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意識を変える COOL CHOICE ―環境配慮型商品で低炭素社会の実現へー  

 

愛知県立南陽高等学校 Nanyo Company部 

安藤 望  伊東 夏希 阪口 結加 瀧下 羅菜華 

 福田 翔也 小林 愛佳 鈴木 花菜 伊藤 レイナ 

１．低炭素社会の町づくり                                               

産業革命以来、人間は石油や石炭など

の化石燃料を燃やし、経済の成長を促して

きた。その結果、18世紀半ばから 19世紀

にかけて起こった産業革命以前に比べ、大

気中の二酸化炭素濃度は 280ppmから 40％

も増加してしまった。 

二酸化炭素の濃度が増え続けると地球

の平均気温は上昇し、海面の上昇、更には

今年７月「平成最悪の浸水被害」と報道された西日本豪雨、40都府県に向けて高温注意情報の

発表などの異常気象の発生、水資源の枯渇等多くの問題が発生する。今年７月の世界の月平均気

温に関しては 1981〜2010 年の平均基準との偏差が+0.31℃となっており、統計開始（1891年）

以降４番目に高い値であった。世界の７月平均気温は今なお上昇傾向が続いており、長期的には

100 年あたり約 0.69℃の割合で上昇している。二酸化炭素濃度の増加によって気温が上昇する原

因は、二酸化炭素などの温室効果ガスが熱エネルギーを吸収する性質にある。近年の産業活動が

活発であることから温室効果ガスが大量に排出されてしまい、それによって大気中の二酸化炭素

濃度が高まり、熱エネルギー吸収量が増え続けた結果、気温が上昇した。気温に対する今後の予

想としては、このまま温室効果ガスが増え続けてしまえば、21世紀末には最大約 4．8℃の上昇

が見込まれている。 

そんな数多くの問題を少しでも減らすため、2015年、すべての国が参加する形で 2020年以降

の地球温暖化対策の国際的枠組である「パリ協定」が採択された。パリ協定とは、京都議定書の

後継となるものであり、2015 年にパリで開かれた温室効果ガス削減に関する国際的取り決めを話

し合う「国連気候変動枠組条約締約国会議(通称 COP)」で合意された。こうした取り決めは合意

されるとすぐに効力を発揮するものではなく、発効するための条件が設けられる。発効条件は

「55カ国以上が参加すること」、「世界の排出量のうち 55％以上をカバーする国が批准するこ

と」であり、専門家の間では条件が満たされるには時間がかるだろうと考えられていたが、当時

の米国・オバマ大統領が中国やインドに批准を働きかけるなどした結果、2016 年 11月４日に発

効することとなった。結果、パリ協定には主要排出国を含む多くの国が参加し、締結国だけで世

界の温室効果ガス排出量の約 86％、159カ国・地域をカバーするものとなっている (2017年８月

時点)。2016年 11月に開催された COP22では、2018 年までに協定の実施指針などを策定するこ

とが合意された。長期的目標として、世界の平均気温の上昇を２度以下に保つと共に、1.5度に

抑える努力を追求すること、温室効果ガスの排出を今世紀後半に実質ゼロにすることが世界共通

の目標として打ち出された。我が国も批准手続きを経てパリ協定の締結国となり、主要排出国が

〔オークリッジ国立研究所 CO2 情報分析センターより〕  
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排出削減に取り組むよう主導し、地球温暖化対策と経済成長の両立を目指している。このような

過程を経て、日本政府は 2015 年７月に、2030年度の温室効果ガスの排出量を 2013 年度比で

26％削減（約 3.7億トン）することを目標に掲げた。 

私達が住む愛知県は COP10 や愛・地球博が開催され、環境都市として植林・育林活動ボラン

ティアや廃棄物削減運動などの様々な取組をしている。環境都市とは、都市ビジョンの一つで、

環境価値の創造によって形成される持続可能な都市をいう。環境価値を創造するためには低炭素

や生物多様性、環境などの価値要素

を高めることが必要であり、そのた

めの取組を戦略的に展開することに

よって魅力ある都市にしてきた。し

かし、「環境問題解決に向けた積極

的な行動を起こすべきだ」という名

古屋市民の割合は 43.4％（平成 25年

度時点）であり、現時点ではまだま

だ意識が高いとは言い難い。また、名古屋市は都市化に伴い自然が失われ、近年、緑が減少傾向

にある。特に市域の約３分の２を占める民有地の緑が著しく減少している。名古屋市は 2008年

10月 31日から市内の緑の減少をくい止めるために「緑化地域制度」を導入・施行し、現在も制

度を変更し取組を継続しているが、歯止めをかけることは困難である。このような現状からも、

市民の意識改革が必要だと言える。 

２．現状分析と仮説～私達と社会の現状～                             

(1)Nanyo Company部の活動 

今まで私達は地域貢献を目的とし、地元のイベントへの出展や、地元の特産物を使った商品

開発などを行ってきた。その中で「フェアトレード」という発展途上国の方の自立支援を促す

制度を活用したフェアトレード商品の開発・販売や「カーボン・オフセット」を活用した環境

に配慮した取組を行ってきた。 

カーボン・オフセットとは、企業活動や商

品の製造・販売等の過程で排出してしまう温

室効果ガスの量を知り、減らす努力をし、そ

れでも減らせない排出量をクレジットの購入

で相殺するという環境省主導の制度である。

私達はカーボン・オフセットの制度を利用す

るにあたり、木曽町 J-クレジットを購入する

ことにした。その理由は、クレジットを購入した費用は長野県の山林の間伐に使われるため、

その流域にある木曽川が綺麗になる。この木曽川は長野から岐阜、愛知に流れており、その水

を農業用水や生活用水として利用する私達が住む港区への地域貢献にも繋がると考えたからで

ある。このカーボン・オフセット制度を活用し、環境に配慮するだけでなく、地域住民の環境

意識を向上させるため、地元企業と共同開発した商品であるオリジナルフェアトレードコー

ヒーや和菓子、洋菓子の売上の一部をカーボン・オフセットし、CO2排出に配慮した低炭素型

の商品として販売してきた。販売する際には看板での周知だけでなく、購入者に直接口頭で伝

えることで、多くの方の環境意識の向上に繋げている。 

〔名古屋市作成 名古屋市総合計画 2018 より〕  

〔カーボン・オフセット概念図  （環境省  

カーボン・オフセット STEP BY STEP より〕  



3 

(2)カーボン・オフセットの認知度 

カーボン・オフセットを活用していく上で、消費者に対するカーボン・オフセットのキャン

ペーン認知度について調査した。ローソンの「MACHI Café（マチカフェ）」のデータを参考に

すると、株式会社ローソンは 2014年２月 11日～２月 24日までの２週間、ホットコーヒーと

カフェラテを対象に CO2排出権を付け、値段は通常と変わらず販売した。このキャンペーンに

ついて対象製品を購入した人を対象に、Webによるアンケート調査が実施された。すると、

キャンペーンを認知したという方は 20％であり、40

代～60代の男性を中心に多くの方が「キャンペーン

に気付かなかった」等のコメントをしている。ま

た、私達が販売や周知活動をしている際にも、地域

の方から「非常に良い活動だが分かりにくい」「難

しい」といったコメントを頂いている。そのことか

ら、カーボン・オフセットは環境には良いが、消費

者には伝わりづらいのではないかと考えた。情報発

信するだけでなく消費者に「賢い選択」をしてもら

うためには『環境に良い商品』だと分かりやすく伝

える工夫が求められていると言える。 

(3)環境ビジネスの可能性 

環境省の「環境ビジネス FRONT 

RUNNER」によると、「環境産業の

市場規模は、2016 年に全体で 104

兆 2,199億円と過去最大を記録

し、前年比 3.6％の増加となり、

2000年（57兆 9,259億円）の約

1.8 倍となった。分野別に見る

と、近年成長を牽引してきた「地

球温暖化対策」分野が伸び悩み、

代わりに「廃棄物処理・資源有効

利用」分野が成長を牽引してい

る。このことから、「廃棄物処

理・資源有効利用」として、規格

外品や廃材等を利用した商品を取

り入れることで、売上を向上させ

る期待が持てると考えられる。環

境に配慮した取組として、低炭素

社会の実現に非常に有効な手法であると言える。 

(4)地球温暖化対策に向けた効果的な手法 

地球温暖化対策を活発的に行っていくためには一人ひとりの「賢い選択」が重要になる。地

球のためにも、ここで暮らす自分達のためにも、地球温暖化対策に貢献することは良い効果を

もたらすはずである。環境省も温室効果ガスの削減に向けて「COOL CHOICE」という国民運動

気付いた

20%
気付かな

かった

80%

カーボン・オフセット認知度

気付いた 気付かなかった

〔ローソン  MACHI café におけるカーボン・オフ

セットキャンペーン認知度 2014 年 2 月実施  対象者

699 名  Ｗｅｂアンケート  試行事業事務局調査〕  

〔環境省  環境ビジネス FRONT RUNNER 資料より「環境産業の市場規模の変化」〕  

〔環境省  環境ビジネス FRONT RUNNER 資料より「環境産業の市場規模」〕  

（単位：億円）
大分類 2000年 2004年 2008年 2012年 2016年

環境汚染防止 72,812 61,975 123,147 132,250 127,464

地球温暖化対策 38,302 149,723 251,848 277,286 332,578

廃棄物処理・
資源有効利用

394,612 421,334 488,087 438,034 496,234

自然環境保全 73,533 73,526 78,717 79,106 85,922

合計 579,259 706,558 941,798 926,677 1,042,199



4 

を進めている。「COOL CHOICE」とは、平成 27年度より推進されている国民運動で、日常の中

で省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、地球温暖化対策のための「賢い選択」をし

ていこうという、環境省が主導で行っている取組である。例えば、エコカーの購入や、クール

ビズをはじめ、低炭素なアクションを実践するライフスタイルの「選択」や、「エコバッグ持

参」「LED照明への買換」などの一般的なエコ活動はもちろんのこと、「アイスを食べること

でエアコンを使わない」という行動も COOL CHOICE に当てはまる。一人ひとりが意識的に地球

温暖化対策に資する選択を行ってもらうため、統一ロゴマークを設定し、政府・産業界・労働

界・自治体・NPO等が連携して、広く国民に呼びかけている。このような一人ひとりの小さな

行動を継続的に行うことができれば、僅かながら

温室効果ガス削減に貢献することができると言え

る。このような温室効果ガスの排出を抑える行為

や商品を、分かりやすく表したものが COOL 

CHOICEだ。そこで、名古屋市民が取り組みやす

いエコ活動を知るため、私達は日頃取り組んでい

るエコ活動についての質問を含んだ「COOL 

CHOICEアンケート」（2017 年８月実施 対象者

275名 地域住民対象 単純無作為抽出法 質問

紙法）を実施することにした。 

学校の生徒や教員、私達が出展したイベントに

来てくださったお客様や地域の公園利用者等の合

計 275名にアンケート調査を行ったところ、名古

屋市民が最も多く参加しているエコ活動は『詰め替え用のものを購入する』（275名中 172名

が取り組んでいると回答）ことだと分かり、62.5％を占めていた。 

カルネコ株式会社（元カルビー株式会社カルネコ事業部）が過去に実施した「どのような活

動なら環境保護に参加できるか」というアンケートでは、「商品・サービスを購入・使用す

る」という行動が最も参加しやすい（67.0％が回答）ことも分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カルネコ株式会社のアンケート結果及び私達の調査結果から、「自ら行動すること」より

「商品・サービスの購入により貢献すること」の方が市民にとって気軽に取り組みやすいエコ

活動だと分かった。 

市民が参加しやすい、低炭素商品の購入による地球温暖化対策の促進を行うため、地元の名

古屋市の特徴について「名古屋市総合計画 2018」などを用いて SWOT分析を行った。 

3.7%
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52.3%
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保護活動の重要性をPRする
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金銭や物品の寄付

生活者ができそうな環境貢献活動に関するアンケート調査（2015年)
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日頃取り組んでいるエコ活動は？

〔COOL CHOICE アンケート  2017 年 8 月実施 
対象者 275 名 地域住民対象  質問紙法  単純
無作為抽出法  Nanyo Company 部調査〕 

〔生活者環境意識に関する調査  2015 年実施  対象者 300 名 Web アンケート  カルネコ株式会社
（元カルビー株式会社カルネコ事業部）調査〕 
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強  み 機  会 
・規模の大きな都市の中では１日１人あたりのごみ排

出量が少ない 

・公園や街路樹、樹林地、農地などがある 

・京都議定書の発効 ・燃料費の高騰 

・レジ袋の有料化 

・藤前干潟に関連するゴミ問題 

弱  み 脅  威 
・自然が少ない 

・自動車利用の割合が高く、CO2の排出量が多い 

・ヒートアイランド現象により平均気温が上昇 

・資源の枯渇  ・都市化により緑が減少傾向 

 

強みに注目すると、名古屋市は市民のゴミに対する意識が高いと言える。調べてみると、

1999年２月に名古屋市が行った「ごみ非常事態宣言」に起因すると考えられる。名古屋市では

年々ごみの量が増え続け、新たな最終処分場を作ることが緊急で求められていた。新たな最終

処分場の候補として挙げられたのが、名古屋市港区にある藤前干潟であった。しかしこの藤前

干潟は渡り鳥の飛来地になっていたため「一度埋めてしまえば二度と同じ環境を作ることはで

きない」と、市民から保全を呼びかける声が高まり、これをきっかけにごみ非常事態宣言が始

まった。その後名古屋市は藤前干潟を埋め立てる提案を考え直し、ごみを減らすことに方向転

換することとなった。徹底的な分別とごみの減量が必要であることが明確に示された後、ごみ

を分別することが名古屋市民のモラルとして身に付いた。そのため、大都市でありながら比較

的細かい分別制度を実施した名古屋市は自然とごみに対する意識が高くなった。 

このように、名古屋市民はごみ非常事態宣言後から現在まで、家庭内のごみを分別制度に従

い分別・処分することを既に継続しており、常に日頃から環境に配慮した行動を選択している

ことが分かる。その後、名古屋市は、温室効果ガス排出量の削減目標が新たに決定されるなど

大きな変化があったことから、「名古屋市役所環境行動計画 2030」を策定した。目標を達成す

るためには事業活動のあらゆる段階で環境に配慮することが必要であるため、省資源・省エネ

ルギーの推進、ゴミの減量などにより環境への負荷の低減を目指している。こうした背景か

ら、ゴミとなる容器などはより環境に良いものを選んでもらえるだけでなく、例えば、詰め替

え可能な容器、トウモロコシやじゃがいもなどの澱粉 100％で作られた爪楊枝、紙製のスト

ローなどの環境配慮型商品への理解が得られると考えた。今回の調査結果から低炭素社会に向

けて、次の仮説を立てた。 

＜仮説＞                                                                  

地域住民に低炭素・脱炭素を目指した開発商品の購入を通して COOL CHOICE の周知を図り、市

民の意識を変えていくことで低炭素社会の実現に繋がるのではないか。 

３．商品の購入による貢献をめざして（仮説から企画へ）                   

そこで、地域住民の意識の変革を促すために、現状分析にあるカーボン・オフセットの認知度

を高める工夫として、環境に配慮した商品が一目で分かるように「環境に良い商品であることを

視覚的に分かりやすくする工夫」を行うことが必要であると考えた。また、環境ビジネスの「廃

棄物処理・資源有効利用」が現在の成長分野であり、名古屋市民の「ゴミに対する意識の高さ」

という点、私達のアンケート調査結果とカルネコ株式会社の調査結果からの「商品の購入が最も

環境に配慮した活動で取り組みやすい」という点から、「低炭素商品の提案」と「販売」が効果

的であると考えられる。そうした活動を効果的に行うために、「情報発信」と「販売促進活動」

を組み合わせることで、その効果を最大化し「低炭素社会」を実現することができると考えた。

低炭素商品を手に取ることによって、温室効果ガスについて理解を深め、意識をしてもらえるだ

〔名古屋市総合計画 2018 を元に行った名古屋市の SWOT 分析結果  Nanyo Company 部実施〕 
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けでなく、環境に配慮する行動の取りやすさから、「意識」から「行動」へのアプローチができ

ると考えられる。 

このように、「環境配慮型商品を通して、地域住民の意識を向上させると共に、低炭素社会の

町づくり」を、以下のような企画の流れで進めていくことにした。 

企画の流れ【2017年８月～】 

 

 

４．環境配慮型商品を通した低炭素社会の実現へ向けて～企画の実践～               

(1)視覚的に分かりやすくする（知的財産の活用）～「COOL CHOICE」への賛同～ 

まず、初めに私達が開発・販売している商品について、環境に良い商品であることを PRす

る工夫を考えた。これまでにも POPや店頭での販売による周知は行ってきたが、上記のローソ

ンまちカフェのアンケート結果にあるように、認知度が高い訳ではない。しかし、私達の活動

を振り返ると、私達が販売しているフェアトレード商品も最初は認知度も低かったが、フェア

トレードマークを使用したことで認知されるようになって

いった。この過去の成功例を参考にし、カーボン・オフセッ

ト商品の認知度を高めるためにマークの使用は効果的な方法

なのではないかと考えた。 

そこで、商品が環境に良いものであると視覚的に分かりや

すくする工夫として、私達は「COOL CHOICE」に目を付け、

賛同・登録することにした。私達が販売している商品は全て

カーボン・オフセットしているため、COOL CHOICE に該当す

る商品が多くある。COOL CHOICE に賛同することで、知的財

産として商標登録されている「COOL CHOICEマーク」を使用

することができる。身近な例として、公共交通機関では、自動車を使用する１名の人がバスに

乗車した場合、自動車１台分の二酸化炭素が削減されるため、

COOL CHOICEに当てはまることから、マークを使用している。

COOL CHOICEは環境省主体の国民運動であり、既に取組が始まっ

ている。新たに環境に配慮したマークを考案するより、周知さ

れている商標を利用することで、その知名度を活用することが

できる。そうすることで、環境に良い商品であることを視覚的

に訴えかけることができるだけではなく、環境配慮型商品を広

めるという点において、効果的であると考えた。私達の商品は環境に配慮していることから、

「消費者が商品を賢く選ぶ」ことを目的としている COOL CHOICEのマークの理念にも合うもの

となっており、市民の意識向上に繋げることができると考えられる。こうしたメリットを考

え、2017年８月に COOL CHOICEに賛同・登録することで、私達の商品が環境に良い商品である

ことを視覚的に PRできるようになった。 

(2)低炭素商品の提案①（プッシュ戦略）～生分解容器への変更～ 

ア  環境配慮型商品に関する事例研究 

現在私達が販売している商品の容器を、より環境に配慮したものにできないかと考え、企

業の取組として、容器が環境配慮型に変更された事例を調べた。 

〔COOL CHOICE への賛同登録〕  

視覚的に分かり

やすくする

低炭素商品の

提案
情報発信 販売促進と販売

低炭素社会の

実現

〔バスに貼られた COOL CHOICE マーク〕  

〔COOL CHOICE マーク〕  
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■事例① プラスチックストロー⇒紙製ストロー 
コーヒーチェーン店スターバックスやファーストフードチェーン店マクドナルドなどの大企業がすでに導入

しており、日本での導入も進められている。もしこの紙製ストローの導入が日本を中心に世界に広まれば、プ
ラスチック廃棄率は大幅に減少し、海洋汚染やゴミ問題などの問題解決に繋がるのではないかと考える。しか
し、製造コストはプラスチックストローが一本あたり約 0.5円であるのに対し紙製ストローは約５円となって
おり、プラスチック製に比べると 10倍ほどのコストがかかってしまう。他にも、この紙製ストローには耐久
性が低いなどの課題があり、導入をためらう会社も少なくはない。 
■事例② 石油を原料としたパッケージ⇒ライスインキ 

セブン-イレブン・ジャパンでは、2016年４月より店舗で販売しているおにぎりのパッケージの印刷に米ぬ
かから抽出する米ぬか油の非食用部分を原料とする「ライスインキ」を使用している。ライスインキは従来の
インキに比べ、年間約 60トンの二酸化炭素排出量を削減するなど、環境負荷の低減が期待できる。また、原
料となる米ぬか油には国産の米ぬか油を使用しており、パッケージにおける地産地消の取組にも繋がってい
る。また、2016年 12月にはオリジナルパンのパッケージのフィルムとインキを植物性由来のものに変更され
た。これにより、年間約 108 トンの二酸化炭素排出量の削減効果を期待できる。 
■事例③ 内容物の酸化を抑制 

一般社団法人日本乳業協会は、チルドカップ容器を
13gから 12gに軽量化することに成功した。飲料用プ
ラスチックカップの中間層の間に酸素バリア層を使用
し、内容物の酸化劣化を抑制することで長期間風味を
維持することができる。更に、無菌充填とすること
で、一般的なチルド飲料の賞味期限（１～２週間）に
対し、70日間の賞味期限を実現し、流通、家庭での賞
味期限ロスを減少した。また、中間層にはカップ製造
時の端材を再生利用している。この容器に変更したこ
とで、食品ロスへの対策が期待できる。 

 

このように、多くの企業が容器を環境配慮型のものに変更していることを知り、容器を変

更することで商品をＰＲし、更には COOL CHOICE の周知にも繋がるのではないかと考えた。

そこで、商品に使用可能な環境配慮型の容器について調べた結果、私達は「生分解容器」と

いう環境配慮型の容器を見つけた。 

イ 生分解容器の提案 

生分解容器とは、トウモロコシを主材料とした地球に優しい容器である。この容器は微生

物によって分解され、最終的には水と二酸化炭素に完全に分解する性質を持っており、紙と

同じように焼却することができるものである。植物（トウモロコシ）の澱粉をベースに重合

して作った植物由来プラスチックであるポリ乳酸によって作られており、使用されているト

ウモロコシは人が食べるものではなく、飼料用デントコーンとその廃棄原料がベースとなっ

ている。使用後の処理により炭酸ガスは発生するが、元々植物が大気中から取り込んだもの

であるため、一般的な容器と比較すると発生量は抑制される。これらのことを踏まえ、以前

行った COOL CHOICEアンケートにおける「商品の購入による貢献」が最も取り組みやすいと

いう結果を参考にし、名古屋市民が積極的にエコ活動へ参加するためには何が必要なのかを

考えた。そこで、私達は販売開始から４年経過していた開発商品であるわらびもちの容器を

生分解容器に変え、「容器も消費者に選んでもらう」という地球温暖化問題の対策に参加し

てもらう企画を考えた。 

地元企業と共同開発を進め 2013年から地元地域のイベントなどで販売してきた「ぷるる

んくろみつわらびもち」は、黒蜜とわらびもちにフェアトレードのマスコバド糖を使用して

いる和菓子で、元々フェアトレードの周知のために開発したものであった。現在も販売して

いるわらびもちの容器を生分解容器に変更し、購入して頂くことで環境負担軽減に繋がり、

気軽にエコ活動に参加してもらえるのではないかと考え、生分解容器を利用した温室効果ガ

スの削減に取り組んでいくことにした。 

〔チルドカップ容器の層構造〕  

〔環境配慮型容器に関連する企業の事例〕  
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ウ 生分解容器の検証 

生分解容器を使用するに当たって、デザインの検証をすること

にした。商品デザインは、商品自体の価値を極大化させる役割を

担う。もちろん、消耗消費財のパッケージ・デザイン、耐久消費

財のインダストリアル・デザインなど、商品カテゴリーによって

商品デザインの位置付けは変わるが共通点もある。ここでは、商

品デザインが共通して貢献すべき３つの価値である、商品自体の

機能を発揮させることで得られる「基本価値」、デザイン自体が

持つ美的な「情報価値」、購入した時点から廃棄するまでの利便

性である「プロセス価値」の視点から、今回の容器を検証する。 

「基本価値」への貢献は、利用時に使いやすい、

機能が高まるといった部分である。調味料であれば

キッチンでの使い勝手がよいデザイン、オートバイ

であれば空気抵抗が少なく燃費がよくなるデザイン

などが挙げられる。私達が販売しているわらびもち

に使われている生分解容器については底が浅く平ら

な点が特徴的で、わらびもちに付いてくる黒蜜をか

ける際には均等に行き渡り、更においしく食べられ

る。また、底が浅いため手に付くこともなく食べる

ことができることから「基本価値」に貢献している

と言える。 

「情報価値」への貢献は、「おしゃれ」、「見ていて楽しい」といった部分である。リッ

プクリームであれば可愛い模様のパッケージ・デザイン、掃除機であれば中身が見えて面白

いデザインなどが挙げられる。生分解容器については、透明な素材で中身が透けて見えるだ

けでなく、素材を輝かせるデザインとなっている。また、商品に貼られているラベルは和を

モチーフにし、見た目からも和を感じることができ楽しめる。このことから、消費者はラベ

ルの面白さや中身が輝いて見えるデザインに興味を持ち、購入するという行動に移すと考え

られることから、「情報価値」に貢献していると言える。 

「プロセス価値」への貢献は、利用時以外でのデザイン貢献である。飲料なら持ち運びし

やすい６本入りのデザイン、加湿器であれば誰でも水補給がしやすい設計などが挙げられ

る。今回の生分解容器は、以前使用していた容器に比べ、底が平たく地面と接する面が多

く、安定感がある。そのため高く積み重ねても崩れず、お客様の目に留まりやすく、持ち帰

りもしやすい点が特徴的である。そのため、「プロセス価値」に貢献している。 

このように、生分解容器はデザインも優れており、消費者の購買意欲を高める効果がある

と言える。しかし、ここで問題となったのは容器の原価である。一般的な容器より生分解容

器の価格が高い場合、商品を選んでもらえないのではないかと考えた。 

 エ 消費者の受容性に関する調査 

そこで、カルネコ株式会社（元カルビー株式会社カルネコ事業部）の環境貢献型商品・

サービスの価格容認性についてのアンケート調査結果を参考にした。「環境貢献型商品・

サービスであることはあなたの商品選択に影響しますか」という質問に対して、「価格が高

③「プロセス価値」への貢献

＝運ぶ、持ちやすい、捨てるのが楽など

②「情報価値」への貢献

＝おしゃれ、見ていて楽しい、食欲が増すなど

①「基本価値」への貢献

＝利用時に使いやすい、機能が高まるなど

〔商品デザインの貢献すべき価値  ３つの視点〕  

〔生分解容器カタログ情報〕  
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くても環境貢献型の商品・サービスを選ぶ」

と答えた方は 23.0％であり、「同じ価格なら

環境貢献型の商品・サービスを選ぶ」と答え

た方は 67.3%であった。 

この結果から環境貢献型商品は 23.0％の方

をターゲットとした販売が展開できると考え

たが、実際に金額を調べてみたところ、これ

までに利用していた容器よりも生分解容器の

方が安価であることが分かった。つまり、同

じ価格なら環境貢献型の商品・サービスを選

ぶと答えた 67.3％の方もターゲットとなり、合計

90.3%の方がターゲットということになると言える。 

このことから、生分解容器への変更は環境に配慮す

るだけでなく、更なる売上が見込めるというメリット

もあり、ビジネスとしても成立すると考えられる。 

 オ 価格戦略 

次に、価格を設定するため、マーケティングの４Ｐの

手法を参考にする。Price（価格）は他の３Ｐと大きく異

なる点がある。それは、Product（製品）、Place（流通

チャネル）、Promotion（プロモーション）が消費者への

働きかけを主に考える領域であるのに対して、Price（価

格）は他の３Ｐの結果としての消費者の納得の有無を問う

ものである。そのため、今回の商品が消費者の納得を得る

ための商品であるかを様々な視点から分析した。 

価格設定のための視点には、競争戦略がベースとなる「競合視点」、受容性がベースとな

る「顧客視点」、自社の販売している商品の利益率とコストがベースとなる「自社視点」の

３つがある。 

まず「競合視点」では価格帯に着目した。

市場には多数の既存商品があり、これらの価

格分布にはある規則性がある。私達の販売す

るわらびもちの値段を設定するため、他社の

わらびもちの価格について調査した。その結

果を、「プレミアム価格帯」「セミ・プレミ

アム価格帯」「スタンダード価格帯」「低価

格帯」に位置付け、区分けをした。価格帯が

参照価格として定着した場合、既存の価格帯を避けるということもできる。某ブランド店を

例に挙げると、他社よりも低めの価格帯で展開することで、独自の位置を獲得した。私達の

商品は、「顧客視点」から受容できる範囲内の価格で、より多くの方に手に取ってもらうこ

とを考えた価格設定を行うと、低めの価格帯で販売したかったが、フェアトレード商品だと

容器 価格（単価） 

従来容器Ａ 38.6円 
従来容器Ｂ 29.6円 
生分解容器 26.1 円 

店舗 値段（税込）

Ｈ店 ¥2,200
Ｓ店 ¥1,944
Ｎ店 ¥1,566
Ｙ店 ¥756
Ｋ店 ¥691
Ａ店 ¥324
Ｍ店 ¥300
Ｆ店 ¥138
Ｓ店 ¥135
Ｈ店 ¥100

低価格帯

スタンダード価格帯

セミ・プレミアム価格帯

プレミアム価格帯

〔生活者環境意識に関する調査  2015 年実施  対
象者 300 名  Ｗｅｂアンケート カルネコ株式会
社（元カルビー株式会社カルネコ事業部）調査〕  

〔競合他社のわらびもちの価格比較〕  

１割以上高くて

もそちらを選ぶ

2.3%

やや高くて

もそちらを

選ぶ

20.7%

同じ価格ならそ

ちらを選ぶ

67.3%

影響しない

4.3%

よく分からない

5.3%

Ｑ .環境貢献型商品・サービスであることはあなた
の商品選択に影響しますか  

〔従来容器と生分解容器の価格比較〕 

〔マーケティングの４Ｐ  概念図〕  
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低価格帯は厳しいと言える。そのため、一つ上のスタンダード価格帯とし、「自社視点」か

ら業者との交渉を経て、税込 300円で販売することに決定した。 

カ 低炭素型商品の提案 

こうした経緯から、2017年 10月より、これまで販

売していた「わらびもち」の容器を変更し低炭素型商

品の提案・開発を行った。この生分解容器により、一

つあたり 28.6kgもの温室効果ガスの排出が防げるよう

になった（リスパック株式会社バイオ営業部提供資料

より）。口頭だけでエコ活動を促すよりも、商品の購

入を通して環境に配慮し、COOL CHOICEを実感して頂く

方が手軽に地球温暖化対策に参加できるため、お客様のゴミに対する意識向上に繋がったと

感じた。実際に COOL CHOICEの説明を聞いたお客様から「COOL CHOICEマークが貼られてい

る商品を探して購入していきたい」というお言葉を頂くなど、COOL CHOICE マークを貼るこ

とは効果があったと言える。企業の方にも生分解容器を使用して頂くことで、容器の一つの

選択肢として、環境意識向上を促すアプローチにもなった。更に、人が一日に排出する二酸

化炭素の量が６kg（環境省「チームマイナス６％」ホームページ資料より）であり、年間約

2.2tの排出となることから、より環境への関心を促すため、商品一つに付き 2.2円カーボ

ン・オフセットした。 

燃焼された生分解容器は二酸化炭素を排出するが、この二酸化

炭素は本来植物などが成長する過程で大気中から吸収したもので

あり、トータルとして二酸化炭素の量はプラスマイナス 0とな

る。こうしたカーボン・ニュートラルの考え方から、生分解容器

とカーボン・オフセットの活用により、今回の企画は低炭素では

なく脱炭素の取組としても非常に効果が高いと言える。 

(3)低炭素商品の提案②（プッシュ戦略）～規格外品の利用～ 

産学連携プロジェクトによる J-クレジット制度普及啓発活動の一環として、2017年 10月に

商品開発の企画を持ちかけられた。この企画は、岐阜県高山市の「もだに農園」で収穫された

りんごを活用するものだったが、今回は台風などの自然災害によって傷ついて売り物にならな

くなったりんごが２～３割ほどあるということで、その規格外品となってしまったりんごを

使った商品開発ができないかと依頼された。本来であれば傷ついたりんごは商品にならず、廃

棄されてしまう。栽培している農家の方々を助けたいという思いと、環境ビジネスは、「廃棄

物処理・資源有効利用」が効果的であるという点から、今回の企画を進めていくことにした。 

株式会社エム・ティ、資源さいせいネット、株式会社ウェイストボックス、中部経済産業局

と連携し、食感や販売価格などを部員が消費者目線で考え、問題点を見つけ出し、改善するな

ど試行錯誤を重ねた。その結果、傷ついたりんごは長野県の南信州菓子工房にて加工し、りん

ごのドライフルーツとして商品化することにした。廃棄するはずだったりんごは廃棄されるこ

となく商品として扱うことができ、地球温暖化対策だけでなく食品ロス対策にも繋がった。こ

の商品は東海３県（愛知・岐阜・三重）で販売するため地産地消の商品となった。他にも、こ

の商品は一袋につき１円がカーボン・オフセットされており、傷ついたりんごを使うことで廃

棄の段階で二酸化炭素が排出される心配がない等、環境にも配慮している。これらのことから

〔カーボン・ニュートラルの概念図〕  

〔生分解容器を使用した COOL CHOICE 和菓子〕  
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私達はこの商品に COOL CHOICEマークを付けることを提案

した。初めは先方も難色を示していたが、環境配慮型商品

を分かりやすくする一つの手段として、COOL CHOICE マー

クを入れてもらえることになった。こうして、規格外品

の利用やカーボン・オフセットの取組について、環境に配

慮した商品であることを視覚的に分かりやすくすることが

でき、販売時に COOL CHOICE を周知するだけでなく、低炭

素商品をより多くの方に知ってもらえるようになった。こ

うして「やわらかドライりんご」を商品化することに成功し、2018年３月より販売を開始し

た。 

(4)情報発信（プル戦略）～COOL CHOICE LEADERS AWARDとメディアの活用～                                                                                           

どのような取組をしても、伝えなければ知ってもらうこともできず、商品であれば選んでも

らうことはできない。そこで、私達は環境問題に取り組む団体の周知活動の一環として、地元

地域のイベントや発表の場を活用し、カーボン・オフセットや COOL CHOICEの取組、生分解容

器への変更について発表や周知活動を行った。これらの発表で、私達は公益社団法人名古屋青

年会議所主催「第１回名古屋版人間力大賞グランプリ」、一般社団法人地球温暖化防止全国

ネット主催「低炭素杯 2018 ファイナリスト優秀賞」等を頂くことができた。その中でも特筆

すべきは環境省の「COOL CHOICE LEADERS AWARD」である。COOL CHOICE推進の一環として

COOL CHOICEに率先して活動している人・グループ及び、COOL CHOICEを広げるための“アイ

デア”や“製品・サービス”についての募集で、優秀な内容については表彰を行い、その内容

を環境省から発信してもらえるものである。私達は COOL CHOICEについての活動の取組を応募

し、「カーボン・オフセットや生分解容器を活用した

COOL CHOICE商品であるわらびもち」が評価され、

2017年 12月に全国 518 の応募の中から「COOL CHOICE 

LEADERS AWARD 爆笑問題 太田賞」を受賞した。爆笑問

題太田さんからは「“買い物で未来を変えられる”と

いうことを高校生が発信していることに可能性を感じ

た」という、今後の私達の活動に自信を与える有難い

お言葉を頂いた。今回、高校生が企画した「未来を自分で選んで買い物できる取組」について

評価されたことから、こうした表彰は私達の活動が社会的にも認められたことになる。こうし

て、私達は Nanyo Company 部と COOL CHOICEの知名度の向上を図ることができた。 

「やわらかドライりんご」については、商品をより

多くの人に知ってもらうために、りんごになじみのあ

るストーリーを活用しながら、ドライりんごを宣伝す

るためのプロモーションビデオを撮影した。部員はス

トーリー製作、撮影に必要な小道具作り、登場人物を

演じるなどしてドライりんごについて分かりやすく説

明した。この動画は YouTube に投稿され、廃棄するりんごを有効活用していることを映像から

も周知している。商品化されたやわらかドライりんごと動画を組み合わせることによって、規

格外品を利用した低炭素商品の提供と COOL CHOICE の周知を通して、環境に対する意識向上に

〔プロモーションビデオ撮影の様子〕  

〔COOL CHOICE LEADERS AWARD 表彰式〕  

〔COOL CHOICE マークを提案した新商品
「やわらかドライりんご」〕  
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繋げることができたと考える。また、中部経済新聞にも掲載され

るなど情報発信を行うこともできた。 

その一方で、知名度の向上だけでなく、COOL CHOICE の商品を

手に取る人が増えなければいけないという課題も見つかった。課

題解決には、販売促進活動をしていくことで COOL CHOICE を活用

した商品を更に周知することが必要であった。私達はその商品の

ことが詳しく書かれているチラシを購入時に渡したり、パネルを

作ってお客様に説明したりすることによって、よりその商品を

知ってもらおうと工夫したり、Nanyo Company部独自にツイッター

のアカウントを作成し、イベントのたびに情報発信を行うように

努めた。 

(5)販売促進と販売（プル戦略×プッシュ戦略）～環境配慮型商品の販売へ～ 

ア 販売促進活動 

環境配慮型商品を販売するにあたり、「ブランド」「広告」「販売員活動」を利用した

マーケティングミックスによる販売促進活動を行った。 

「ブランド」については、「COOL CHOICE」という政府主導の国民運動で使われている登

録済みの商標を活用することで、一目で環境配慮型商品であることが分かり、効果的な販売

に繋げることができた。 

「広告」では、以前からこの商品開発に対して好印象であった東海コープの協力もあり、

更に東海地方での販売へと展開することとなった。

地産地消を目的としたドライりんごを地域で消費で

きる良い機会であり、輸送コスト低減による温室効

果ガス排出削減にも繋がった。2018年６月には、東

海コープでの販売においてチラシを配布したことで

限定 3,500個に対し 9,000個の申込があり、かなり

の反響があった。 

「販売員活動」では、次のような条件で販売し、売上に繋げると同時に環境意識の改善を

促す工夫を行った。 

① 「日頃の小さな選択が、未来を大きく変えていく」という文言を積極的に使う。 

② タブレット型端末を使用してドライりんごのプロモーションビデオを流す。 

③ COOL CHOICEについてのアンケートを行うと同時に販売している商品の宣伝をする。 
 

イ 販売 

2018年６月に名古屋市で行われた来場者数 9,000人のイベントにおいて、上記の「販売

員活動」の手法を活用し、販売を行った。５時間のイベントであったが、１時間ごとに区

切って個々の商品がその時間内に売れた個数の調査を行ったところ、COOL CHOICE 商品は全

て 12時～13時半にかけての時間帯に完売してしまった。 

商品名 個数 完売した時間 １時間に売れた個数（平均） ５時間で売れるはずだった個数（予測） 

水まんじゅう 50個 12：40頃 約 20個 約 100個 

どら焼き 40個 13：30頃 約 10個 約 50個 

ドライりんご 50個 12：00頃 約 25個 約 150個 

〔ＱＲコード付き東海コープ販促用チラシ〕  

〔2018 年 3 月 16 日中部経済新聞〕  

〔「環境に対する意識」を高めるための「販売員活動」の工夫〕  

〔2018 年６月 名古屋市イベント（水フェスタ）での販売実績〕  
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予想していたよりも遥かに早く開発商品を売り上げることができたが、完売する時間が早

かったために、楽しみにしていただいていたお客様を裏切る形となり、販売機会を失ってし

まったことは大きな失敗となった。今回の件を踏まえ、今後のイベントで販売をする際は、

入場者の過去のデータや販売実績等にも目を通した上で販売商品の個数を深く考えることが

必要だと感じた。 

わらびもちは、地域イベントやショッピングセンター等で販売し、１年間で 260個販売。

一つあたり 28.6kgの温室効果ガスを削減でき、カーボン・オフセットもしていたことか

ら、約 7.5tもの温室効果ガスの削減に繋がった。 

また、更なる販路拡大を目指して、大手ショッピングセンター（イオンリテール株式会

社）とも交渉し、2018 年８月より「やわらかドライりんご」を「定番商品」として販売開

始した。現在も販売を続けており非常に好調なスタートを

切っている。このことからも商品を手に取る人が増え、COOL 

CHOICEの周知と商品を通した低炭素社会の実現の一助となっ

ていると考えられる。しかし、この販売を通して流通業界の

３分の１ルールという制度を知り、より綿密な販売計画が求

められるということを実感した。 

失敗もあったが、様々な販売促進の手法を活用しマーケティングミックスを行ったこと

で、多くのお客様に環境配慮型商品を提供することができた。これらの活動を続けることで

低炭素社会構築に向けた温暖化対策と消費者の意識向上に貢献できると言える。 

５．仮説の検証～アンケート結果より～                                                    

「地域住民に低炭素・脱炭素を目指した開発商品の購入を通して COOL CHOICE の周知を図り、

市民の意識を変えていくことで低炭素社会の実現に繋がるのではないか。」という仮説につい

て、COOL CHOICEの環境配慮型商品として、生分解容器に変更したわらびもちやドライりんごを

販売し、低炭素社会実現に繋げることができたかを次の観点で検証した。 
① COOL CHOICE の認知度を向上させ、COOL CHOICE を周知することができたか。 
② 市民の意識の向上に繋げ、低炭素社会実現の一端を担うことができたか。 
③ 情報発信により、環境配慮型商品の周知に繋げることができたか。 
④ 販売促進活動は販売に結び付いたか。 
⑤ ビジネスとして成立する収益を生み出すことができたか。 
 

その検証のため、名古屋市民に対しアンケートを実施し、そのアンケートを分析した。 

(1)COOL CHOICEマークに関する検証 

①の「COOL CHOICEの認知度と周知」について、名

古屋市民 275名を対象とした１回目のアンケート

（2017年８月実施 275名対象 地域住民対象 単純

無作為抽出法 質問紙法）【以下「アンケート①」】

では、「COOL CHOICEを知らない」と答えた人は全体

の約 94％であった。その後、名古屋市民 258名を対

象として再びアンケート（2018年６月実施 258名対

象 地域住民対象 単純無作為抽出法 質問紙法）

【以下「アンケート②」】を採ったところ、「COOL 

CHOICEを知らない」と答えた人は約 92％という結果が出た。「アンケート①」と「アンケー

ト②」を比較してみると、COOL CHOICE の認知度向上に関してあまり大きな変化は得られず、

〔Nanyo Company 部アンケート調査結
果   1 回目 275 名  ２回目 258 名〕  

〔イオンでの定番商品化と販売〕  

6%
8%

94% 92%

0%

50%

100%

１回目 ２回目

Q.COOL CHOICEを知っていますか？

知っている 知らない

〔仮説検証のための、企画に対する検証ポイント〕  
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依然として周知活動が足りないと言える。環境に良い商品であることを視覚的に分かりやすく

することはできたが、マーク自体の認知度の向上には繋げることができなかった。 

しかし、「COOL CHOICEマークや商品ラベルの

有無についてどちらがよいのか」を調査するアン

ケート【アンケート①】を取ったところ、COOL 

CHOICE マークと商品ラベルはあった方がいいとい

う意見が 58.8％と半数を超えた。COOL CHOICEの

みにしぼると 73.8%となっている。また、私達の

活動を知って COOL CHOICE に賛同すると答えた方

は 96%【アンケート②】であり、実際にお客様か

ら「COOL CHOICEに賛同し、エコ活動に取り組んで

行きたい」というお言葉を頂いたことから、COOL CHOICE マーク自体は非常に良いツールであ

ると考えられる。このことから、COOL CHOICE マークを活用し、COOL CHOICE を知る場面を増

やすことが認知度の向上に繋がると考える。これからも視覚的に“エコなもの”とすぐに分か

る COOL CHOICEマークを貼っていくことで環境に良い商品だということを更にアピールし、周

知していきたい。他にも、アンケート結果【アンケート②】の中に「COOL CHOICE マークを商

品に貼ると同時に“この商品は環境配慮型商品です”という文言もあれば購入したい」という

声が多数あった。このことから、COOL CHOICEマークを貼るだけでなく、更に分かりやすい説

明も加えることで、意識の向上と商品の購買意欲を高めていきたい。 

(2)低炭素商品と環境に対する意識向上による温室効果ガス削減量に関する検証 

②の「市民の意識の向上と低炭素社会の実現」については、Nanyo Company 部が地元地域の

イベントで生分解容器等を活用した環境配慮型商品を販売していることや、COOL CHOICEに賛

同・登録し、COOL CHOICE マーク

を活用していることを知って、こ

れからエコ活動に取り組んでいこ

うと考えた人は 96%であった【ア

ンケート②】。その人達に「取り

組めるエコ活動」にチェックをし

てもらった【アンケート②】。そ

の活動を続けた場合、合計で年間

44,950.9 ㎏の温室効果ガス削減に

繋げることができ、一人あたり約

227.0㎏（サッカーボール 22,600

個分）の減少になることが分かっ

た。日本の人口１億 2,659 万人（2018年７月１日現在）がこの活動を続けることができれば年

間 2,860万 tの削減になり、2030年度までの削減目標の８%に相当することになる。他にも、

生分解容器の商品については１年間で 260個という少量の販売ではあったが、一つあたり

28.6kgの温室効果ガス削減に繋がるため、生分解容器 260個分で削減した温室効果ガスとカー

ボン・オフセットした分を合計した、約 7.5ｔもの温室効果ガスを削減しており、効果があっ

たと言える。 

〔１年で削減できる温室効果ｶﾞｽﾁｪｯｸｼｰﾄ〕「取り組めるエコ活動」
にチェックを入れた 198 名分の合計で年間 44,950.9kg 削減  

〔Nanyo Company部アンケート調査結果   

1 回目 275 名より〕  
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(3)情報発信の効果に関する検証 

③の「環境配慮型商品の周知に繋げることができた

か」については、COOL CHOICE LEADERS AWARD での受賞

により、イベントに出展した際には大手企業 CSR部の部

長に「この賞は本当に価値のある賞だ」と言われる等、

先駆的な事例の１つとなった。また、この受賞を契機に

地元ラジオ局「FM愛知」から取材依頼があり、COOL 

CHOICEにスポットを当てた特集の中でゲストとして出演した。COOL CHOICEを広めていきたい

という思いを発信する良い機会となり、メディアを通して周知活動をすることは、より多くの

人に COOL CHOICEを知ってもらうことも一つの戦略であるということも分かった。 

新聞記事については、「やわらかドライりんご」が販売される際に掲載され、規格外品で開

発した低炭素商品を周知するのに非常に効果的であった。動画についても QR コードが付いた

広告と組み合わせることで、消費者により深く商品の情報を伝えることができた。 

他にも、SNSを通じてイベントの出展を知ったという 20代の女性がイベント当日、私達の

ブースに訪れ、商品を購入してくださった。その情報発信源は部員がツイッターでツイートし

たイベントへの出展・新商品の情報の宣伝だった。このことからも、イベント内容の告知等は

SNS を活用することが有効であると言える。このように、情報発信はプル戦略の方法として非

常に効果的であった。 

(4)販売促進に関する検証 

④の「販売促進活動は販売

に結び付いたか」について、

「広告」の効果は、限定 3,500

個に対し 9,000個の申込が

あったため、効果が高かったと

言える。「ブランド」や「販売

員活動」については、「COOL 

CHOICEの活動に参加しようと思うきっかけは」【アンケート①】という質問に対しては「COOL 

CHOICE の具体例を知ったら」という項目や「COOL CHOICE の説明を聞いたら」という項目が高

い数値だったことから、COOL CHOICE マークの活用も効果はあるが、販売促進として行った

「販売員活動」も効果が高く、実際に私達の活動を知った方の声で、「未来の子ども達の為に

なるなら」や「COOL CHOICE マークの商品を探して購入したい」【アンケート②】などの声も

頂いている。COOL CHOICE に関する具体例を挙げ、説明することが売上に繋がると言える。 

以上のことから、COOL CHOICE の周知に繋げることはできなかったが、低炭素商品である生

分解容器やカーボン・オフセットを活用した COOL CHOICE 商品の開発と、情報発信・販売促進

活動を組み合わせた販売を行うことで、地域の方の環境意識が向上し、低炭素社会の実現の一

端を担うことができたと言える。 

(5)販売の収益性に関する検証 

⑤の「ビジネスとして成立する収益を生み出せたか」については、貸借対照表と損益計算書

を作成し分析した。なお、Nanyo Company部の利益は全額寄付しているため、寄付金額が利益

額となる。 

56
53

90
88

4
16

0 50 100

COOLCHOICEという文字を見たら
COOLCHOICEのマークを見たら
COOLCHOICEの説明を聞いたら

COOLCHOICEの具体例を知ったら
賛同したいと思わない

未回答

COOL CHOICEの商品を購入しようと思うきっかけは？

〔2017 年 8 月実施  対象者 275 名（地域住民）質問紙法  Nanyo 

Company 部調査〕  

〕  

〔FM 愛知での収録の様子〕  
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貸借対照表及び損益計算書を確認す

ると、利益だけを見た場合は黒字と

なったため、ビジネスとして成り立つ

と言える。しかし、私達は学生である

ため、給料が発生することはない。そ

こで、利益から給料分のお金が差し引

かれた場合、ビジネスとして成り立つ

かどうかを検証した。 

2017年９月１日から 2018年８月 31

日までに参加したイベントの労働時間

は約 56時間 15分であり、愛知県の最

低賃金について調べたところ、871円

（2018年９月 30日現在）であった。こ

のことから、部員一人あたりの給料は

48,994円という結果になる。イベント

に参加していた部員は平均 10人であっ

たため、部員全員に給料を分け与えた場合、給料は合計で 489,940円であり、圧倒的な損失に

なってしまうことが分かった。やはりビジネスとしては成立しないことになる。次に、給料が

あった場合でも損失にならない適切な人数を調べてみる。すると、愛知県の最低賃金で給料を

出す場合、２人という人数なら適切な人件費を支出することが可能であることが分かった。現

状の販売方法であれば、計 56時間 15分のイベントを２人で実施していくのは通常より大変で

はあるが、不可能ではない。 

貸借対照表

資産の部
Ⅰ　流動資産

１．現金預金 ¥619,188

２．商品 ¥84,168

　　流動資産合計 ¥703,356

　　資産合計 ¥703,356

負債の部

Ⅰ　流動負債
１．買掛金 ¥0

　　流動負債合計 ¥0

Ⅱ　固定負債
１．長期借入金 ¥100,000

　　固定負債合計 ¥100,000

　　負債合計 ¥100,000

純資産の部

Ⅰ　株主資本
（１）資本金 ¥603,356

（２）利益剰余金
　１．その他利益剰余金
　①繰越利益剰余金 ¥0

　　利益剰余金計 ¥0

　　純資産合計 ¥603,356

　　負債及び純資産合計 ¥703,356

愛知県立南陽高等学校　Nanyo Company部　平成２９年９月１日（単位：円）

損益計算書

Ⅰ　売上高 ¥960,180

Ⅱ　売上原価

１．期首商品棚卸高 ¥84,168

２．当期商品仕入高 ¥760,903

合計 ¥845,071

３．期末商品棚卸高 ¥53,928 ¥791,143

　売上総利益 ¥169,037

Ⅲ　販売費及び一般管理費
１．給料 ¥0

２．広告宣伝費 ¥16,200

３．通信費 ¥3,514

４．消耗品費 ¥8,801

５．雑費 ¥2,268 ¥30,783

　営業利益 ¥138,254

　経常利益 ¥138,254

税引き前当期純利益 ¥138,254

寄付金額 ¥138,254

当期純利益 ¥0

愛知県立南陽高等学校　Nanyo Company部　平成２９年９月１日から平成３０年８月３１日まで（単位：円）

〔2017 年９月１日～2018 年８月 31 日における Nanyo 

Company 部  損益計算書（給料なし）〕  

〕  

〔2017 年９月１日 Nanyo Company 部  貸借対照表〕  〔2018 年 8 月 31 日 Nanyo Company 部  貸借対照表〕  

貸借対照表

資産の部
Ⅰ　流動資産

１．現金預金 ¥787,682

２．商品 ¥53,928

　　流動資産合計 ¥841,610

　　資産合計 ¥841,610

負債の部

Ⅰ　流動負債
１．買掛金 ¥0

　　流動負債合計 ¥0

Ⅱ　固定負債
１．長期借入金 ¥100,000

　　固定負債合計 ¥100,000

　　負債合計 ¥100,000

純資産の部

Ⅰ　株主資本
（１）資本金 ¥603,356

（２）利益剰余金
　１．その他利益剰余金
　①繰越利益剰余金 ¥138,254

（うち当期純利益） ( ¥138,254 )

　　利益剰余金計 ¥138,254

　　純資産合計 ¥741,610

　　負債及び純資産合計 ¥841,610

愛知県立南陽高等学校　Nanyo Company部　平成３０年８月３１日（単位：円）
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６．活動評価                                        

(1)自己評価の SWOT分析 

私達は今後の課題を明確にするため、自らの活動について SWOT分析を行った。 

 

環境に配慮した生分解容器への変更や、規格外品である商品を活用し地産地消である低炭素

型商品の開発により、地域の方々に商品を通して地球温暖化対策に協力をして頂くと同時に、

地域住民の意識改善を促し、低炭素社会の町づくりが進んだと言える。しかし、COOL CHOICE

の周知や３分の１ルールなどによる廃棄などへの対応は困難であったことから、今後は、意識

改革はもちろんだが、様々な団体との連携の場を増やすことで、社会の仕組みを変えるような

取組が必要であると考えられる。 

(2)外部評価 

 次に、今回の取組について外部評価を依頼した。様々な立場から多面的に評価をしてもらう

ため、「大学」「民間企業」「行政」の３つの視点から、評価をしてもらった。項目について

は、以下の９項目を５段階で評価してもらい、メリット（良い点）、デメリット（改善点）に

ついて記載をして頂くように依頼した。 

＜評価項目＞ 

①．貢献度：温室効果ガス排出削減、ライフスタイル変容など低炭素社会づくりへ貢献している。 

②．必要性：地域社会の課題を把握し、市民ニーズに応える又はシーズ（種まき）を意図している。 

③．持続性：一過性のイベントや活動ではなく、持続可能な仕組みを確立し続けている。 

④．波及性：他の地域・組織への汎用性があり、低炭素社会の波及効果が期待できること。 

⑤．創造性・独自性：課題に対する新たな視点で、オリジナリティある取組を展開している。 

⑥．連携・協働：様々な地域の主体と連携し、多くの人々の参画を得ながら取り組んでいる。 

⑦．発展性・具体性：明確な目的・目標を設定し、その実現に向けた具体的な手立てを講じている。 

⑧．先駆性・革新性：従来の企業活動と一線を画した創造的かつチャレンジ精神に富んだ取組である。 

⑨．収益性：この仕組みはビジネスとして成立する取組である。 

強  み 機  会 
・環境配慮型商品の開発 
・COOL CHOICE LEADERS AWARD 受賞 
・規格外品の利用に成功 

・東海コープやイオンでの商品販売 
・ラジオ局からの依頼 
・カーボンプライシングの導入 

弱  み 脅  威 
・COOL CHOICE の認知度が低い 
・COOL CHOICEの説明が難しい 
・若い世代の意識が低い 

・３分の１ルール 

損益計算書

Ⅰ　売上高 ¥960,180

Ⅱ　売上原価

１．期首商品棚卸高 ¥84,168

２．当期商品仕入高 ¥760,903

合計 ¥845,071

３．期末商品棚卸高 ¥53,928 ¥791,143

　売上総利益 ¥169,037

Ⅲ　販売費及び一般管理費
１．給料 ¥489,940

２．広告宣伝費 ¥16,200

３．通信費 ¥3,514

４．消耗品費 ¥8,801

５．雑費 ¥2,268 ¥520,723

　営業利益 ¥-351,686

　経常利益 ¥-351,686

税引き前当期純利益 ¥-351,686

寄付金額 ¥0

当期純利益 ¥-351,686

愛知県立南陽高等学校　Nanyo Company部　平成２９年９月１日から平成３０年８月３１日まで（単位：円）

損益計算書

Ⅰ　売上高 ¥960,180

Ⅱ　売上原価

１．期首商品棚卸高 ¥84,168

２．当期商品仕入高 ¥760,903

合計 ¥845,071

３．期末商品棚卸高 ¥53,928 ¥791,143

　売上総利益 ¥169,037

Ⅲ　販売費及び一般管理費
１．給料 ¥97,988

２．広告宣伝費 ¥16,200

３．通信費 ¥3,514

４．消耗品費 ¥8,801

５．雑費 ¥2,268 ¥128,771

　営業利益 ¥40,266

　経常利益 ¥40,266

税引き前当期純利益 ¥40,266

寄付金額 ¥40,266

当期純利益 ¥0

愛知県立南陽高等学校　Nanyo Company部　平成２９年９月１日から平成３０年８月３１日まで（単位：円）

〔2017 年９月１日～2018 年８月 31 日における Nanyo 

Company 部  損益計算書（給料全員分）〕  

〕  

〔2017 年９月１日～2018 年８月 31 日における Nanyo 

Company 部  損益計算書（給料２名分）〕  

 

〔Nanyo Company 部の活動における 自己評価の SWOT 分析〕  

〔外部評価における評価項目（９項目）〕 
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ア 大学の視点による評価 

大学の方々からは、ほぼ全ての項目に

おいて、良い評価を得ることができた。

特に「創造性・独自性」「連携・協働」

「先駆性・革新性」の部分において、生

分解容器等は他の商品にも流用すること

ができ、企業・行政・団体との連携を行

うことで、結果を残している点について

高く評価して頂いた。また、生徒商業研

究発表大会東海大会の講評の際も「この取組は行動経済学の取組であり、非常に先駆性が高

い」といった評価も頂くなど、これから研究を進めていくという点において非常に良い取組

であるとのことであった。 

しかし、「収益性」の部分については、決して評価が高いと言えない。「一定の収益を得

る活動となっているが、ビジネスとして更なる市場規模や収益性の拡大が期待される」とい

うコメントがあったことから、在庫管理や販売促進方法等を考えながら、更なる「収益」を

生み出す方法の検証について深めていくことで、環境配慮型商品の一つのビジネスモデルを

確立する必要があると考えられる。 
評価者 メリット（良い点） デメリット（改善点） 

四日市大学 
総合政策学部 
教授 

鶴田 利恵 様 

広範囲にわたる調査データを用いながら、より客観的な
視野をもって問題点を抽出している。また、「消費者」
に訴えかける商品開発であることから、より多くの人々
に認知してもらえる可能性が高い。 
世界的に重大な問題となっている点を踏まえて、社会へ
の啓蒙活動を含んだ実践的活動また、地元企業や行政と
の連携が十分取れている。 

「活動の収益性」のようにビジネスとしての展望に関
する分析が必要。特に、「廃棄」の問題は、在庫管理
に対する理解・戦略が必要になる。この点は、いくら
消費者に訴えかけても難しい。 
今回の商品に関するコストと利益について検証を行っ
て、今後につなげて欲しい。 

四日市大学 
環境情報学部  
教授 

千葉 賢 様 

若者が地球環境の将来を心配して、自分達から活動して
いる点と、商品開発を行っている点が素晴らしく、この
商品そのものの CO2削減効果は小さくとも、次の活動が
別の活動や人々の共感を引き起こし、大きな CO2削減に
つながっていると思う。 

地域へのアンケートは、学校周辺の市民と、無作為抽
出の市民では、反応は違う。後者なら、Nanyo Company
部の活動を知らなくて不思議ではない。アンケートの
取り方、アンケート結果の評価の方法など気になる部
分があった。 

四日市大学 
総合政策学部 
准教授 

三田 泰雅 様 

①環境配慮型商品のコンセプトが時宣にかなったもので
ある。 
②商品開発や販売にあたって、様々なステークホルダー
との連携ができている。 
③部活動としての取り組みであるため、活動が属人的で
なく、持続性・継続性がある。 

 

椙山女学園大学  
現代マネジメント学
部 
教授 
（消費者庁消費者教
育推進会議委員、日
本消費者教育学会会
長、日本家政学会理
事、生活経済学会理
事、日本消費経済学
会理事） 
 東 珠実 様 

フェアトレードから生分解性容器へ、規格外品の有効活
用へと課題を広げ、着実に目標を達成しており、高校生
が課外活動を通して真正面から社会的課題と向き合い、
具体的かつ明確な成果を残している。 
次の時代を創る高校生が、持続可能な未来に向けて、地
球レベルで大きな社会的な課題「自分ごと」化し、学校
での学びを活かしながら実践的な活動に取り組んでいる
点を、大いに頼もしく感じます。また、単なる思い付き
の活動でなく、裏づけとなるデータを丁寧に調べ、オリ
ジナルな調査を実施するなどして、必然性のある課題の
抽出を行っている点や、一つの課題から派生する更なる
課題を見出し、問題を掘り下げながら継続的かつ発展的
に活動に取り組んでいる点は、高い評価に値するものと
思われます。 

活動自体については、周到な計画の下で十分な実践が
重ねられており、特に指摘すべき点はありません。 
 

 

イ 民間企業の視点による評価 

民間企業の方々からは、「必要性」「貢献度」「先駆性・革新性」の部分について消費者

や地域の関心が高いテーマに高校生が挑戦しているという点や、他の高校生と比較しても

「カーボン・オフセット」や「COOL CHOICE」、「生分解容器」を組み合わせた活動は群を

〔2018 年 9 月実施  外部評価結果（９項目）【大学】〕  

〕  

〔2018 年 9 月実施 外部評価結果（メリット及びデメリット）【大学】順不同〕  

〕  
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抜いているという意見を頂き、高く評価

して頂いた。また、民間企業による販売

は単なる営利目的としか捉らえられない

側面があるが、学生が商品開発・販売を

行うことで「利益を優先しない」という

点について有用性があり、世界の環境問

題を解決するためには貢献度が非常に高

いとのことであった。 

しかし、「波及性」や「収益性」の部分については、まだ改善の余地があると考えられ

る。民間企業の方々から見ると私達の情報発信量は不足しており、販売機会の不足や、デー

タ数も少ないとの意見も頂けた。また、学校の活動という点においても収益という面で不十

分な側面があるようだ。そうした部分を補完するためにも、企業との連携を増やすことで積

極的な「情報発信」を行い、アンケート調査などの「データ分析」を協働で行うことで活動

の質を高め、「消費者の意識と実際の消費行動が一致しない」という意見や、「商品を魅力

的にする」というコメントから、「消費行動の分析」と「環境配慮型商品の差別化の方法」

を考えることで、収益が得られるようにする必要があると言える。 
評価者 メリット（良い点） デメリット（改善点） 
ユニー株式会社 顧
問  
(元：ユニー株式会社
業務サポート本部
CSR部部長) 
 百瀬 則子 様 

消費行動による低炭素とは、とても良い発想です。毎日
のようにお買い物で環境に貢献できることは、消費者に
とって過大な負担なしで参加できる活動。更に、広く「お
買い物でクールチョイス」を広めてほしい。「一人一人
の日常生活での選択が、クールチョイス」であることが、
サスティナブルな社会を構築する。 
特に、商品開発や消費者の意識アンケートの分析は、と
ても評価します。また、対象商品を 
選んだことから、サプライチェーンの食品廃棄の問題
「1/3ルール」のことに言及し、とても視野の広い研究
になっています。 

一般的市民の行動変革が地球温暖化を保全する・・・
ということであるのなら、近年の気候変動に対する市
民の意識も絡めたものにすると、商品選択が問題解決
に繫がるから、行動を見直しする・・・というストー
リーにならないか。 
従来環境配慮になっているとされた「詰め替え容器商
品」などが、プラスチック容器であることから海洋汚
染になってしまうと問題視されているため、低炭素社
会だけでなく、生物多様性などの課題と繋げて考えて
ほしい。 
消費者の意識と実際の消費行動が一致しないことが多
い。その乖離を調べ、解決すると、ビジネスとして成
功すると思う。 

エコランド有限会社 
取締役社長 

黒田 健 様 

社会は利益を優先してしまうが学生時代に社会のひずみ
を理解できるのは良い。環境の意識を変化できるのは、
名古屋から全国へ発信させるのは発信力だ。何事もやわ
らかい発想、創造性があり無限の可能性がある。今、
SBP(Social Business Project)という高校生が企業や
社会を動かす力の時が来ているため、そのパワーを発揮
ほしい。若い世代の理解は個々発信ができ、多くに拡散
を期待できる。 

利益重視しないので理想を優先してしまうがこれは最
大武器ともなる。バランスを低くもたない事。 

株式会社ウェイスト
ボックス 
代表取締役 

鈴木 修一郎 様 

継続的に活動することで、南陽高校の取組の認知度は高
まっていると思います。そのため、活動による社会への
貢献量も比例して大きくなっていると思います。また、
地元企業との連携を通して、商品開発という点からも地
域の環境配慮商品やサービスの拡大に貢献していると思
います。継続的に活動し、新聞などでもよく取り上げら
れており、波及効果は高いと思います。 

学業もあるので、なかなか両立も難しいかもしれませ
んが、企業とのコラボレーション企画を増やすことな
どで、より社会でのエシカル消費の拡大に貢献できる
かもしれません。 

株式会社ウェイスト
ボックス 
 小川 晶子 様 

環境に関する視点もフェアトレードやオフセットだけで
なく、生分解プラスチックなど包括的にさまざまな取り
組みを実践しているのが、とてもいいと思います。また
それを消費者にどう伝えるかを常に考えて実践している
部分もすばらしいと思います。伝えにくい内容をどうわ
かりやすく伝えるか、販売につなげるかを意識している
ので、商業ペースでの視点で取り組まれていると感じま
す。そうした部分が、外部からの評価・表彰につながっ
ているのだと思います。 

販売プロモーションの検証では、もう少し開催日時を
増やす、母数を増やす、条件を同じにするなどの工夫
があるといいかもしれません。 

河田フェザー株式会
社 
常務取締役支店長 

鈴木 雅喜 様 

民間企業の人が開発し販売すると単なる営利目的として
しかとらえず、世界の環境問題解決に向けた行動とは
思っていただけないが、学生の発信であるために共感す
る人も多いと思う。 

時間や資金の問題もあり、データ数が少ない。したがっ
て比較検討するにあたり、少ない差でも優劣を付けざ
るをえない。生産は民間企業に委託していると思うの
で、提案はできても商品を技術的に魅力ある商品に加
工できない。高校生の視点で、なぜ、温暖化対策が必
要かも考えて欲しい 

中日メディアプレー
ン 
 矢野 一生 様 

具体的な商品を開発し、その環境への調査した上での販
売活動は消費者に説得力のある PRができると思う。 

もうすでに活動されていると思うが、SNS(ネット)を
もっと活用された方がいいと思う。 

 

〔2018 年 9 月実施  外部評価結果（９項目）【民間企業】〕  

〕  

〔2018 年 9 月実施 外部評価結果（メリット及びデメリット）【民間企業】順不同〕  

〕  
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ウ 行政の視点による評価 

行政の方々からは「貢献度」「必要

性」「連携・協働」「先駆性・革新性」

の部分について、現状の調査データから

的確に課題、ニーズを把握し取組に繋げ

ている点や、既存の商品・サービスの組

み合わせ、環境に配慮するだけでなく、

ビジネスに繋げていくという点において

とても高い評価を得ることができた。ま

た、高校生の情報発信はとても効果的であり、COOL CHOICE商品のプロモーションビデオを

YouTubeに投稿する等の情報発信は他の地域、他世代へ影響を与えると評価された。だが、

「収益性」の部分については、他の評価項目と比べて数値が低く、課題があると考えられる。

収益を高め、環境配慮型商品のマーケットを拡大するために、「環境配慮商品を選ぶメリット

を最大化」し、「環境配慮型商品の価格の安定化」と「消費者の意識改革」をどう行うのかと

いう戦略が必要であると感じた。 
評価者 メリット（良い点） デメリット（改善点） 

環境省 
中部地方環境事務所 
環境対策 
 西田 清紀 様 

名古屋は過去にゴミの非常事態宣言を 20年前に行った
ため、特に市民の方や企業の方も意識が高く、愛知県も
COOL CHOICE の取組も活発に行っています。 
YouTubeへの投稿する取組は、特にいい取組だと思う。
環境教育の周知・啓発では新たに知ってもらう取組(新
規開拓)が難しいため。 

 

特定非営利活動法人 
持続可能な開発のた
めの教育推進会議 
理事 
(元：環境省中部環境
パートナーンプオ
フィスチーフプロ
デューサー) 
 新海 洋子 様 

行政や企業のデータを読み取り、対応するために何をす
ればよいのかを把握し取り組んでいること、更に、今あ
る施策「COOL CHOICE」や商品「わらびもち」のパッケー
ジや「ドライりんご」を活用した取組、新たな広報、販
売促進をされたことを高く評価しています。 
現在のある取組をつなげることでそれぞれのもつ価値を
高めて、消費者に届きやすいアプローチを試みた点に工
夫もユニークでした。更に、この取組を進める中で得た
気づきや学び、情報を取り入れ、重ねながら具体化する
ことで影響力を高めていることも伝わりました。今後も
国や自治体の方向性や動向と現場(生産者、販売者、消
費者)の状況を重ね、よりユニークなコラボレーション
を生み出し、課題をクリアする取組を展開していただき
たいです。 

消費者、生活者の「意識の変容」は非常に難しい課題
です。その領域に施策や商品を活用して取り組んでい
ることに高校生の想い、志、意欲を感じました。今後
の展開のプロセスに、この取組や商品のストーリー性
となぜ高校生が取り組むのか、どういう社会にしたい
のか、どういった経済循環を生み出したいのかなど、
メッセージの可視化を行い、Nanyo Company部の特性
や強み、参加している高校生の想いやメッセージが付
加されるともっとユニークでオリジナリティあふれる、
伝わる商品や広報になると思います。「COOL CHOICE
×Nanyo Company部」のコラボレーション商品の提案
や、Nanyo Company部の共通のキャッチコピー、高校
生が大人に、高校生が大人に、高校生が同世代に、高
校生が子ども達に、などだれにでも分かる言葉での「表
現」を商品に付加するといいかなと感じました。 

経済産業省 
中部経済産業局資源
エネルギー環境部 
環境・リサイクル課 
総括部長 
 高橋 佑香 様 

高校生による環境意識醸成の取組は社会への貢献度が
高いと感じ、これからの未来を担う若い世代の意識改革
は必要であり、同時に他世代への普及効果も高いと思わ
れる。 
これからの社会を作る若い世代の高校生が環境について
真剣に考え、かつビジネスとなる商品の企画に携わって
いるということについて、環境ビジネス振興部署の担当
者として大変ありがたく感じた。 
特に環境配慮型商品の購入によって、環境にどんなメ
リットがあるのか具体的に数字で示している点、更に学
校外の企業や行政機関と連携することで、しっかりとビ
ジネスに繋がる取組としている点が素晴らしいと思いま
す。 

生分解容器の利用や規格外商品を販売するのみでは、
低炭素社会の実現は困難かと思われます。わらび餅や
ドライりんごなどの嗜好品では購入者では限られるた
め、もっと多くの方が一般的に利湯する商品を環境配
慮型にするなどの企画をすると、普及効果が高いので
はないでしょうか。 
若い世代のこういった取組は他世代への普及効果が高
いと思われますし、YouTubeなどの新しい広告媒体を
活用している点も効果が高いと思われます。未来への
賢い選択を多くの方に知っていただけるよう、南陽高
校の皆様方に活動を続けていただければ幸いです。 

名古屋国際センター
理事長 
(元：名古屋市港区
長) 
 岩田 隆 様 

ライフスタイルの変容へ効果的な情報発信をしている。
特に若い世代での活動が推進力になる持続的な活動とし
て他の地域や取組に影響を与えている。他にない先駆性
を発揮できていると思われ、積極的に情報発信に努める
ことにより、他の地域や取組に影響を与えている。 

 

 

(3)外部評価の SWOT分析 

全体的には、今回の取組が低炭素社会の実現に繋がるということを高く評価して頂いた。外

部評価についても SWOT分析を行った。「強み」にあるように「高校生」である私達が発信し

〔2018 年 9 月実施  外部評価結果（９項目）【行政】〕  

〕  

〔2018 年 9 月実施 外部評価結果（メリット及びデメリット）【行政】順不同〕  

〕  
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ていくことで、若い世代だけでなく、他世代への意識改善にも効果は高く、高校生が企業、社

会を動かしていくことに対しての強い期待、支援を感じた。しかし、収益性については全体的

に厳しい意見が多く見られたことから、「環境配慮型商品の魅力」を高め、「消費者の意識と

消費行動の乖離等の問題を解決する」ことで「収益性」を高めることができると考えられる。 

 

７．今後の課題                                      

 上記の「自己評価」と「外部評価」の SWOT分析から、今後の課題を３点挙げる。 

(1)消費者の意識改革 

自己評価と外部評価の SWOT分析にある、「弱み」と「機会」に注目したところ、「COOL 

CHOICE の認知度が低い」、「COOL CHOICE の説明が難しい」という点と、「消費者への意識の

変革が進めばビジネスとしても成立する」という点から、「消費者の意識改革」が課題であ

り、「COOL CHOICE の理解」が必要であると言える。 

今回の調査結果から、「COOL CHOICEの認知度」は

高いものにはならなかったが、私達の活動を知り

COOL CHOICE に賛同すると答えた方が 96％（2017年

８月実施、質問紙法、地域住民対象、単純無作為抽出

法 275名回答）であったことから、賛同や共感を得

やすいということが分かる。こうした特性を活かし、今回のような COOL CHOICE マークの提案

や販路の拡大を積極的に行い、多くの人の目に留まるように、多くの企業や官公庁を巻き込む

必要があると感じた。 

販売の際には、「COOL CHOICEの説明が難しい」という「弱み」を「強み」に変えるため、

COOL CHOICEについての知識を増やし、外部評価のコメントにあったように「ストーリー性」

を持たせた説明方法を研究していくことで、COOL CHOICE の理念と環境配慮型商品の有用性を

伝えることができ、更なる売上が見込めると考えられる。 

「消費者の意識を変えビジネスとして成立させる」という視点において、環境配慮型商品の

有用性についてアプローチを行い、賛同や共感を得ることで、「賢い選択」ができる市民の意

識改善ができ、「弱み」の一つである「収益性」を「強み」に変えることにも繋がると言え

る。 

強  み 機  会 

・他にない先駆性が発揮できている 

・やわらかい発想、創造性がある 

・学生の発信であるため共感する人が多い 

・利益を重視しない 

・若い世代が発信することで若者の意識向上も促せ

る可能性が高い 

・活動の必要性が高い 

・消費行動による低炭素は取り組みやすい。 

・YouTube への投稿は特に良い取組である（環境教育

の周知・啓発では新規開拓が難しいため） 

・SBPという高校生が企業や社会を動かす取組が広

がっている 

・消費者への意識の変革が進めばビジネスとしても成

立する 

弱  み 脅  威 

・時間や資金の問題もあり、データ数が少ない 

・販売機会が少ない 

・提案はできても商品を技術的に魅力ある商品に加

工できない 

・SNSでの情報発信が少ない 

・「収益性」の検証 

・プラスチック容器による海洋汚染 

・生物多様性などの課題 

・パリ協定で決まったからではなく、「なぜ、地球温

暖化対策は必要か？」まで考えるべき 

・環境配慮型商品の販売は、消費者の意識と実際の消

費行動が一致しないことが多い 

・サプライチェーン食品廃棄問題「３分の１ルール」 

〔Nanyo Company 部アンケート調査結果〕 

〔Nanyo Company 部の活動における 外部評価の SWOT 分析〕  
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(2)食品ロスへの対応 

次に、「驚異」の部分に記載があるよ

うに、賞味期限が残っていても販売できず

廃棄しなければならないという「３分の１

ルール」の問題である。これは、「製造

日から賞味期限までの合計日数の３

分の 1 を経過した日程までを納品可

能な日とし、３分の２を経過した日

程までを販売可能な日(販売期限)とし、その後は返品や廃棄されてしまう商慣習的

なルール」である。そこから食べ残しが生まれ、廃棄されてしまった場合、食品ロスは温室

効果ガスを増やしてしまう可能性が高く、その対応が課題である。 

実際に、我が国では毎日１人あたりお茶碗

約１杯分のご飯が廃棄されており、環境省及び

農林水産省の推計によると年間約 600万トンを

超える食品ロスが出ている。これは世界中で飢

餓に苦しむ人々に対する食料援助量である約

320 万トン（2014年）を大きく上回っている。日本は食糧を大量に輸入しながらも大量にごみ

として捨てている。それらの問題点を踏まえ、日本では食品ロスの削減を目指し、2013年から

官民連携の国民運動「食品ロス削減国民運動」を展開している。 

調べてみると、この食品ロスは、地球温暖化にも影響している問題であることが分かった。

食糧の廃棄により、消費までの過程で使用されるエネルギーが全て無駄になる。また、廃棄の

段階で排出される温室効果ガスは約 33億トンであり、食品ロスの問題を解決することで、多

くの温室効果ガスを削減させることができる。規格外品の利用に成功したとしても、それが廃

棄されてしまえば意味がない。消費者だけでなく企業の意識改革を行う必要があり、この３分

の１ルールの「脅威」を「機会」に変えることで、本来廃棄されるはずの商品が売れるように

なれば、「収益性」を高めることにも繋がり、持続可能なビジネスの展開と低炭素社会を実現

できると言える。 

(3)商品力の向上 

次に注目したのは「弱み」にある「商品を

技術的に魅力ある商品に加工できない」とい

う点である。確かに、私達は自ら商品を生み

出すことはできないが、商品の提案を行うこ

とはできる。そこで、「商品力を高める」こ

とができれば、販売量が増え、低炭素社会の

実現と収益性を高めることに繋がると考え

た。そこで、マーケティングの４Ｐを使っ

て、生分解容器を使った商品の価格設定まで

の手順について再度分析を行った。開発した

商品について、消費者の購買行動から検証す

〔ろすのん（農林水産省資料より）〕  

〔食品関係の納品期限に関する３分の１ルール〕  

〔Nanyo Company 部  マーケティング４P 概念図〕  



23 

るため、「消費者の受容性と容器の選択行動について」、お客様や、地元の方など合計 275名

を対象に以下のようなアンケート調査を行った。 

「わらびもち」の容器について、生分解容器と以前使用していた容器２種類（容器Ａと容器

Ｂ）を記載し、その中で最も購買意欲が湧くのはどの容器であるかという内容で調査した。今

回の調査は「３パターンとも全て値段が同じだった場合（全て 300円）」と「生分解容器が安

価な場合（生分解容器 290 円、容器Ａ・Ｂ300円）」の２種類で回答をお願いした。 

質問１の「３パターンとも全て値段が同じだっ

た場合」の質問に対し、生分解容器に票を入れた

人は全体の 36.1%であった。一方、一般的な容器Ａ

（42.7%）は最も票が多く、選ばれた理由としては

「中身が見え、おいしそうに見える」「高級感が

ある」「食欲がそそられる」などが挙げられ、容

器のデザインについて特に高評価を頂いた。 

質問３の「生分解容器が安価な場合」につい

て、同じ質問をしたところ、生分解容器を選んだ人

は 65.3%と最も票が集まる結果となった。価格を下

げるだけで割合が約 29%も増加したことから、価格

の重要性が高いことが分かる。ラベルのデザインに

ついて 50代の方からは「もっとエコ活動を促すラ

ベルでアピールすべき」という意見を頂いた。COOL 

CHOICEマークを更に目立たせるように、大きく

表示するなどデザインを変更する必要があると

感じた。 

次に、質問１の「値段が同じだった場合」で

生分解容器を選んだ方のアンケートのみを抽出

し、理由を分析した。右のグラフのように生分

解容器は「環境に配慮している」という理由で

選んだ割合が多いことが分かる。このことか

ら、環境配慮する際に商品の購入による行動は

貢献しやすいのではないかと言える。 

生

分

解

容
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 容
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質問 1：生分解容器と一般的な容器を使ったわらびもちの値段が同じだった場合、どれを購入するのか。 
質問 2：価格が同じ場合、他にどの点を重視してその容器を選んだのか。 
質問 3：生分解容器と一般的な容器を使ったわらびもちの値段を比較したとき、生分解容器の方が安価だった

場合どれを購入するのか。 
質問 4：生分解容器が安価な場合、他にどの点を重視してその容器を選んだのか。 
 

〔2018 年８月実施  質問紙法  地域住民対象 

単純無作為抽出法  275 名回答〕  

〔2018 年８月実施  質問紙法  地域住民向けアンケート掲載 容器写真〕  

〔2018 年８月実施  質問紙法  地域住民向けアンケート項目〕  

〔2018 年８月実施  質問紙法  地域住民対象 
単純無作為抽出法  275 名回答〕  

〔Nanyo Company 部アンケート調査結果   275 名  

「値段が同じ場合に生分解容器を選んだ理由」〕  
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上記同様、質問３の「生分解容器が安価な場

合」について、生分解容器を選んだ方のアン

ケートを抽出し理由を分析した所、全年代とも

値段が安価な場合の方が購買意欲は高まること

が分かった。特に 10代からは「値段はできる

だけ安価な方が良い」等の意見を頂くなど、金

銭面で自立していない 10代にとっては、安価

な方が手に取りやすいことが推測される。年代

が上がると価格への抵抗は少なくなるが、他の

容器よりも値段が安価であれば更に手に取って

もらえるようになることが考えられる。改めて

価格の重要性を理解し、適切な価格設定が必要

であることが分かった。 

次に、質問１の「３パターンとも同じ価格

だった場合」について、一般的な容器Ａ・Ｂを

選んだ方を抽出し、理由の分析を行った。右の

図のように購入理由は「容器のデザイン」に票

を入れた人の割合が、圧倒的に多かった。その

他の意見でも「可愛らしい」「大人っぽく、お

しゃれ」などの見た目に対する意見が多く、特

に 10代などは「持っていて楽しい」デザインの

方が購入に繋がることが分かった。 

質問３の「生分解容器の価格が安価な場合」

において、一般的な容器Ａ・Ｂを選んだ方も、

容器を選んだ理由はデザインに関する票数が多

かった。一般的な容器Ａの人気は圧倒的に高

かった。その理由として、一般的な容器Ａのデ

ザインが大人向けのデザインであることが挙げ

られる。生分解容器のシンプルなデザインより

も、大人向けのデザインの方が手に取りやすい

ということが言える。一方、30代や 40代などの

子供連れの多い世代からは可愛らしいデザイン

の一般的な容器Ｂの票の割合が高かった。一般

的な容器Ｂは実際販売をしていても、子供から

の人気が高い傾向にあったため、親子連れに

とって手に取りやすいデザインである。大人向け、子供向けの世代に合わせたデザインを追求

し生分解容器に取り入れたい。 

この結果を通して、生分解容器も環境に良いことに加えてデザイン性も高ければ、消費者

の購買意欲は高まるのではないかと考えた。商品力を高めて、収益に繋げるためにも、生分解

容器のデザインを改めて考え直す必要性があると感じた。 

〔Nanyo Company 部アンケート調査結果   275 名  

「生分解容器が安価な場合、生分解容器を選んだ理由」〕  

〔Nanyo Company 部アンケート調査結果  275 名  

「生分解容器が安価な場合、容器Ａ・Ｂを選んだ理由」〕  

〔Nanyo Company 部アンケート調査結果  275 名

「同じ値段の場合、容器 A・Ｂを選んだ理由」〕  
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８．課題解決に向けて                                                                           

低炭素社会の実現に向けた仕組みづくりのため、外部評価の「脅威」の部分にあった「環境配

慮型商品の販売は、消費者の意識と実際の消費行動が一致しないことが多い」というコメントに

着目した。消費者の意識と行動という部分について分析すれば、課題解決に繋がると考えたから

である。そこで、講評の一つにあった「行動経済学」について調べ、その中から「双曲割引」と

呼ばれている行動に注目した。これは、人間は非常に先にある報酬と、目先にある報酬とを正確

に比べることができないという行動のことである。実際の人間の価値判断は、目先にある金銭報

酬の価値が極めて高く、将来に向かって急速に落ち込んでいくゆがみがあり、目先にある報酬を

得た、ということに心地よさが生まれるというものである。 

上記の課題でも記載したように、生分解容器の価格が安価になった場合、消費者の購買意欲は

向上しているため、生分解容器の「価格を下げる」ことを目先の利益とすれば売上は上がると考

えられる。しかし、より価格が安い一般的な容器で商品が販売されていた場合、「目先の報酬」

が「価格」であるが故に、生分解容器を使用した商品を購入する消費者は少なくなってしまう。

生分解容器を使用した商品の方が高価であった場合でも、消費者に購入してもらいたいため、

「双曲割引」の概念にある「目先の報酬の価値を変える」ことで、その問題を解決できるのでは

ないかと考えた。 

エコ容器は基本的に可燃ごみに分類されるが、プラスチックとしての分別が可能なものもあ

り、分別方法は曖昧である。しかし、私達が活用している生分解性プラスチックの容器はプラス

チックとして分別しても問題がないため、「可燃ごみとして捨てることも可能」である。「プラ

スチックと可燃ごみ、どちらにも分別が可能であるこ

とは環境にも良く、私達にもとても良い」というお客

様の意見もあったことから、「分別を考える面倒がな

く」機能的で便利な容器である。また、上記の課題の

結果より「容器のデザイン」に惹かれる消費者が多い

ことも分かっていることから、「価格」ではなく、

「分別の有用性」と「デザイン」を「目先の報酬に

変える」ことで、購買意欲を向上させることができ

ると考えられる。その結果、商品の販売数が増えれ

ば、低炭素商品購買による温室効果ガス削減及び、

規格外品の利用による食品ロスだけでなく、３分の

１ルールによる「食品ロス」の問題も解決すること

ができ、「低炭素社会」を実現できると言える。 

現在は「消費者の目先の報酬の価値」を変えるため

に、分別先を明らかにした上で環境配慮型の容器であ

ることを周知するため、店頭では、分かりやすいメッ

セージカードを作成した。このカードは販売時に生分

解容器付近に配置し、口頭での説明も実施し、今後は

容器デザインの変更を検討している。 

低炭素型社会を実現するために、「生分解容器」を「デザイン性」の高いものとして提案し、

価値観を変えるストーリーを創り出すことで、収益性を高めていきたい。 

〔「双曲割引」から考える課題解決に向けたビジネスモデル図〕  

〔生分解容器をアピールするメッセージカード〕  



26 

９．これからに向けて～未来への提言～                            

私達が環境や食品ロスに配慮した商品を企業と共同開発をすることがゴール地点ではない。こ

れから取り組んでいこうとするエコ活動を市民に継続してもらう工夫が必要である。 

平成 28年度に内閣府が地球温暖化対策に関する

世論調査として行った「COOL CHOICE に関するアン

ケート」（対象者 1,816名）では、COOL CHOICE の

認知度は約 30％という結果が出ており、まだまだ

認知度が高いとは言い難い状況にある。しかし、平

成 29年度に地球温暖化防止全国ネットが行った

「地域における COOL CHOICE 国民運動の認知・実践

状況に関する調査年次レポート（平成 30年３月実

施 2,223名対象）では、「地球温暖化問題に関心

がある」と回答した人は全体の 82.0％を占めてお

り、年齢層別に分析してみると年齢層が高くなるに

つれて関心も高くなる傾向が見られた。地球温暖化

問題を意識している人は多い一方で、温室効果ガス

削減へ向けた行動は不足しているように感じる。 

平成 30年７月 30 日には環境省が「2050年まで

の温室効果ガス 80％削減目標の達成は難しい」と

し、温室効果ガス削減の実施可能な政策の一つである「カーボンプライシング」の導入を検討し

ている。カーボンプライシングとは、炭素価格制度と言われており、排出される二酸化炭素に価

格付けを行い、企業や家庭に負担をかけることで二酸化炭素排出削減を促す施策の総称である。

このような取組が検討されているように、我が国は今、環境問題解決に向けて積極的に動き出し

ている。カーボンプライシングとカーボン・オフセットは「消費者が環境に対して適正な金額を

払うことで環境に貢献する」という点では、方法が一致していると言える。こうした流れからも

私達の活動である環境に関する取組やカーボン・オフセットは先進的であり、今後の日本の商

品・サービスは環境配慮型商品でなければならないという提言であると言える。 

環境に配慮することが当たり前になるように、ビジネスを変える方法を考えなくてはならな

い。そのためにも、消費者・生産者・環境など全てにおいて「優しい商品」を考え、多くの人が

手に取る仕組みづくりや工夫をしていきたい。そのためにも今回の研究成果を生かし、視野を広

く多くのことを学び続け、実践・修正を重ね、積極的に環境配慮型商品や COOL CHOICE の周知活

動を続けていきたい。 

心理学者のウィリアム・ジェームズが、次のような言葉を残している。 

「自分の行いが変化をもたらすかのように行動しなさい。それが変化をもたらすのだ」 

自分の選択で地球温暖化対策に貢献する、という気持ちを一人ひとりが持ち、賢い選択を町全

体で行うことができたら、それは非常に大きな力に変わるだろう。ビジネスに必要な「人」の意

識を変え、低炭素型の「モノ」を当たり前の世の中にし、そうしたモノに「カネ」が回るよう

に、多くの「情報」を活用して、「環境とビジネスを守る価値観」を創り上げたい。私達は“低

炭素”ではなく“脱炭素”社会構築を目指した豊かな名古屋市を創るために、これからも COOL 

CHOICEを発信していく。 

〔地球温暖化防止全国ネット  地域における COOL 

CHOICE 国民運動の認知・実施状況に関する調査レポート

（平成 30 年 3 月実施 2,223 名対象〕  

〔内閣府  地球温暖化対策に関する世論調査「COOL 

CHOICE アンケート」（平成 28 年度実施 1,816 名対象〕  
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