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                 要  約 
 日々の暮らしの中で消費者一人ひとりが、環境ラベルの示す意味と役割を正しく知り、

家庭に 適な環境配慮製品を選ぶことは、ますます重要になっている。環境配慮社会に責

任を持つために、比較し、賢い商品の選択をすることが消費者に求められている。 

商品の原料調達から製造、運搬、使用、廃棄まで、どこでどれだけ CO2 を排出したかを

見える化したカーボンフットプリント（CFP）は、炭素の足跡という意味がある。登録商

品は増加を辿っている。とはいえ、原材料、生産工場、運搬方法などが変わると CO2 排出

量が変わるなどの理由から、登録商品に CFP マークを表示する規定は今のところない。 

そのため、店頭で CFP マーク付商品を見つけることは困難な状況にあり、消費者の認

知度は低い。CO2 排出量の「見える化」と「差別化」の難しさが垣間見える。CFP 事業の

仕組みが円滑に社会に享受されるには、今しばらく時間がかかると推察する。消費者は

CFP の取組を正しく知り、CFP 事業のさらなる推進を応援することが求められている。

そこで、CFP 事業の魅力と推進状況、課題、将来への期待と消費者の役割を考察する。 

 
キーワード：低炭素社会の実現、カーボンフットプリント（CFP）、CO2の見える化・差

別化、海外のカーボンフットプリント事業、消費者の役割 

                                                

１． はじめに 
購入前・使用後のことを考えた商品選びが、ますます重要となっている。毎日の暮らし

は、選択の積み重ねであり、商品の購入は選挙の 1 票に値する。消費者には、消費者基本

法で定められている８つの権利と５つの責任がある。商品やサービスを自由に選ぶ権利と

共に、過剰消費に気をつける、再生可能エネルギーや資源、地球環境を考えて選ぶなど、

安易に商品・サービスを選ばない責任が消費者に求められている。 

物やサービスの一生は、案外見えにくい。持続可能な低炭素社会を念頭に、環境ラベル

の一つであるカーボンフットプリント（CFP）マークが商品に貼付されている目的と目指

す方向性、事業の魅力、推進状況、課題、消費者の役割について論じる。この事業の更な

る展開に期待を込め、消費者の立場で考察を深める機会とする。 



２． カーボンフットプリントの推進状況 
私達が購入、消費しているすべての商品・サービスは、製造から捨てられるまでの一生

を通して、多くのエネルギーを必要としている。そのエネルギーは、主に石油や石炭、天

然ガスなど化石燃料から得られ、地球温暖化の原因となる CO2 を大気中に排出している。 

カーボンフットプリント(以下：CFP )とは、商品の原料調達から製造、運搬、使用、

廃棄まで、どこでどれだけ CO2を排出したかを見える化したもので、炭素の足跡という意

味がある。ライフサイクルアセスメント（LCA）手法を活用し、環境負荷を定量的に算定

している。消費者は、購入・使用・廃棄に伴う CO2 排出量を自覚することで、CO2 排出削

減に向け、一歩前進することができる。 終的には CO2 排出量を考慮した商品購入や、

CO2 排出量のより少ない消費・廃棄・リサイクルに役立つ。事業者は CFP を算定するこ

とで、CO2 排出量の多い工程や非効率な工程を把握することができ、効率的な CO2 排出量

削減が可能になる。事業者に、より数値の低い CFP 表示に向けた削減努力を促す効果も

期待されている。サプライチェーンを構成する企業間協力や、CFP マーク情報を用いて、

消費者がより低炭素な消費生活へ自ら変革することを目指しており、事業者と消費者間で

CO2 排出量削減行動に関する気づきを共有できる。 

一例として、ウインナーソーセージと油性マーカーの CO2 排出量を比較する（図１）。

ウインナーソーセージの一生で排出される CO2 量は１袋約 638g、油性マーカーの CO2 量

は１本 167g である。CO2 の排出過程を見ると、若干の相違はあるが商品の原料調達、製

造、運搬で、どちらも約 75～80%を占める。大きく異なるのは使用、廃棄行程である。 

ウインナーソーセージは調理時の加熱で、ガスの熱エネルギーや電子レンジの利用等で

電気エネルギーを使う。食すまでは冷蔵庫で保管するため、ここでも電気エネルギーを必

要とする。一方、油性マーカーは人がペンを持ち利用するため、使用時の CO2発生量はゼ

ロとなる。廃棄時は、ウインナーソーセージは商品本体を食しているため、プラスチック

製容器包装のみ。油性マーカーはプラスチック製部材の一部をリサイクルするため、分別

や運搬・廃棄処分時に CO2 が多く発生する。CO2 排出量は商品ごとに異なることはもとよ

り、商品特性や利用状況の違いから、各過程での CO2 排出量排出割合はおのずと異なる。 

 

図１ウインナーソーセージと油性マーカーの一生で      図２CFP マーク 

排出される CO2量の比較   

（ 出典：Carbon Footprint of Products の WEB）          （出展：同左） 

             



経済産業省、環境省、農林水産省、国土交通省の４省庁が、2009 年度－2011 年度に実

施した「カーボンフットプリント制度試行事業」で用いたマークを継承し、“CFP プログ

ラム参加マーク”として現在も活用している。CFP マークは量りをモチーフに、目に見え

ない CO2を数値で表し、消費者の環境配慮意識を高める役割を果たしている（図２）。 

現在登録されている CFP 対象製品は、クッキー、キャンディー、米、野菜、水、卵な

どの食品関連（25 製品）、業務用・学校給食用食器、トレイ、ラップ、バラなどの花卉、

ごみ袋、タオル製品、消火器などの生活用品（55 製品）、事務服・看護士白衣・学校体育

衣料などのユニフォームや粉末洗剤など衣料品関連（16 製品）、社会・環境活動報告書、

パンフレット、製品カタログ、カレンダー、チラシ、写真印画紙などの印刷関連（30 製品）、

デスク、イス、収納家具、ファイル、バインダー、油性マーカー、封筒、ノート、遠隔会

議システムなどのオフィス関連（30 製品）、カーテンレール、再生路盤材、ゴムチップ製

品、木材・プラスチック複合材、合板、断熱材などの土木・建築関連（28 製品）、荷役・

運搬用プラスチックパレット、リユースバッテリー、複合機、スパークリング飲料などそ

の他産業用（15 製品）、合計 199 製品・673 件もの商品が厳しい審査を経て、CFP 事業に

登録されている（2013 年 3 月末現在）。 

 

３． カーボンフットプリントの課題と将来への期待 
2012 年 10 月に、愛知県内の大手スーパー4 店舗に出かけ、それぞれ約 1 時間かけて CFP

マーク付商品を探して回った。ようやく見つけたのは、次の 7 点のみ。ニッポンハム（株）：

森の薫りウインナー、シャチハタ（株）：乾きまペン、（株）でん六：ポリッピー塩味 E
サイズ 60g（豆菓子）、CO・OP：レンジ＆食品保存ラップ・レギュラー30cm×20m、CO・

OP：セフターE1.0kg 箱入り粉末洗剤、マルマン（株）：エコスパイラルノート、(株)小

学館発行アウトドア情報誌：BE-PAL 2012 年 11 月号（目次に CFP マークと解説を表示）

（写真１・２）。 

 

 写真１CFP マーク付き商品       写真２CFP マーク入「BE-PAL」2012 年 11 月号         

（撮影：2012 年 10 月 15 日浅野智恵美）    （撮影：同左） 

              



これらは、筆者がたまたま見つけることができた商品であり、CFP マークを表示した商

品は、他にも販売されていた可能性はある。しかし、クッキーやキャンディー、米、ピー

マン、トマト、カボチャ、生シイタケ、インスタントコーヒー、ステーキソース、アイス

クリーム、キャノーラ油、LED 電球など、店頭に CFP 登録商品は確かに並んでいたが、

残念ながらパッケージのどこを見ても CFP マークは付いていなかった。 

見える化の事業であるはずなのに、なぜ CFP マークが登録商品にないのか。CO2 の「見

える化」と、CFP 事業に登録していない他商品との「差別化」の難しさを痛感した。消費

者講座等で、CFP マーク付商品の積極的な購入を勧める予定でいたが、CFP マークがな

ければ CO2の見える化、差別化の実現は難しい。消費者は優先して CFP 登録商品を選択

できないばかりか、環境への責任を果たすことにもつながらない。消費者が店内を一生懸

命探さなければ、CFP マーク付商品を見つけられない現状に、多くの課題があることを実

感した。CO2 の見える化は素晴らしい取組だが、本来の狙いである CO2 低排出社会に向け

たインセンティブとなるには、まだまだ課題が山積していると推察する。 

登録商品に CFP マークの表示規定はない。原材料や生産工場の変更、運搬方法などが

変わると、CO2 排出量は変わる。パッケージの印刷タイミングのズレ等から誤った数値を

商品に表示すれば、事業者は却ってリスクを伴う。商品にあえて CFP マークを表示せず、

パッケージの裏などに商品情報を発信している URL を載せたり、カタログや WEB に CO2

排出量の数値を掲載している事業者が多いのは、おそらく先の理由からであろう。アイス

クリームなどは、出荷量の多い夏場は CFP マークをパッケージに付けているが、生産・

出荷量が減少し、CO2 排出量の数値が変動する他の季節は CFP マークを付けていない企

業もある。その点に置いて、シャチハタ（株）の乾きまペンは、CFP マークをシール貼付

で表示していた。これなら CO2 排出量の変動に柔軟に対応でき、好印象を持った（写真３）。 

CFP マークはあるが、CO2 排出量を示す吹き出し欄の数字が空白になっているノートも

販売されていた（写真４）。諸条件により変動する CO2排出量を「見える化」する難しさ

から、苦肉の策で数値欄を空白にしたと推察する。ノート商品で CFP に登録しているの

は、マルマン（株）1 社のみ。WEB で調べたら、Ｂ５判 1 冊が 287ｇの CO2 を排出して

いる。CFP の登録は、事業者に大変な事務処理・労力負担・経費等が発生する。他社製品

と CO2 排出量を比較できない現段階では、業界の先陣を切って CFP 制度に登録し、CFP
マークを表示するだけでも素晴らしい環境取組の第 1 歩であると評価したい。 

一方、CO2 はデメリット情報であり、パッケージに表示すると商品イメージが悪くなる

という社内論争が営業・環境部門間で展開され、やむなく CFP マーク表示を見送ってい

る事業者もある。コンビニで販売されている小サイズの豆菓子は CFP マークが表示され

ているが、同じメーカーのスーパーで販売されているファミリーサイズの豆菓子は、パッ

ケージに CFP マークはなく、商品キャラクターのクマが表示されていた（写真５）。 

社内発生する様々な負荷や抵抗から立ち往生し、CFP の仕組みに登録さえできない事業

者が多数ある。CFP に登録している企業は、未来に責任を持ち、低炭素社会の実現に向け、

環境配慮取組に果敢にとり組んでいる事業者と捉え、彼らの熱意と地道な努力が報われる

よう、消費者は応援する必要がある。 



写真３ シャチハタ（株）      写真４ マルマン（株）           写真５（株）でん六 

乾きまペンの CFP            エコスパイラルノートの CFP     ポリッピーの CFP 

（撮影：2012 年 10 月 15 日）  （撮影：同左）         （撮影：同左） 

               

『知ることが、変えていくための 初の一歩』という標語をポスターに用い、CFP 事業

は普及に勤めている。環境配慮商品を手軽に比較して積極的に選択できるよう、できれば

CFP 登録商品すべてに CFP マークと CO2 排出量数値が明記されることを切望する。環境

ラベルやマークの存在は、消費者に一目で環境情報を伝えるツールと言える。多くの消費

者が店頭で戸惑わないためには、CFP マークを解りやすく目立つ位置に表示し、環境ラベ

ルが持つ本来の目的を実現化することが重要となる。 

CFP 事業はこれから更に成長していく仕組みと捉え、更なる展開に期待したい。近い将

来、買い物時に CFP マークと他社製品との CO2 排出量の差を店頭で手軽に比較確認し、

自分の目で確かめて、自信を持って環境配慮商品を選択できる日が来ること望む。 

2010 年 1 月に公開された経済産業省の動画チャンネルの映像は、CFP の趣旨と仕組み

が解り易くまとめられている。CFP の普及に向け、消費者講座で今後も活用していきたい。

なお、2009 年からスタートした試行事業商品の中には、コンビニなどを中心に販売されて

いるおにぎりや歯磨きなど、現在は CFP マーク付与の対象外となっている商品がある。

CFP の仕組みを市場に適切に伝え、消費者の理解を深めるためには、映像を 新の商品情

報に差し替える必要がある。消費者の無用な混乱を防ぐことができる。 

  

４． カーボンフットプリントの認識状況と課題 

 2013 年 2 月に開かれた愛知県一宮市消費者問題懇話会で、CFP の仕組みを紹介した。

同懇話会の座長は一宮市の副市長が務められていた。消費者代表 6 団体をはじめ、事業者

は中部電力（株）一宮営業所、東邦ガス（株）一宮営業所、イオンモール木曽川店、一宮

生活協同組合の担当者などが出席された。行政機関からは、東海農政局消費・安全部、愛

知県尾張県民生活プラザ長、一宮市経済部長、経済部次長、経済部経済振興課長などが出

席された。CFP 事業に対する期待と課題、消費者の役割等について出た意見は次のとおり。 

【消費者代表】 

・CFP の取組を初めて知った。 

・CFP マークが付いた商品を、買い物の際に探してみたい。 

・CFP 事業は、消費者には少々わかりづらい。 



【事業者部門】 

・近年はデフレの影響で、消費者は必要な物しか買わない、必要数量しか買わない、 

  無駄な物は買わない傾向が強い。CO2 削減は重要だが、東日本大地震以降、消費者 

にその余裕がないように感じている。 

・わが社は代表・役員を含め社員は ECO 検定を受験し、97％が合格している。照明の 

LED 化には約 7,000 万円を投資した。個人の自主的取組としては、環境家計簿を付  

けごみも計量している。とはいえ CFP は知らなかった。今後関心を深めていきたい。 

【行政部門】 

・CO2 の見える化と差別化は大変よい取組だが、CFP マークもなく CO2 排出量が商 

   品に表示されていないと他商品と比べようがなく、制度設計に無理があると感じる。 

・CFP マークをシールで貼る方法は、現状に即した CO2量を把握できて良い。 

 

金城学院大学では 2013 年 1 月に担当した消費者政策論の授業で、生活環境学部生およ

び現代文化学部の 2～4 年生を対象に、CFP の仕組みを紹介した。 

【学生の感想】 

・CFP 事業を知らなかったので、CFP を用いて何ができるか考えたい。 

・廃棄物となる茶殻を配合して中身が透けにくくした封筒は、通常に比べ 20％薄い紙 

 を使用している。その封筒に CFP マークが表示さていることに感心した。 

・物を作って処分するまでに、意外と多くの CO2 が出ていると感じた。 

・CFP は見たことがなかった。食品にも表示されていることを知り驚いた。認知が広 

 がり、消費者が買う時の目安になれば、もっと社会はエコ化すると感じた。 

・CFP を見たことがなかったので探し、CO2 排出量がどれだけあるか調べてみたい。 

・文房具店でアルバイトをしている。CFP が付いたペンも扱っている。身近な商品に 

CO2 マークが付いていることがわかったので、次回のバイト時に見てみたい。 

・CFP を見て商品を買うようにすればよいと思うが、どのくらいの量が多いと言える 

のか、現段階では解らない。基準がないと商品を選ぶ指標にならないと思う。 

 

消費者、事業者、行政、大学生ともに CFP の認知度は非常に低い。広報の展開方法や

制度運営の一部見直しが望まれる。大学での環境教育の必要性も痛感した。 

 

５． 海外のカーボンフットプリント事業の動き 

CFP 事業はイギリスではじまった。スーパーマーケット 大手のテスコ社は、環境配慮

取組の一環として、2007 年 1 月から NPO のカーボントラストと共同で、約 70,000 ある

すべての商品に CFP ラベル貼付を始めた。そのテスコ社が、算定、コスト等様々な事業

活動上の負荷から、CFP 事業から撤退するという記事を英メディアが 2012 年 2 月に配信

し、情報が錯綜したことがある。 

CFP を牽引してきたテスコ社が CFP 事業から撤退すれば、世界に与える影響は計り知

れない。実際には 2012 年 8 月に、自社ブランド製品の CFP 値 1100 点を一斉公開し、2020



年までに顧客に対しても CFP を 50％削減する方法を手助けする目標を設定した。消費者

の CFP 排出量削減を支援するとともに、自社商品の CFP 排出量を 30％削減し、2050 年

までに 0 カーボンビジネスを目指すと意欲的な目標を掲げている。テスコ社の企業責任マ

ネージャーは、次のように述べている。 

① CFP ラベルを商品に添付することに多くのメリットがあると認識して取り組んでき

たが、開発したスキームは、未だ小売業者や製造者に広く受け入れられていない。 

② ステークホルダーである顧客からは、気候変動への取組をより進めて欲しいと要望

がある。 

③ 2008 年からカーボントラストと一緒に 500 製品に CFP ラベルを貼ってきた。これら

のラベルは今後も使用していく。 

④ CFP ラベルについて多くを学んだので、これからはより早く、より安価な方法で、

より幅広い製品に CFP 情報を提供し、顧客とサプライヤーに対しても CO2 削減の

手伝いをしたい。 

カーボントラストとの作業では、1 つの製品の CFP 計算に 低でも 2－3 か月を要し、1

年に 125 個の商品しか新たにラベル認証を得て貼ることができない。テスコ社の目標であ

る約 70,000 商品すべてに CFP ラベルを貼付するには膨大な時間がかかり、2020 年までの

目標を達成できないとの見通しを立てている。カーボントラストとの取組に、費用がかか

りすぎることも要因としてあげている。 

イギリスをはじめ韓国、台湾、タイ、ドイツ、フランス、スウェーデン、スイスは、現

在も CFP を推進している。 近の注目国はフランスで、CFP をさらに進め CO2だけでは

ない環境負荷を考慮した「環境フットプリント」を推進している。産業界の反発が多いこ

とから試行事業レベルだが、環境情報開示の義務化を視野に入れた議論が進められている。

いずれにせよ、消費者に対する正しい情報提供と、ステークホルダーのニーズを満たす取

組が求められている。 

 

６． 二極化する消費者と事業者の観点 
近の消費者は、「賢い消費者」と「生活の基礎知識に自信が持てない消費者」に二極

化していると言われている。以下に示す特徴が増加している。 

・企業への指摘が社会のためになるという強い信念のもと、企業姿勢を問う 

・知識が豊富で詳細情報を要求する 

・第三者機関への相談（消費者センター、裁判外紛争解決手続き（ADR）機関の利用 

 ・接遇態度に対する過度な苦情を申し出る 

  （例：税金を払っているから話を聞け！ 商品を買ったから要求を聞いて！など） 

  ・強い権利者意識を持ち、自己を正当化する 

・製品、サービスのレベルの向上に強い期待を持つ 
 事業者側の観点からは、顧客・消費者満足の重要性が近年増している。消費者視点経営

は企業存続の原点であり、顧客・消費者満足は企業にとって も大きな財産となる。消費

者・事業者双方が相手の身になって考え、冷静に行動することが求められている。 



７． おわりに －消費者の役割 
環境問題は、社会を構成する消費者・事業者・行政等あらゆる主体が自らの課題と捉え、

自発的に取り組むことが重要となる。未来世代のために、環境に配慮した持続可能な社会

を維持する必要がある。低炭素社会、循環型社会、自然共生社会を目指し、環境に配慮し

た商品を日常生活で積極的に選び利用する消費者が増えることは、持続可能な社会を推進

する力強い基礎となる。 

消費者一人ひとりが環境社会に責任を持ち、日常生活で何ができるかを正しく知り、少

し気をつければ、手軽に環境貢献・環境保全ができる。本稿で論じた CFP 以外にも、海

のエコラベル（MSC）や森のエコラベル（FSC、PEFC、間伐材マーク）認証商品、ごみ

削減を目的としたリフィル容器のカップ麺、省エネ大賞を受賞した優れた製品などがある。

身近な場で選択・利用できる環境配慮商品が、今後さらに増えることを願う。 

 CFP プログラムには参加していないが、ライフサイクルアセスメントはしっかり取り組んで

いる企業は多い。様々な経営課題が山積する中、昨今の経済環境が厳しいことを背景に、

地球温暖化や環境問題への社会的責任を自覚していても、具体的な対応が難しいといった

事情もある。国においては、CFP を活用したカーボンオフセットの試行事業展開や、グリ

ー購入法関連では、2013 年春にプレミアム基準策定ガイドラインの公開がなされるなど、

公共分野におけるグリーン調達促進面からの削減アピールと支援がなされている。 
消費者に も近い小売店（流通業）は、自社におけるデータ収集の負荷が著しく大きい

ことから、算定方法も含めて軽減方策はないかとの相談が CFP 事務局に寄せられている。

店舗での消費者へのコミュニケーション方法も苦慮しており、CFP プログラムをベースに

これらの要望に対応できる算定方法やコミュニケーション方法の検討が望まれる。 
 CFP の仕組みが円滑に社会全体に享受されるまでには、諸条件が充分に熟しておらず、

今しばらく時間がかかるものと推察する。消費者は環境配慮社会に向けた取組の第 1 歩と

して、まずは CFP 事業がスタートしていることを認識し、事業目的と仕組みを正しく受

けとめることが重要となる。そのためには、CFP 事業の広報展開はもとより、消費者教育

の推進も必要となる。環境配慮社会の実現に向け、各主体が協力し合い、CFP 事業のさら

なる推進を応援していきたい。 
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