準の一

つとして、「消費者と流通販売者との相互学習を目的としたプラットフォームの設置」を

設けることを提言したい。 
経済産業省に設置された同研究会が検討しているエコストアは、「消費者と協働する環

境対策」を重視しており、参考事例集3においても、「環境配慮型商品の販売」や「消費者

が参加できる環境行動への機会提供」、「小売・店舗における3Rの推進」、「消費者に対

する環境関連情報の発信」など多数の事例が紹介されているものの、大半は流通販売者か

らの一方的な情報発信や機会の提供であり、消費者と流通販売者の相互学習の場を盛り込

んだ事例はほとんどない。 
 消費者ニーズに沿ったマーケティングを行いつつ環境に配慮した小売業を展開していく

ためには、両者が協働するプラットフォームが大変有効であり、エコストアの基準の一つ

として盛り込むことが有効であると考える。 
 

                                                  
3 経済産業省 エコストア実現にむけた関係者の役割について～環境配慮型小売（エコスト

ア）の在り方に関する研究会中間取りまとめの公表～【別添２】「消費者と協働する環境

対策」の参考事例集 http://www.meti.go.jp/press/20100423008/20100423008-5.pdf 
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提言2．フランスに学ぶ将来を見越した環境経営の推進 

今後温暖化がますます加速していくと考えられる現状においては、川下からの変革だけではな

く、積極的に努力している企業の取り組みと並行して、川上からの変革、具体的は「日本における

環境ラベル等の表示規制などの検討」及び「環境配慮型商品の売り上げを環境貢献度として換

算する」ことを提案したい。 

 
 環境配慮商品の売り上げが拡大しない理由として、日本国内の多くの流通販売業者は、

「国内では環境要素は購買や消費行動に直結しておらず、消費者教育が浸透していないた

め環境配慮商品が選択されにくい」ことを挙げており、「欧米諸国のように、消費者の意

識が高まらない限り、流通販売者側が率先して環境配慮商品を販売していくことは、競争

力を弱めてしまう」との課題が挙げられる。 
 今年度、本研究プロジェクトが行ったインタビュー調査（フランス）によれば、環境規

制が進んでいるといわれているEUに所属するフランスにおいても、消費者の購買時の意識

は日本とほぼ同様であり、環境要素は消費行動に直結していないことが判った。環境配慮

型商品は環境要素を理由に選択されているのではなく、他の要素（食料の自給率や健康へ

の感心など）が購買に結びついている。 
それでもなお、企業が環境配慮の取り組みを進める理由として、①現在の社会情勢を鑑

みた場合にいずれ規制が強化されていくと見越しており、他社に後れをとらないよう率先

して取り組む必要があると感じていること、②海外を含めた他地域に出店する場合に環境

配慮型のPB商品を持っていることが有利にはたらくこと を挙げている。 
【平成23年度報告書 P48】 
本プロジェクトにおいて繰り返し述べているとおり、脱温暖化をめざした買いもの・販

売・生産システムの実現には消費者・流通販売者・生産者の三者の協働、更には川下から

の消費者からの変革を起こすことの重要性は高い。また、環境に配慮した取り組みを積極

的に実施している企業もある。 
したがって、今後温暖化がますます加速していくと考えられる現状においては、川下か

らの変革だけではなく、積極的に努力している企業の取り組みと並行して、川上からの変

革、具体的は「日本における環境ラベル等の表示規制などの検討」及び「環境配慮型商品

の売り上げを環境貢献度として換算する」ことを提案したい。 
また、アジア等海外進出を視野に入れている流通販売者に対して、世界的に環境への対

応が厳しくなっていくという情報を与えていくことも重要であると考える。 
 


