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北極点の気温が一時零度Cを超えたと
報道された

The Washington Post

Freak storm in North Atlantic to lash UK, may 
push temperatures over 50 degrees above 
normal at North Pole.
Jason Samenow, December 28, 2015

Freak storm pushes North Pole 50 degrees above 
normal to melting point
Angela Fritz, December 30, 2015



Critical insolation―CO2 relation for diagnosing past and future glacial inception,
Nature 529, 200-203 (14 January 2016)

CO2放出が次の氷河期の到来を遅延させている

ドイツ、ポツダム気候インパクト研究所
Andrey Ganopolskiらの研究

産業革命前に間氷期が終了して、次の氷河期が開始
する可能性があったものの辛うじて起こらなかった。
CO2濃度は当時の280ppmから400ppmに増加してい

る。人間による温室効果ガスの放出がない場合でも
現在の間氷期はおそらく5万年続くと考えられる。1000
～1500GtCの人為的累積CO2排出量では次の氷河期
の開始は少なくとも10万年先に延びるであろう。



A Ganopolski et al. Nature 529, 200-203 (2016) doi:10.1038/nature16494

The next glacial inception

1000～1500GtCの放出で10万年は氷河期が来ない
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２０１５年７月の世界気温、観測史上最高を更新
2015.8.21 米NOAA、AFP

http://www.afpbb.com/articles/-/3057901

７月の世界の平均気温
（16.61℃）が観測が始まっ
た１８８０年以降で最高、

今年１～７月の平均気温は、
２０世紀の同期間の平均よ
り0.85℃高い。

２０１５年が最も暑い年にな
ることが確実視されている。



2015年の世界の平均気温過去最高

2015年は観測記録の
ある1880年以降、最
も暑い年だった。2014

年より世界の平均気
温は0.13℃高かった。
2015年の世界の平均
気温は19世紀末に比
べて1℃上昇（NASA, 
NOAA）。

地球温暖化に加えて
エルニーニョが猛暑

に寄与。NOAA’s National Centers for Environmental 
Information (NCEI)

2015 avg global temperature record warm at 1.62°F (0.90°C) above avg: 



https://www.newscientist.com/article/mg
22730324-200-earth-now-halfway-to-un-
global-warming-limit/

By Michael Le Page
Magazine issue 3032 
published 1 August 
2015

温暖化地獄までの中間地点



Global average temperature (in degrees C) relative to 1961-90 average, for observed (1996-2014), 
provisional (2015) and forecast (2016) years. Error bars are +/- 0.1C for observed and provisional 
data, and +/- 0.12C for 2016. Data from WMO and Met Office; chart by Carbon Brief.

英国気象庁の予測によれば２０１６年の世界の平均気温は
１８５０年以来最高温度を記録するという



2015年世界の熱波の事例

5月下旬 インド 広い範囲で42℃以上、2200人以上死亡

6月
パキスタン サッカルで48℃、６月２２日カラチで45℃、

2000人死亡

7月

ヨーロッパ コルドバで43.7℃、マドリッドで39.7℃、ジュ
ネーブで39.7℃（観測史上最高）
ドイツ南部キッツィンゲンで40.3℃（1881年
以来最高）
イギリスで100℉（～38℃）を突破

イラン クウェート近く46.1℃

アラスカ 熱波、森林火災（125万エーカー以上）
CO2の吸収源から放出源へのティッピング
ポイントの直前にある



平均気温の上昇はCO2の
累積排出量に比例する

あと28年で2℃突破か

IPCC AR5 WG1 SPM (2013)



気候ターゲット実現のドアが閉まる年
The Closing Door of Climate Targets

Thomas F. Stocker
Science Vol.339, p280, 18 January 2013

世界の平均気温の上昇を2℃以下
に抑制するためには、2020年に削
減を開始すると、年率3.2％削減が
必要。
2032年にスタートすると、削減率
は倍になる。

ある気候ターゲットを実現しようと
する時、削減開始年を遅らせると
削減率は大きくなる。
経済モデルでは年間削減率は5％
が限度である。
したがって、1.5℃ターゲットは2012
年以前に達成不能、2℃ターゲット
は2027年以降は達成不能になる。

毎年の削減率

排出量削減を開始する年



By Myles Allen

2℃ターゲットを守るには2015年よりは年率3％で、
2025年からは年率8％で全世界で削減する必要がある



2℃気候ターゲットはきわめて危険である

Ice melt, sea level rise and super storms:

evidence from paleoclimate data, climate modeling dangerous.

James Hansen 他16名の科学者
ACPD 15, 20059 (2015), published 23 Jul. 2015

（ディスカッション用の論文）

前の間氷期（現在よりも1℃暖かかった時）に氷床融解により海面水
位が5～9ｍ（16～30フィート）上昇し、極端な嵐が存在していた事を
示す証拠がある。
現在の氷床融解速度の2倍となる時間は10～40年の下限に近い（す
なわち10年）。2℃ターゲットはきわめて危険である。
海面水位、50年以内に3ｍ（10フィート）上昇の可能性。
2100年までに350ppmターゲットを達成するにはCO2削減率（6%/年）
が必要。

両極は寒冷化、赤道、中緯度が温暖化することによって温暖差が大
きくなり、強烈な台風、ハリケーンが発生するようになる。



地球表面温度が4℃上昇すると、
5℃～6℃陸地表面の平均温度上昇
そして日中の最高気温が以下のように上昇

6℃～8℃（中国）
8℃～10℃（中央ヨーロッパ）
10℃～12℃（ニューヨーク）

低緯度ではとうもろこしと米の生産量が40％減少
（世界人口は2050年に90億人に達しようというのに）

4℃世界は“組織化されたグローバル社会”と適合的でないという

広い見解がある。“適応”を超えている。したがってあらゆる犠牲を
払ってでも4℃世界は避けなければならない。

4℃世界は避けなければならない
Kevin Anderson,2011.11.6



Adequacy and feasibility of the 1.5℃ long-term global limit, July 2013
Authors; Michiel Schaeffer, Bill Hare, Marcia Rocha, Joeri Rogelj (Climate Analytics)

2016年に世界の排出量をゼロにすれば
1.5℃以下に抑制できる可能性がある



UNFCC, Paris, 30 November to 11 December 2015

Synthesis report on the aggregate effect of the intended 

nationally determined contributions

２１００年までに気温2.7度上昇、削減目標上積みを
日経１０月３１日

世界の排出量の86%にあたる146ヵ国が国連に自主削減目標を提出
世界の温暖化ガスの排出は当面増え続け、25年には1990年比42%増の55.2
ギガトン、30年には46％増の56.7ギガトンになる。

米国 2025年に05年比26～28％減

欧州連合（ＥＵ） 2030年に1990年比40％減

日本 2030年に13年比26％減

ロシア 2030年に1990年比25～30％減

中国 2030年に05年比GDP当たりCO2を60～65％減

インド 2030年に05年比GDP当たり33～35％減

ブラジル 2025年に05年比37％減

ＩＥＡによると途上国
も含めたすべての国
が削減目標を達成
するには30年までに
エネルギー分野で
13兆5000億ドル（約
1620兆円）の投資が
必要という。



2015エミッションギャップ報告書

2014年の世界の京都GHG排出量

527億tCO2

2014年の世界のCO2排出量

355億tCO2

IPCC第5次報告書

2℃ターゲットを守るためには

蓄積CO2排出量を1兆t CO2以下

にする必要

そのためにはCO2排出量を2060‐2075

年で正味でゼロにする必要

2030年におけるCO2排出量

420億tCO2（2℃シナリオ）

390億tCO2（1.5℃シナリオ）

2℃シナリオでのエミッションギャップ

140億tCO2（2030）

70億tCO2（2025）



Re: Nature, Comment, 10 February 2016
“Emissions reduction: Scrutinize CO2 removal methods”  Phil Williamson

不確実な未来
2020から2100までの間に、CCS付きのバイオエネルギー

（BECCS）で大気中のCO2をどれだけ除去できるかは、どこで

バイオエネルギー作物を育てるかに劇的に依存している
by Phil Williamson

2100年までに2℃以下に平均気温
の上昇を抑制するために必要な
CO2除去量（IPCC予測）

放棄地でのみ栽培されたバイオ
エネルギー作物を利用した場合

ある程度の森林を転換して耕作
地にした場合、農業生産性の
向上は無しとした場合

大規模な森林を転換し、農業
生産性を向上させた場合

2100年までに除去あるいは
付加された大気中のCO2量
（10億トン単位）



1℃ターゲットは不可能、

1.5℃ターゲットはもはや

達成不能、2℃ターゲット

達成はきわめて困難



恐るべき速さで北極、南極の氷床が融解している
年間4500億トンの氷が失われつつある

Incredible Rate of Polar Ice Loss Alarms Scientists
By Robin Mckee, The Observer UK, 8月26日 2014

ドイツ、アルフレッドウェゲナー研究所
極域及び海洋研究のためのヘルムホルツセンター
Mark Drinkwaterら、EUの人工衛星 CryoSat-2を使用

グリーンランド、南極大陸からの氷床損失は2009年より2倍に増加
グリーンランドからの氷損失 90立方マイル/年（1mile=1.61km）
南極大陸からの氷損失 30立方マイル/年（1mile=1.61km）
（※東南極大陸の方は少し氷が増加）

120立方マイル氷⇒4500億トン
南極半島では世界平均の数倍の速度で温暖化が進行している。
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http://a4rglobalmethanetracking.blogspot.jp/

2020年に北極海氷消滅！



シリアでの気候変動を研究した
コリン・リード氏

緑豊かだった頃のシリア

気候変動がISISの膨張を加速させた!?
肥沃な三日月地帯をかつてない干ばつが襲う！

Ecology Online 2015年3月5日

Climate change in the Fertile Crescent and Implications of 

the recent Syrian drought

Colin P. Kelly et al

PNAS, March 17 2015, Vol. 112, 70. 11, 3241-3246



南極・パインアイランド氷河は
帰還不能地点を超えた

Retreat of Pine Island Glacier Controlled by ice-sheet instability

Gael Durand (Grenoble Alps University) et al

Nature Climate Change

パインアイランド氷河（PIG）は西南極大陸の全氷床損失の25％を
占める。
PIGからの氷床損失は1992-2011年に200億トン/年、次の20年間
は1000億トン/年に達し、3.5～10mmの海面水位の上昇に寄与す
るだろう（現在の海面水位上昇速度は2mm/年、2010年は3.2mm/

年）。
PIGは16万平方キロメートルの面積で英国の2/3の大きさ。既に
self-sustaining retreatを開始している。



Graph showing the temperature at which climatic “tipping points” set in. Blue/grey 

line shows temperature so far, with Representative Concentration Pathways 

(RCPs) indicating scenarios based on future emissions levels. Source: Common 

Ground, Hans Joachim Schellnhuber （2015）

気候システムのティッピングポイントと主な濃度径路

https://www.pik-potsdam.de/images/common-ground


世界の持続可能な資源消費の目標値について

Possible Target Corridor for Sustainable Use of Global Material Resources
Stefan Bringezu, Wuppertal Institute, Germany
Resource 2015, 4 (1), 25-54

目標値の設定は予防原則に従って行う。2050年の資源消費の上限値は2000年
水準、下限値は2000年水準の半分として計算。

非生物系資源の全材料消費量（The total material consumption of abiotic resources）
＝6～12トン／人・年

生物系資源の全材料消費量（The total material consumption of biotic resources）
＝2トン／人・年 以下

使用された生物系、非生物系の全原材料消費量（The raw material consumption of 

used biotic and abiotic materials）＝3～6トン／人・年

非生物系、生物系の全材料消費量は1200～1370億トン（2000）から1600
～1750億トン（2010）に増加した。



２０５０年には海中のプラスチックゴミの量は
魚の総量を上回ると予測

（ダボス経済フォーラム ２０１６）

The New Plastics Economy Rethinking the future of Plastics

プラスチック生産量 海中のプラスチックゴミ
と魚の重量比率

石油消費に占めるプラス
チックの比率

2014 3億1100万t
311MT

１：５ ６％

2050 11億2400万t
1,124MT

１：１以上 ２０%

２０３０年までにプラスチックは海中に毎分２トラック分ずつ排出され、
２０５０年には毎分４トラック分になるだろう。
現在、海中のプラスチックゴミの量は１億５千万tと推定される。



地球生態系のティッピング・ポイント

主要な駆動力
人口増加
生息地の転換と分断化
エネルギー生産と消費
気候変動

人口増加速度 7700万人／年（400～10,000年前は6.7万人／年）
現在の世界人口70億人から2045年までに90億人に成長

2050年までに95億人に

1. 地球の土地の43％は農地・市街地へ転換された
2. 人類は世界の純一次生産（NPP）の20～40％を支配、生息地の劣化によりNPPを減少
させつつある

3. 化石燃料の燃焼により大気中CO2濃度を産業化前と比べて35％増加させた
4. 海洋がCO2を吸収して酸性化、この20年間でpHが0.05低下
5. 地上の43％の生態系が全面的な転換をしつつある
6. 2025年までに地表の土地の50％が状態変化する。その時は世界人口は82億人
7. 2060年までに地表の土地の70％を人類が使用することになる。その時世界人口は

115億に。



Governor Jerry Brown presents the consensus statement at NASA's Ames Research 
Center last year. 
http://www.nature.com/news/science-and-politics-hello-governor-1.15593



Anthony Barnosky and Elizabeth Hadly in the laboratory.

Anthony Barnosky, Elizabeth Hadly夫妻
コンセンサスを取りまとめた（2013年）



科学者のコンセンサスの要点
2013年5月21日

“21世紀において人類の生命維持システムを持続することに関して”
Maintaining Humanity’s Life Support Systems in the 21st Century

気候破壊―人類という生物種が誕生して以来、より早い気候変化が起こっている
生物種の絶滅―恐竜絶滅以来、多数の生物種と生物個体が陸上と海で急速に
絶滅・死亡している
広範な生態系が一斉に消失している

人類は氷に覆われていない世界の土地の40％以上を農耕、道路等によって

転換し、人類の直接あるいは間接に影響の及んでいない土地や海はもはや
存在しない

汚染―大気、水、土地の環境汚染は記録的なレベルで増加しつつあり、予期せ
ぬやり方で人々や野生生物を傷つけつつある
人口増加と消費パターン

今日70億の人口は2050年までに95億に達し、その中間層及び富裕層の資
源消費による圧力は増大するだろう

今日の子供達が中年になる頃には、人類の繁栄と存在にとって
不可欠な地球の生命維持システムは、このままのやり方を続ければ

不可逆的にグローバルに劣化してしまうだろう



私達は人間世を
生きているのか



人新世（Anthropocene）は機能的にも成層学的にも
完新世（Holocene）とは異なる

CO2、メタンの大気中の濃度の変化は完新

世の開始の時より人新世開始の時の方が
大きい。

年間３億トンのプラスチックが生産されて
いる。

これまでに使用されたコンクリートの半分
以上は過去20年に生産されたものである。
雪や氷に覆われていない土地25％に追い
やられた野生生物は3世紀前には50％に

住んでいた。その結果、生物絶命速度は
長期間平均値をはるかに上回っている。

人類の残した明確なフィンガープリントは
1950,1960年代の核実験によるアイソトー
プの存在であろう。

The Anthropocene is functionally and 
stratigraphically distinct from the Holocene by 
Colin N. Waters et al
Science 8 Jan. 2016, Vol 351, Issue 6269



http://www.stockholmresilience.org/21/about.html Johan Rockström



“大きな世界、小さな地球”
Johan Rockstrom and Mattias Klum

10の鍵となるメッセージ

1. あなたの眼を開けよ
2. 危機は世界的で緊急である
3. すべては緊密につながっている
4. 想定外を想定せよ
5. 地球的境界を尊敬せよ
6. 世界的な心を変えることが必要
7. 地球上の残された美を保全せよ

8. 我々は問題をうまく解決できる、従来通りに
やることは解決策ではない

9. 持続可能な発展のための技術革新

10.最初にやるべきことを最初に、すぐなすべき
ことを直ちに取り組むと同時に長期的になす
べきこともすべて行う



気候変動

水
食料

健康

ジェンダー
平等

社会的平等

ｴﾈﾙｷﾞｰ
職

声

回復力

教育

所得

（1）人類は古今未

曾有の危機に
直面している

（2）消費は環境、社

会、地域に影響
を与える

（3）消費者には社
会的責任がある

（4）消費を通じて環

境、社会、地域
の問題の解決
に寄与する

エシカル消費
とは何か



エシカル消費
とは何か

持続可能な

精神で社会や

環境、地域に

配慮し感謝して

消費すること

例：
グリーン購入
フェアトレード
応援消費
地産地消
社会的責任投資
障害者製品優先購入
アニマルライツ
FSC, MSC・・・購入
などなど



教皇フランシスコによる回勅「ラウダート・シ」要旨
バチカン放送局 2015.6.08

聖フランシスコ「太陽の讃歌」
（ラウダート・シ、ミ・シニョーレ 私の主よ、あなたは称えられますように）

環境的回心を呼び掛けている（ヨハネ・パウロ2世が唱えた）。

すなわち「皆の共通の家を保全するため」、責任をもってその美しさを守
るために「方向性を変えていくこと」を意味する。

「総合的エコロジーや人類の全体的な発展のために、宗教がもたらす豊
かさを認めるよう」皆に呼びかけている。
1章 環境問題に関する最新の科学的成果（私たちの家で起こっている

こと）
2章 聖書やユダヤ・キリスト教的な伝統との照らし合わせ（創造の福音）
3章 技術優先主義や人間の極端な自立志向という問題の原因追究（環

境問題の人間的原因）
4章 人間的・社会的側面を明確に含む統合的なエコロジー
5章 いかなるプロジェクトも責任ある良心によって生かされていないなら

ば、決して効果的ではあり得ない
6章 ２つの祈りをもって終わっている（環境的教育と霊性）

地球の脆さと貧しい人々との間にある密接なつながり、すべてが世界の
中で密接に関連しあっているという確信、テクノロジーに由来する新たな
形の権力に対する批判、経済や進歩についての新たな理解の仕方を模
索するようにと述べている。



Encyclical Letter “LAUDATO SI” by Pope Francis
June 18, 2015

Doomsday predictions can no longer be met with irony 
on disdain. We may well be leaving to coming 
generation debris, desolation and filth. The pace of 
consumption, waste and environmental change has so 
stretched the planet’s capacity that our contemporary 
lifestyle, unsustainable as it is, can only precipitate 
catastrophes, such as those which even now periodically 
occur in different areas of the world.・・・・・・

161

最後の審判の予言に皮肉や軽視で応じることは、もはやできなくなった

人類の自己破壊を防ぐには、生活スタイルを変える大胆な
文化革命が必要だ

最後の審判は近い



COP21 パリ協定を採択
2015.12.12 １９６ヶ国・地域が参加

1. 温室効果ガス排出量が速やかにピークに達して減り始めるよう
にする。今世紀後半には温室効果ガスの排出源の均衡達成。
森林、土壌、海洋が自然に吸収できる量にまで、排出量を2050
～2100年の間に減らしていく。実質的にゼロにする。

2. 地球の気温上昇を２度より「かなり低く」抑え、１．５℃未満に抑
えるための取り組みを推進する。

3. 2023年から５年ごとに進展を点検。

4. 温暖化被害軽減のための世界全体の目標を設定する。

5. 先進国に途上国支援の資金拠出を義務付けるが他国も自発的
に拠出することを勧める。

6. 先進国は現在の約束よりも多い額を途上国に拠出する（目標額
は盛り込まれず）。

主な内容



Under 2 MOU
12 States from Different Countries 

Sign to be Climate Leaders

カリフォルニア、オレゴン、バーモント、ワシントン（米国）
エーカー（ブラジル）、バーデンビュルテンブルグ（独）、
カタローニャ（スペイン）、ウェールズ（英国）、
オンタリオ、ブリテッシュコロンビア（カナダ）、
バジャ カリフォルニア、ヤリスコ（メキシコ）など

２０５０年までに１９９０年比で温室効果ガス排出量８５~９０%削減、
人口１人あたりの排出量を２トン（CO2換算）に抑制することを約束。
１９カ国４３行政区が署名した。
各地域のＧＤＰ合算値は１３兆６千億ドル、人口は４億７４００万人



オバマ政権の気候変動対策に賛同する企業が
１５４社を超える

White House Announces Commitments to the American Business
Act on Climate Pledge、マクドナルド、ゼネラルモーターズなど大
企業各社が期限を定めてCO２排出量50％減、水使用量80％減、
ごみゼロ、再生エネ100％、森林破壊ゼロを実現することを約束

会社側
Ametis, Alcoa, American Express, Apple, AT&T, Autodesk, Bank of 
America, Berkshire Hathaway Energy, Best Buy, Biogen, 
Bloomberg, Cargil, etc.



RE100を目指す企業５３社
RE100 report January 20, 2016

小売りセクターで2014年に10,764,000Mwhを再エネ電力に転換
ICTセクターは100％再エネ電力に近い（平均して64％）
53 RE100会社の2020年の目標は80％

Adobe, Alstria, Autodesk, Aviva, Biogen, BMW Group, BROAD 

Group, BT Group, Coca-Cola Enterprises, Commerzbank, DSM, 

Elion Resources Group, Elopak, Formula E, Givaudan, Goldman 

Sachs, Google, H&M, IKEA Group, Infosys, ING, International 

Flavors & Fragrances Inc.(IFF), J. Safra Sarasin, Johnson & 

Johnson, Kingspan, KPN, La Poste, Land Securities, Marks & 

Spencer, Mars Incorporated, Microsoft, Nestlé, Nike, Inc., Nordea 

Bank AB, Novo Nordisk, Pearson PLC, Philips, Procter & Gamble, 

Proximus, RELX Group, Salesforce, SAP, SGS, Starbucks, 

Steelcase, Swiss Post, Swiss Re, UBS, Unilever, Vaisala, Voya 

Financial, Walmart and YOOX Group.



コペンハーゲン、 2025年までにカーボンニュートラルを目標

Global Challenges, Copenhagen Solutions
2005の値からの削減率
75％エネルギー供給、10％輸送、10％建物、4％市民、1％都市開発

1 75％はエネルギー供給から
風力発電による削減見込み
2015年までに年間23万2000tCO2
2025年までに年間65万t

2 10％は交通から
市民の37％が自転車利用、50％を目指している
統合的な公共交通機関
市所有の車の85％を電気自動車に

3 地域暖房、地域冷房

4 10％は建物から、市庁舎の建物改造

5 ノースハーバーの持続可能エネルギー



シーメンス社はCO2排出量を２０２０年までに
50％削減し、２０３０年までに正味ゼロに

することを目標としている

次の３年で１億ユーロを投資する予定
２２０万トン／年を削減する
２０００万ユーロのコスト削減に取り組む
CEO Joe Kaeser, “Cutting our carbon footprint is 
not only good corporate citizenship, it’s also good 
business.



トヨタ環境チャレンジ2050

1
新車CO2ゼロチャレンジ
2050年グローバル新車平均走行時CO2排出量を90％削減
（2010年比）

2
ライフサイクルCO2ゼロチャレンジ

ライフサイクル視点で、材料、部品・モノづくりを含めたトータルでの
CO2排出ゼロ

3
工場CO2ゼロチャレンジ
2050年グローバル工場CO2排出量ゼロ

4
水環境インパクト最小化チャレンジ
各国地域事情に応じた水使用量の最小化と排水の管理

5 循環型社会・システム構築チャレンジ

6 人と自然が共生する未来づくりへのチャレンジ



日産 温暖化ガス排出量削減 長期目標

1 ゼロエミッション車の普及、低燃費車の拡大
新車から排出されるCO2排出量を2050年までに
90％削減する（2000年比）

2 カーボンフットプリントの最小化
2050年までに企業活動から80％削減する（2005
年比）

3 新たに採掘する天然資源の最小化
クルマ1台当たりの新規天然資源使用量を70％削
減する（2010年比）



ホンダ プラグインハイブリッド（PHV）など
四輪の電動化比率「２０３０年めどに３分の２に」

八郷隆弘社長発表 ２０１６年２月２４日

PHV、HV（ハイブリッド車）、FCV（燃料電池車）、
EV（電気自動車）などが電動化車両としている。
2015年はHVを中心に販売規模は23万台、販売
比率は5%にとどまっている。
2030年にPHV、HVが50%以上、EVのゼロエミッ
ション車が15％程度を考えているという。PHVを
今後の中心としていく。



東京 世界一の環境先進都市へ
日経 ２０１６年２月２０日

新計画に盛り込む数値目標

既存の目標 ２０３０年までの新目標

温暖化ガス
（２０００年比）

２０２０年までに
２５%削減

３０%削減

再生エネの利用割合 ２４年に２０%程度 ３０%程度

燃料電池車 ２５年に１０万台 ２０万台

水素ステーション ２５年に８０カ所 １５０カ所

都内の再生エネの利用比率 １４年度 ８．７%

温暖化ガスの削減 産業・業務で ２０%

家庭 ２０%

運輸 ６０%



日本の再エネ電力の導入は世界最低水準
『データでわかる世界と日本のエネルギー大転換』 レスター・ブラウン、枝廣淳子

岩波ブックレット

国名
再エネ電力割合（％）

2013

目標値 （％）

2020 2025 2030 2035 2050

オーストリア 68.1 70.6

デンマーク 43 50 100

フィンランド 31 33

スウェーデン 61.8 62.9

ドイツ 28（2014） 40～45 55～60 80

オランダ 10 37

ニュージーランド 80（2014） 90

英国 19 50
（2015）

スペイン 36.4 38.1

ギリシャ 21 40

アイルランド 20.9 42.5

日本 12（2014） 13.5 20



エコプロダクツ２０１5
日時 １２月１０日（木）-１２日（土）
場所 東京ビックサイト

（東展示場、６ホール）
主催 産業環境管理協会、

日本経済新聞社

来場者数 １６．９万人







農林水産大臣賞
閉鎖性海域の環境改善に寄与する水・底質浄化資材：マリンストーン

JFEスチール株式会社、国立大学法人広島大学

第１２回エコプロダクツ大賞受賞製品

溶出を抑制し、悪化した底層水や底質を化学的に「改質」する。また、硫化水素による酸素消費
を抑えることができ、海底の貧酸素化を防ぐ。 ②「マリンストーン」自身の表面や間隙が海底に生
息する生物 (底生生物 )の付着基盤となり、生物生息環境を構築する。とくにカキなどの二枚貝
やホヤなどは懸濁物をろ過し、水・底質を浄化することが知られており、これらの付着による自浄
能力向上が期待できる。③天然砂と比較して大きな粒径を有していることから、波浪などで流失
し難く，安定性に優れるため、日光が届く浅海域では藻類・海藻類の着生基盤としても機能する。

❖閉鎖性海域では、栄養塩を含んだ生活排水
などの流入水の影響を受け、海底に栄養塩や
有機物を多く含んだヘドロが堆積しやすくなる。
ヘドロ堆積により，硫化水素発生による異臭，貧
酸素化，富栄養化などさまざまな問題が生じる。
「マリンストーン」は鉄鋼生産に伴って生成する
製鋼スラグを粒度調整して製造される、環境に
優しいリサイクル材である。主な特徴は下記のと
おり。①ヘドロが堆積した底質上に散布（覆砂）
することにより、底質中の硫化水素やリン酸イオ
ンを化学的に吸着する。これにより、海底からの
硫化水素などに起因する悪臭の発生やリンの



経済産業大臣賞

セダンタイプの新型燃料電池自動車（FCV）「MIRAI」
トヨタ自動車株式会社

❖MIRAIは、将来期待されている水素社会の
実現に向けて開発した、燃料電池自動車。水
素を空気中の酸素と反応させて発電し、モー
ターで走行する。3分程度の水素充填で約
650km走る（JC 08モード：トヨタ社内測定値）
など、ガソリン車と同等に使うことができる。
トヨタが開発したFCスタック、高圧水素タンク
などの燃料電池技術とハイブリッド技術の融
合により、内燃機関に比べて高エネルギー効
率で、走行時にCO2や環境負荷物質を排出し
ない優れた環境性能を実現した。

さらに、①次世代のクルマに相応しい、先進的でひと目でMIRAIとわかるデザイン、②モーターによ
る優れた加速性能と静粛性、低重心化による操縦安定性、③非常時に使える大容量外部電源
供給システム、④より安心・安全・快適にお乗りいただくための専用通信サービス、などの価値を
お客様に提供している。トヨタは、水素社会構築に貢献するため、燃料電池関連の約5, 680件の
特許の実施権を無償で提供することを表明。また、トヨタグループ各社も、水素ステーション建設
や、FCバス・フォークリフトの開発など、幅広い取組を進めている。



国土交通大臣賞

パフォーマンスマネージメントシステム「SIMS」
日本郵船株式会社、株式会社MTI

❖日本郵船グループは、地球温暖化防止の為、
CO2排出を可能な限り削減すべく省エネ運航を
推進している。中でも2014年度にスタートした中
期経営計画にて掲げた船舶運航ビッグデータの
活用に対しては、同年4月に運航ビッグデータ
活用特命プロジェクトを立上げ、積極的に取り組
んできた。従来より開発を進めてきたパフォーマ
ンスマネージメントシステム「SIMS」は船舶上に
取り付けることで実際の航海中の本船の運航状
態や燃費に関するビッグデータを収集し、即時
的に陸上に送信することを可能にする

海陸間情報共有システムである。同プロジェクトにより搭載が130隻以上まで進み、本船の船
速・燃費に関するパフォーマンスや天候など多様な情報を、より精緻に把握でき、従来を上回る
効率的な運航や配船が可能となった。今後はデータの活用範囲を拡張し、他社との差別化を推
し進めたい。例えば、機関故障の低減・防止を通じた修繕費用の削減やロスタイムの減少、安全
確実な貨物輸送の実現、さらには港湾・貨物の情報を組み合わせ、より競争力のある船型の提
案を行う等、多様な用途を想定し、実際に取り組みを進めている。日本郵船グループの持つ運
航ノウハウと併せて「SIMS」の研究・開発を進め、多角的かつ高品質な海上輸送サービスの基盤
として一層発展させることで、将来の世界展開を見込む。



環境大臣賞

太陽光発電システムと蓄電池のリース＆レンタルサービス
タマホーム株式会社、ONEエネルギー株式会社

❖本サービスはタマホームで新築住宅をご
契約されたお客様に、ONEエネルギーが太
陽光パネルをリースで、NEC製家庭用蓄電シ
ステムをレンタルで提供するものである。太
陽光発電システムや蓄電池は補助金・優遇
税制などの国策により徐々に普及しつつある
が、導入コストの高さ（300 ～ 400万円程
度）が要因となり一般家庭にはあまり普及し
ていないのが現状である。本サービスで太陽
光発電システムと蓄電池を導入すれば、購
入の場合に比べて初期費用を大幅に抑えて、

月額料金を支払うことで創エネ・蓄エネによる継続的な経済メリットを得ることが可能である。また、
太陽光で発電した電力を蓄電池へ貯めて自家消費することで電力購入を抑えられ、F ITの終了
後や電気料金が高騰した際でも電力を効率的に使うことができる。太陽光発電システムと蓄電
池を組み合わせることで、電力自由化等によるエネルギー市場や生活スタイルの変化に応じた
エネルギー活用が可能となる。太陽光発電システムと蓄電池を販売ではなく「リース&レンタル」
で提供することで新たな価値を生み出し、エンドユーザーの意識や行動の変化を促すことにより
環境負荷低減を目指す画期的なサービスである。



エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）

折り鶴を再生して作られた繊維
オーミケンシ株式会社、株式会社日誠産業

❖広島市平和記念公園内の「原爆の子の像」に
は年間1, 000万羽以上、10t以上もの千羽鶴が
世界中から贈られている。「折り鶴に託された平
和を願う尊い思いを昇華させる」という考えの下、
（株）オーミケンシと（株）日誠産業は折り鶴再生
パルプの繊維化に挑戦しレーヨンの製造に成功。
（株）カミーノが製品化を行なっている。平和への
願いのシンボルとして、折り鶴は長崎や沖縄、被
災地などにも多く寄せられおり、折り鶴を再生パル
プ製品や再生繊維として生まれ変わらせるこの
技術は、リサイクルへの関心を高めるとともに、平
和教育の推進に有意義なものである。



エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）
フル SiC適用 VVVFインバータ装置搭載1000型リニューアル車の投入

小田急電鉄株式会社、三菱電機株式会社

❖小田急電鉄では、三菱電機と共同
で研究してきた成果を活かし、2014年
度から通勤車両1000形に対してリ
ニューアル工事を開始した。最大の特
徴は大容量フル SiC適用 VVVFイン
バータ装置を世界で初めて採用したこ
とであり、従来の1000形と比較して主
回路システム全体で約40％の電力削
減効果を営業線にて実証することがで
きた。継続的に従来形からの置換えを
行うことで小田急線全体のエネルギー
効率を向上させることができ、また、世
界初の採用となったフル SiC適用
VVVFインバータ装置が電気鉄道業界
に普及することで持続可能な社会の
実現に大きく貢献することができると考
えている。



エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）
ICTを利用した営農支援システム「クボタスマートアグリシステム（KSAS）」

株式会社クボタ

❖農業生産のノウハウを
蓄積し、安心・安全でおい
しい農作物の生産と環境
に配慮した持続可能な農
業を実現するシステムの
構築が課題となっている。
クボタスマートアグリシステ
ム（KSAS）は、農業機械と
ICTを融合させて農作物・
作業情報を見える化し、
農業生産の効率化を支援
するクラウドサービスである。

前年の食味や収量データに基づく圃場毎の施肥・作業計画による精密農業を支援
することで、増収や品質の向上が期待できる。適切な施肥による肥料の削減や、機
械の効率的な使用による省エネが図れる。農業機械の稼働情報によりセルフメンテ
ナンスが容易となり機械の長寿命化に貢献する。



エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）

虹松プロジェクト
国土防災技術株式会社、株式会社フルボ酸総合研究所

❖佐賀県唐津市の唐津湾沿いに虹の弧のように連なっ
ている松原（虹の松原）の保全活動に対して，人工的に
腐植物質（フルボ酸）を製造する特許技術を使って，大
量に産出される松葉を有用資源として利用する技術を確
立し，その製造したフルボ酸を配合したシャンプーを販売
した利益を寄付することで，松葉かきの労働力を有償で
確保する仕組みを作る循環型の活動を行っている。なお，
この特許手法で製造されたフルボ酸は，アメリカのPCPC
（米国パーソナルケア製品評議会）のINCIコードで
「Fulvic acid」として登録されている。



エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）

いきものコンシェルジュ
大成建設株式会社

❖「いきものコンシェル
ジュ」は、生物多様性に配慮
した施設計画を行うための
ツールである。
一般的には成果の見えにくい
「生物多様性に配慮した緑地
や水辺を創造することによっ
て得られる効果」を、訪れる
生き物、即ち、鳥、蝶、トン
ボの飛来確率を予測・可視化
し、定量的に評価することが
できる。施設計画の初期段階
で生物多様性を高め、最適な
施設計画の実現が可能。

クライアントと会話しながらiPadのアプリに入力すると、短時間にわかりや
すい結果が表れ、公園や建物の緑地・水辺計画のケーススタディを、容易に
実施することができる。



エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）

グリーンパネル
株式会社ダイクレ

❖グリーンパネルは、主に法面補強工
事に用いられるFRP製の受圧板で、国
土交通省の「NETIS」においても、【活
用促進技術（VE）】の認定を受け、経
済性や環境面で、その有効性が評価
されている。また軽量なので、設置に
大型機械を必要とせず、災害復旧や
耐震補強工事などでも、施工効率の
向上と工期短縮に効果を発揮。工事
現場での節電や省エネに寄与し、コス
ト削減と作業環境面でのエコに貢献し
ている。

また、製品に使用する樹脂材料には植物由来のバイオマス樹脂を採用し、斜面補
強と環境への配慮の両立を図った。



エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）

非常用マグネシウム空気電池「MgBOX（マグボックス）」
古河電池株式会社、凸版印刷株式会社

❖一般的に電池の容器は、金属やプラ
スチックであることが一般的である。これ
に対して本製品の特徴は、発電材料が
「マグネシウム」「空気（酸素）」「食塩水」
であり、有害物質が一切含まれていない
為、容器を紙製にすることで容易に一般
ゴミとして廃棄できるように設計した。空
気をより効率的にMg BOX内部に取り込
めるような構造設計を行い、古河電池・
凸版印刷共同で開発し、長期間安全に、
かつムダなく備蓄できる非常用発電器で
ある。



エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）

リコーリライタブルレーザシステム
株式会社リコー

❖本製品は、レーザ光を専用のリライタブルメディアに照射し、非接触でメディアの表
示内容を繰り返し書換えできる世界初（※リコー調べ）のラベリングシステムである。
リコー独自のレーザマーカとレーザ消去機、専用メディアによって、約1,000回の表示
書換えが可能となり、通い箱などにラベルを貼ったまま、繰り返し書換えができるラベ
ルの運用を実現している。この製品の採用により、従来の紙ラベル運用と比較して、ラ
ベルの貼り替え作業が不要になるのみならず、ラベルゴミの発生やラベルの糊残り洗
浄作業をゼロ化することができ、環境負荷削減に貢献できる。



エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞（優秀賞）

日射遮蔽スライディング「オープンルーバー」
YKK AP株式会社

❖住宅における開口部の熱損失は、夏季
73％、冬季58％と非常に高い。その開口
部の外部に「オープンルーバー」を設置す
ることで、夏季の日射遮蔽と、冬季の日射
熱取得の両方を、障子を引くだけの簡単
操作で可能にし、冷暖房エネルギーを効
果的に抑制する。また、すだれやよしずと
は異なり、ルーバー間に85ミリの隙間を設
けている為、日射遮蔽しつつ風をたくさん
取込むことができ、かつ室内が暗くならな
いので昼間は照明器具の使用が不要であ
り、さらに永年使用が可能である為、毎年
ゴミとして燃焼させることなくCO2発生も抑
えられる。



審査委員長特別賞（奨励賞）
アーバン・シードバンク

株式会社環境ビジネスエージェンシー

❖休眠地域資源を活用した新たな都市緑化市場の創造と、希少となった日本の在来
性植物保全～市街地生物多様性確保の取組との両立を実現する「アーバン・シードバ
ンク」は、地域性在来種苗による緑化を12年間実施してきた（株）ゴバイミドリのノウハウ
と、10年間全国各地で放置林再生事業を営んできた当社およびNPO環境リレーション
ズ研究所の里山ネットワークとを活用してプロデュースするCSV型緑化商品。放置され
た真っ暗な荒廃里山の地中には、かつて自生していた地域性在来植物の種が沢山眠
る。これら種集団「シードバンク」から育てた苗を寄せ植えした「アーバン・シードバンク」
緑化ユニットで都市を緑化し、里山地方に資金と人を流す。



審査委員長特別賞（奨励賞）
直結増圧給水ユニット 「MC 5型」

テラル株式会社

❖テラル は 新コンセプト「Triple e」（高効率な商
品で省エネを実現し地球環境を守る）を掲げ、新
たな省エネ性を実現させた直結増圧給水ユニット
「MC 5型」を提供している。本機器の総合効率は3
次元流体解析を駆使したポンプの高効率化、配
管系の圧力損失低減、制御方法の最適化を追及
し、大幅に向上した。消費電力は従来型（MC 4
型）に比べ約30%削減、初期型（MC型）と比較して
約50%以上の削減となる。企業として地球規模で
の環境保護に貢献するため、「Triple e」に基づい
た活動をさらに強化したいと考える。



審査委員長特別賞（奨励賞）
プロセブン バイオマスマット®

プロセブン株式会社

❖震度7クラスの地震に対して、敷くだけの簡単設置で転倒を防ぐことのできる耐震対
策商品が「プロセブン バイオマスマット®」である。このバイオマスマットは、設計開発段

階から素材を抜本的に見直し、バイオマス原料を採用する画期的な取組みにより、
従来の耐震マットに対して石油由来原料の使用を約20％減らし、CO2削減に貢献す
るとともに、粘着力アップと1. 4倍の耐用年数向上による使用量削減で、石油由来原
料の使用量を約半分にした経済的で安全・安心なエコプロダクツである。一般消費者
はもとより企業のBCPの実現支援などで好評である。



公共調達での動向

北米

 政府や自治体による社会的／倫理的な議題の採用はやや遅
かったが、多くは現在、関連の方針を採用し、その数は増
え続けている。

 カナダ：カルガリー、トロント、オタワ、バンクーバー（2007年）

 USA：6州、38都市、12市町村（2007年）

欧州

 2006年6月に欧州議会はフェアトレードの概念のために議
会の完全なサポートと有用な定義を提供、そしてフェアト
レードとその開発に関する決議を採択した。

 詳細： http://www.buyfair.org/



設立目的 （1） エシカルオリンピックの実現
（2） エシカル購入ガイドラインの策定
（3） エシカルチェックの実施
（4） エシカルファッション賞、振興策
（5） エシカル度の評価法の研究 等

日本エシカル推進協議会
Japan Ethical Initiative

設立発起人が116名に達する
2014年5月30日設立総会開催

(※設立発起人数は現在116名）



日本エシカル推進協議会設立総会
2014年5月30日(金)13：00～17：00

東京・青山 地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）セミナー室
環境新聞 工藤真一氏撮影



●原則
１．責任ある調達（Responsible sourcing）

国際的な環境・社会・エシカル（倫理）基準に従って調達・生産された品
物・サービスを使用すること

２．再利用・リサイクル材の使用（Use of secondary materials）

再利用やリサイクル材の使用、包装の最小化、再利用・リサイクルできる
製品を取り入れること

３．環境負荷の最小化（Minimising embodied impacts）

環境負荷を最小化するため、製造・供給過程における資源・エネルギー効
率を最大化すること

４．健康・安全に配慮した原料（Healthy materials）
健康と環境を守るため、適切な物質・原材料を使用すること

■2012ロンドンオリンピック・パラリンピック
持続可能な調達を行うためのコード（規約）“LOCOG Sustainable

Sourcing Code”より（2008年11月 初版発行、2009年12月 改訂版発行）

オリンピック・パラリンピック
サステナブル調達実績について



「１．責任ある調達」
 サステナビリティ関連認証製品（Sustainability related certified products）
有機認証や地産池消（野菜、果物、酪農品、畜産物等）、フェアトレード認証（バナ
ナ、コーヒー、紅茶、砂糖、チョコレート）など、環境・社会・経済的にサステナブ
ルに生産・製造されたものを使用すること。

 動物福祉及びテスト（Animal welfare and testing）
平飼い（放し飼い）養鶏の卵の使用のほか、劣悪な飼育管理された畜産のものは使用
しない。

 動植物製品（Animal and plant products）
絶滅危惧種の毛皮・革は使用しない。希少種を守り、次世代も楽しめる生態系を保つ。
MSC 認証、ACS認証など、乱獲された魚ではなく、資源管理や海の環境にも配慮し
た水産物を使用する。

 木材・木材製品（Timber and timber products）
FSC認証のものを使用すること。認証のものが使用できない場合は、持続可能性に配
慮され基準を満たしたものかどうか文書で証明すること。

 発行物・印刷物（Publications and other printed materials）
デジタル化を最優先にし印刷物を最小限に減らすこと。安全で環境負荷の低い印刷方
法・インクを選ぶこと。紙類・チケット・カード等には、FSC認証材を使用すること。

 労働条件（Labour practices）
安全な労働環境や適切な賃金の保証等、製品・サービスの製造および供給現場での労
働条件は、「Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code」の基準を満たすこと

 健康と安全（Health and safety）

 多様性とインクルージョン（Diversity and inclusion）



 データでみる実績
 ロンドンオリンピック、パラリンピック両大会

-競技会場数 31

-スタッフ数 16万人
-選手・関係者 23,900人
-報道関係者 20,600人
-チケット発行数 860万枚（オリンピック）
-チケット発行数 150万枚（パラリンピック）
-食事提供数 1400万食
-食パン 25,000斤
-じゃがいも 232トン
-水産物 82トン以上
-鶏肉 31トン
-牛肉 100トン
-牛乳 75,000リットル
-卵 19トン
-チーズ 21トン
- 果実・野菜 330トン

 フェアトレード認証製品の提供数量（推定）
-フェアトレード認証バナナ 1000万本
-フェアトレード認証紅茶 750万杯
-フェアトレード認証コーヒー 1400万杯
-フェアトレード認証砂糖 1000万袋



倫理的消費に関連した用語例

Ethical Purchasing
Social Purchasing
Green Purchasing
Sustainable Purchasing
Ethical Trading
Diversity Purchasing
Responsibility Purchasing
Sustainable Sourcing
Sustainability Purchasing
Socially Responsible Public Procurement
Ethical Consumption
Moral Purchasing
Green Consumerism
Fair Trade Pubic Procurement
Ethical Sourcing



• 社会の健全性向上を積極的に支援し、環境・人権などの社会
的課題に配慮して消費すること

倫理的消費の定義

• 市場での消費を通じた社会的課題の解決行動

社会的消費の定義

• 後世の需要を損なうことなく、基本的な需要が満たされ、より
質の高い生活を支える製品とサービスを利用すること。すな
わち、その製品とサービスはライフスタイルの全過程において、
資源と有毒物質の利用、廃棄物と汚染物質の排出を最小限
に抑えるものでなければならない。

持続可能な消費

豊田尚吾

大平修平、薗部靖史、スタニロスキー・スミレ

国連持続可能な発展委員会（UNCSD, 1995年）



エシカル消費
の分類
（英国生協
グループ）

1.
倫理的な
飲食

1-1. オーガニック認証

1-2. フェアトレード認証

1-3. レインフォレスト・アライアンス認証

1-4. 平飼い卵

1-5. 平飼い鶏肉

1-6. 農家直販（Farmers’ Market）

1-7. ベジタリアン食品

1-8. 動物非虐待食品認証（Freedom Food）

1-9. 持続可能な水産物

1-10. 非倫理的飲食品のボイコット

2.
緑の家庭

2-1. エネルギー効率の高い家電製品

2-2. エネルギー効率の高いボイラー／湯沸し器

2-3. 小規模発電／発熱認証（Micro generation）

2-4. エネルギー効率の高い電球

2-5. 倫理的な（人体・環境に有害な含有物のない）清掃用品

2-6. 持続可能な木材・紙

2-7. グリーン・エネルギー

2-8. 充電式電池

2-9. リサイクル家庭用品

2-10. 緑の葬式

（2-11. エネルギー効率の高い家の建築／改築）



3.
エコな旅行／
交通機関

3-1. 責任ある旅行会社（の利用）

3-2. エコな観光地（の訪問）

3-3. 環境性能の高い車（Green car）

3-4. 自転車

3-5. ボイコット（旅行をしない）

（3-6. 公共交通機関の利用）

4.
倫理的な
個人用品

4-1. 倫理的な衣料品

4-2. 倫理的な化粧品

4-3. チャリティ・ショップ（での買い物）

4-4. リサイクル衣料品

4-5. 布おむつ（Real nappies）

4-6. ボイコット

5.
地域社会

5-1. 地元商店での買い物（Local shopping）

5-2. 寄付

6.
倫理的な
資金運用

6-1. 倫理的な銀行の利用（banking）

6-2. 倫理的な投資

6-3. 信用組合／信用金庫

6-4. 倫理的な持ち株（share holding）



倫理的消費の分類

グリーン購入、
自然エネルギー利用、
エコマーク付き製品、
有機農産物、
国産材、
車のレンタル・シェア、
エコホテル
など

環境への配慮

障害者の作った製品、

製品の製造段階・流
通段階で児童労働な
どの社会問題や環境
問題を引き起こして
いない製品（エシカル
ファッション）、
フェアトレード製品、
寄付付き製品、
社会的責任投資
など

地産地消、
地元商店での買い物、
応援消費
など

社会への配慮 地域への配慮



Shopping for Better World （1988）
消費者庁「倫理的消費」調査研究会
中原秀樹委員資料

Rating A～Fの５段階評価
８つの評価項目

1.環境対策
2.慈善事業への寄附
3.地域への働きかけ
4.女性の登用
5.有色人種の登用
6.家庭へのメリット
7.職場の問題
8.情報開示

企業へのアンケート項目

1.慈善寄付
2.女性と少数民族の登用
3.軍事契約
4.動物実験と福祉
5.地域社会への貢献
6.原子力
7.南ア問題
8.環境対応
9.家庭へのメリット
10.職場の問題



Ethical Consumer : Rating System 消費者庁「倫理的消費」調査研究会
中原秀樹委員資料

動物の権利
動物実験
動物工場
動物の権利

環境
環境報告
原子力
気候変動
汚染と有害物質
生息地と資源

人権
人権
労働者の権利
サプライチェーンマネジメント
無責任なマーケティング
武器及び軍事供給

政治
反社会的ファイナンス
ボイコットの呼び出し
遺伝子工学
政治活動

持続可能性
オーガニック製品
フェアトレード製品
優れたエネルギー効率の評価
絶対菜食主義または
ベジタリアンとして保証される
製品



消費者市民社会についての動向
消費者庁「倫理的消費」調査研究会
西村隆男委員の資料より 2015.6.26

2008 消費行政推進基本計画

“消費者市民社会とは、個人が消費者としての役割において、社会倫理問
題、多様性、世界情勢、将来世代の状況等を考慮することによって、社会の
発展と改善に積極的に参加する社会”

2011 文科省「大学及び社会教育における消費者教育の指針

消費者教育の目的「自己の利益だけでなく、他者や社会とのかかわりにお
いて意思決定し、よりよい社会を形成する主体として、経済活動に関して倫
理観を持って責任ある行動をとれるようにする」

2012 消費者教育推進法成立（8月）、施行（12月）

「消費者市民社会」自らの消費生活行動が現在・将来世代にわたり内外の
社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得ることを自覚し、公正で持続
可能な社会の形成に積極的に参画する社会【法2条2項】

2015.3 消費者教育推進会議取りまとめ

 「消費生活に関する問題は自分だけでなく社会全体の問題」との理解と
実践

 「国内のみならず国境を越えた他国の人々や、時間を越えた子孫のこと
までも考慮した選択を行うこと」

 「社会の一員として、よりよい市場とよりよい社会の発展のために関与す
ること」


