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CFP マークを活用したカーボン・オフセット製品マークに関する

Web アンケート（案） 

 

 

 

 

 本調査の目的 

 一般消費者の CFP マークおよび CFP を活用したカーボン・オフセット製品マー

クに対する受容性を調査する。 

 CFP マーク、CFP を活用したカーボン・オフセット製品マークそのものが持

つイメージ 

 マークつき製品を選択してもらうためには、どのような購買動機が最も有効

か。 

 日用品を購入する機会の多い主婦層はどのような挙動を示すのか 

 

 サンプル 

 性別×年齢 で割付 

 20～29 歳、30～39 歳、40～49 歳、50 歳以上 

 各サンプル 75 サンプル、合計 600 サンプル 

 

 20～29 歳 30～39 歳 40～49 歳 50 歳以上 

男性 75 サンプル 75 サンプル 75 サンプル 75 サンプル 

女性 75 サンプル 75 サンプル 75 サンプル 75 サンプル 

【本研究会でご議論いただきたい事項】 

一般消費者の受容性調査として、適切な内容（質問や選択肢に過不足はないか、）となっ

ているか。（各設問において、個別の論点を記載しております。） 

資料６ 
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 ＜Q1＞あなたの｢性別｣、「年齢」、「職業」、「子供の有無」について、当てはまるものを

お選びください。 

 性別 

 男性 

 女性 

 年齢 

 20 代 

 30 代 

 40 代 

 50 代 

 60 代以上 

 職業 

 会社員（公務員、団体職員含む） 

 自営業 

 主婦／主夫 

 学生 

 その他 

 子供有無 

 有 

 無 

【質問設計の意図】 

Q1：回答者の基本情報 

Q1 では、回答者の「性別」「年齢」「職業」、「子供の有無」などの基本情報を調査する。

 「性別」、「年齢」、「職業」は割付ごとのサンプル数確認、および分析の際に使用。

 「子供の有無」は、子供がいる方は次の世代へより良い地球環境を残す意識が強い

可能性があるため、分析の際に参考とする予定。 

 

＜エコプロ展でのアンケートとの変更点＞ 

・「子供の有無」を追加 

 

＜論点＞ 

・特になし 
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 ＜Q2＞あなたは、普段の生活（スーパー、コンビニエンスストア等での日常生活におけ

る買い物）で商品を購入される際に重視していることは何ですか。重視されている項

目をお選びください（複数回答可）。 

 

 価格の安さ 

 製造者・提供者 

 原材料・原産国 

 メディアでの露出度 

 効用・効能・機能 

 安全性 

 耐久性 

 社会貢献性 

 環境配慮性 

 その他 

 特に重視することはない 

【質問設計の意図】 

Q2：商品購入の際に「環境配慮性」を重視している人の割合 

Q2 では、消費者が普段の生活の中の購買行動で重視していることを確認し、「環境への

関心度合い」を図ることを行う。（本設問は以降の質問とのクロス分析に活用） 

 

＜エコプロ展でのアンケートとの変更点＞ 

・本設問の新規追加 

 

＜論点＞ 

・本設問は消費者受容性調査として適切な設問か。 

・本設問が合致している場合、選択肢に過不足はあるか。 
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 ＜Q3＞あなたは「カーボンフットプリント（CFP）」、「カーボン・オフセット製品」と

いう用語及び次のマークを知っていますか。一番近いものをそれぞれお選びください。 

 カーボンフットプリン

ト（CFP） 

カーボン・オフセッ

ト製品 

 

意味を正確に知って

いる 

   

聞いた（見た）こと

はあるが、意味は正

確には知らない 

   

聞いた（見た）こと

がある気がする 

   

知らない    

 

 

【質問設計の意図】 

Q3：CFP、オフセットの事前知識の有無 

Q3 では、CFP とオフセットの事前知識の有無を調査し、以後の設問に対して制度を理

解した上で返答しているのか、イメージで返答しているのかをスクリーニングする。 

また、「カーボンフットプリント」という用語は知らなくても、店頭で製品に貼付され

ているのを見たことがある人や、さらに意味を調べたことがある人がいる可能性がある

ので、CFP マークを設問に追加。 

なお、本設問は下記の観点で分析に使用する予定。 

・事前知識の有無によって、以降の回答の傾向に差があるのか 

・カーボン・オフセットの意味を知っている方は、Q4 の設問（マークの直感での印象）

に影響を与える可能性があるので、分析対象から除外する。 

 

＜エコプロ展でのアンケートとの変更点＞ 

・「カーボン・オフセット製品」及び「CFP マーク」の事前知識の有無に関する設問を

追加。 

 

＜論点＞ 

・本設問に過不足はあるか 



 5

 

 ＜Q4＞以下の「CFP（カーボンフットプリント）を活用したカーボン・オフセット製品

マーク」の印象を直感でお答えください（マークの意味を考えたり、インターネット

等で調べたりせずに、直感でお答えください）。 

＜ CFP（カーボンフットプリント）を活用したカーボン・オフセット製品マーク＞ 

 

 非常に やや どちらとも

いえない 

やや 非常に  

親しみのある      親しみのない 

好き      嫌い 

個性的      平凡 

環境に配慮して

いそう 

     環境に配慮してい

なさそう 

マークが貼られ

た製品が店頭に

並んでいると手

に取りたくなる 

     マークが貼られた

製品が店頭に並ん

でいても手に取ろ

うとは思わない 

【質問設計の意図】 

Q4：マークの直感的な印象 

Q4 では、CFP を活用したカーボン・オフセット製品マークの直感的な印象を調査する。

なお、Q5 ではマークの説明を読んだ後の印象を答えていただき、説明前と説明後で変

化が生じるかを調査する。 

＊CFP を活用したカーボン・オフセット製品マークは、エコプロ展でのアンケート Q5

で「カーボン・オフセット製品」という文字が付いている方が、意味が分かりやすいと

の結果でしたので、文字つきを使用しています。 

 

＜エコプロ展でのアンケートからの変更点＞ 

・CFP を活用したカーボン・オフセット製品マークの直感の印象と説明後の印象の変化

を調査するために、選択肢を変更 

 

＜論点＞ 

・本設問に過不足はあるか 
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 ＜Q5＞以下の「(1)カーボンフットプリントマーク」および「(2)CFP（カーボンフット

プリント）を活用したカーボン・オフセット製品マーク」の説明をよくお読みくださ

い（この後も 2 つのマークに関する設問が続きますので、説明を理解されたうえで次

にお進みください）。 

 

（１）カーボンフットプリントマーク 

 

 

 

 「カーボンフットプリント（CFP）」とは、製品が作られてから、使って、捨てられるまでのライフサ

イクル全体で排出される CO2（二酸化炭素）の量を示したもの。たとえば下の図では、ライフサイク

ルで 123g の CO2 が排出されたことを示す。カーボンフットプリントは、算出にコストはかかるもの

の、どの工程で多く CO2 を排出しているかがわかるため、CO2 排出量の少ない製品の開発に活用し

たり、省エネや企業のコストカットにつなげることができ企業の環境対策として行われる。カーボン

フットプリントの算出結果が検証に合格した証明として、マークを商品に貼付することができる。 

原材料調達 生産 流通 使用・維持管理 廃棄・リサイクル

【注】 数値は架空の値です。

CO2 30 g CO2 10 g CO2 50 g CO2 13 gCO2 20 g

CO2 123 g
123123

カーボンフットプリント（CFP）

 

【質問設計の意図】 

Q5：マークの説明後の印象 

CFP を活用したカーボン・オフセット製品マークの説明文を読んだ後、マークの印象に

変化が生じるか調査する。 

＜エコプロ展でのアンケートからの変更点＞ 

・本設問の追加。（エコプロ展のアンケートでは、マークの意味を説明した後の印象の

変化に関する設問はない。） 

 

＜論点＞ 

・本設問に過不足はあるか。 

CO2の「見える化」 
カーボンフットプリント 

http://www.cfp-japan.jp/
検証番号：CV-XXYY-ZZZ 
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（２）CFP（カーボンフットプリント）を活用したカーボン・オフセット製品マーク 

 

  「CFP を活用したカーボン・オフセット製品マーク」の使用を希望する企業は、まずカーボンフッ

トプリント（詳細は上の説明を参照）によって製品の CO2 排出量を計算した上で、可能な限り CO2

を減らす努力をする。その上でどうしても減らせない CO2 排出量は、他の企業が努力して減らした

同じ量の CO2 を企業が買うことで、CO2 の排出量を差し引きゼロ（相殺）とすることができる。こ

れにより、CO2 ゼロとなった製品を「CFP（カーボンフットプリント）を活用したカーボン・オフセ

ット製品」という。CO2 ゼロの製品である証明として、製品に「どんぐりマーク」を貼ることができ

る。企業としては、努力しても減らせない CO2 を、費用を負担してまで差し引きゼロにするという

意味で一歩進んだ環境対策として行われる。 

C
O

2排
出

量

＋

－

CO2削減分

カーボンフットプリント
（CO2排出分）

0

排出分を削減分で埋め合わせ、CO2ゼロとする。
（CFPを活用したカーボン・オフセット製品）

       

 

 

以上の｢(1)カーボンフットプリントマーク｣及び｢(2)CFP を活用したカーボン・オフセット

製品マーク｣の説明を読み終えた方は、次のページにお進みください。 
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 「CFP を活用したカーボン・オフセット製品マーク」について、説明を読んだ後の印象

をお答えください。 

 

CFP（カーボンフットプリント）を活用したカーボン・オフセット製品マーク 

 

 

 非常に やや どちらとも

いえない 

やや 非常に  

（説明を読んで）親し

みがわいた 

     （説明を読んで）親しみ

がわかなかった 

（説明を読んで）好き

になった 

     （説明を読んで）嫌いに

なった 

（説明を読んで）環境

に配慮していそうな

イメージがわいた 

     （説明を読んで）環境に

配慮していそうなイメ

ージはない 

（説明を読んで）マー

クが貼られた製品が

店頭に並んでいたら

手に取りたくなった 

     （説明を読んで）マーク

が貼られた製品が店頭

に並んでいても手に取

りたいとは思わない 

（説明を読んで）制度

が理解できた 

     （説明を読んでも）制度

が理解できない 
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 ＜Q6-1＞あなたは、マークが付いていない製品と比較して、それぞれのマークが付いて

いる製品を購入したいと思いますか。あなたの考えに最も近いものをお答えください。 

 カーボンフットプリン CFP（カーボンフットプリ

【質問設計の意図】 

Q6-1：マーク付き製品の価格優位性 

カーボンフットプリントマークもしくは CFP を活用したカーボン・オフセット製品マ

ークの付いた製品に消費者は付加価値を感じるか、調査する。 

 

＜エコプロ展でのアンケートからの変更点＞ 

・エコプロ展でのアンケートでは、価格に関する設問とインセンティブに関する設問が

混在しており、設問の意図が正しく伝わらなかった可能性があるため、Web アンケート

では、価格に関する設問と、インセンティブに関する設問を分割。 

 

＜論点＞ 

・本設問に過不足はあるか。 

 

Q6-2：「カーボンフットプリントマーク付き製品」と「CFP を活用したカーボン・オフ

セット製品マーク付き製品」のどちらを消費者は選択するか 

同一内容の製品であれば、「カーボンフットプリントマーク付き製品」と「CFP を活用

したカーボン・オフセット製品マーク付き製品」のどちらを消費者は選択するかを確認。

「カーボン・オフセット製品は CO2 を見える化し、さらにオフセットしてゼロにする

という点で、消費者が CFP 製品よりも環境に良いと感じて選択するか？」という仮説

を検証することを目的とする。 

 

＜エコプロ展でのアンケートとの変更点＞ 

理由を選択式で回答してもらう（自由回答の場合「良さそう」など、判断に困る回答が

でてくるため、選択式とした）。 
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トマーク 

 

 

ント）を活用したカーボ

ン・オフセット製品マーク

 

マークなし製品と比較して価格が多少

高くても購入したい 

  

マークなし製品と価格が同じであれば

購入したい 

  

マークなし製品と比較して価格が多少

安いなら購入したい 

  

マークなし製品と比較して価格が多少

安くても購入したくない 

  

CO2の「見える化」 
カーボンフットプリント 

http://www.cfp-japan.jp/ 
検証番号：CV-XXYY-ZZZ 

マークの説明の再掲（Q5 と同じ内容） 
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 ＜Q6-2＞同一内容の製品に「カーボンフットプリントマーク」付き製品と「CFP（カー

ボンフットプリント）を活用したカーボン・オフセット製品マーク」付き製品が販売

されていた場合、あなたはどちらを購入したいと思いますか。あなたの考えに最も近

いものをお答えください。 

 

 

 

 

「CFP を活用したカーボン・オフセット製品マーク」付き製品  

どちらかといえば「CFP を活用したカーボン・オフセット製品マ

ーク」付き製品 

 

どちらかといえば「カーボンフットプリントマーク」付き製品  

「カーボンフットプリントマーク」付き製品  

どちらでもよい  

 

上記を選択した理由について、以下の選択肢の中から最も当てはまるものをお選びくださ

い（必ず回答） 

 環境に配慮していそうだから 

 CO2（二酸化炭素）を削減していそうだから 

 製造工程をしっかり管理していそうだから 

 マークの意味がわかりやすかったから 

 マークに愛着がわいたから 

 購買時にマークを気にしない 

 その他（自由回答） 

 

 

 

 

 

 

CO2の「見える化」 
カーボンフットプリント 

http://www.cfp-japan.jp/
検証番号：CV-XXYY-ZZZ 

マークの説明の再掲（Q5 と同じ内容） 
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【質問設計の意図】 

Q7：マーク付き製品の購買動機となり得る施策 

カーボンフットプリントマークもしくは CFP を活用したカーボン・オフセット製品マ

ークの付いた製品を購入する際に、どのような購買動機を消費者は重視するか調査す

る。 

 

＜関連する委員のご発言＞ 

・環境教育あるいは広報周知によって制度の認知度を高めることが必要。（第 1回研究

会、西尾委員長） 

・コミュニケーションの方法も含んで検討できる方が良い。棚のＰＯＰなど販促方法ま

で考えるのがデザインである。（第 1回研究会、益田委員） 

・社会全体のモチベーションが上がるような大きなストーリーを検討すべき（第 1回研

究会、兼松委員）。 

 

＜エコプロ展でのアンケートとの変更点＞ 

・Q6 と同様。（エコプロ展でのアンケートでは、価格に関する設問とインセンティブに

関する設問が混在しており、設問の意図が正しく伝わらなかった可能性があるため、

Web アンケートでは、価格に関する設問と、インセンティブに関する設問を分割。） 

 

＜論点＞ 

■購買動機には大きく分けて以下の３つを用意しました。その他の購買動機があれば、

追加したいと考えております。 

・売上の一部を寄付など社会貢献につながるもの（①、②） 

・ポイント付与や品物と交換など、消費者個人の利益となるもの（③） 

・認知度が高いこと（④、⑤） 
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 ＜Q7＞あなたはマークがついていない製品と比較して、それぞれのマークがついている

製品を購入したいと思いますか。あなたの考えに近いものをお答えください（マーク

ごとに３つまで選択可能）。 

 カーボンフットプ

リントマーク 

CFP（カーボンフットプリ

ント）を活用したカーボ

ン・オフセット製品マーク

 

①マークつき製品を購入すると売上の一部

が環境保護活動に活用される 

  

②（ベルマークのように、）学校や自治体な

どの地域社会でマークを集めると、地域社

会に貢献（地域社会で共同使用する設備や

物品と交換、など）できる 

  

③各企業のポイントが付与されたり、スタ

ンプカードのようにマークを集めると品物

と交換できる 

  

④マークのことがメディア（テレビ、新聞、

雑誌など）で好意的に紹介されている 

  

⑤店頭でのポスターやポップなどで紹介さ

れている 

  

①～⑤のような取組が実施されていても購

入しない 

  

その他、購入したくなる取組（自由回答）   

 

 

 

 

CO2の「見える化」 
カーボンフットプリント 

http://www.cfp-japan.jp/
検証番号：CV-XXYY-ZZZ 

マークの説明の再掲（Q5 と同じ内容） 
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【質問設計の意図】 

Q8：マークの周辺表記 

それぞれのマークの周辺表記を消費者はどのように捉えるか調査。CFP マークと CFP

を活用したカーボン・オフセット製品マークを並べて表記することを義務付けるかの検

討材料として使用。 

＜関連する委員のご発言＞ 

・第１８条のラベルの表示義務について、ラベルの表示は CFP ラベルと製品のカーボ

ン・ニュートラル制度ラベルがあるが、これらを並べて表記するのか。（第 2 回研究会、

西尾委員長） 

→認知度向上の施策の中で確定後、事業者の手引きに記載する。（METI 回答） 

 

＜エコプロ展でのアンケートとの変更点＞ 

・「マークを使用した事業者への印象が最も良くなる」という設問の順番を最後に変更。

（エコプロ展でのアンケートは、最初の設問としたため、人によって「良い印象」の観

点に回答者が困った可能性がある。３つの設問を先に回答することで、「良い印象」の

３つ観点を意識した上でご回答いただくことを意図。） 

・「表記がシンプル」という設問は、自明であるため削除した。 

・エコプロ展でのアンケートでは Q10 は Q9 の前に質問していたが、多様なマークが出

てくると回答者は混乱する可能性があるため、Q10 を Q9 の後に移動。 

 

 

＜論点＞ 

・本設問に過不足はあるか。 
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 ＜Q8＞それぞれのマークはマークの周辺表記を変更したり、２つのマークを組み合わせ

て使用したりできます。以下のそれぞれの設問に対して、あなたの考えに最も近いマ

ークをお選びください。 

 

Ⅰ          Ⅱ                Ⅲ                      Ⅳ 

 

 

 

 

 

I. マークのみ：製品のライフサイクルにおいて排出された CO2 量をクレジットによ

りゼロにしている 

II. マーク＋周辺説明：①と同じであるが名前を記載 

III. CFP マークと併記：製品のライフサイクルにおいて排出された CO2 量 123ｇをク

レジットによりゼロにしている 

IV. CFP マーク（削減率記載）と併記：2000 年と比較して製品のライフサイクルにお

いて排出された CO2 量が 12.3%削減されており、さらにクレジットによりゼロに

している 

 

設問 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

意味が最もわかりやすい     

最も信頼できる     

マークを使用した事業者が CO2 の削減努力をしている

と最も感じる 

    

マークを使用した事業者への印象が最も良くなる     

 

 

 

CO2の「見える化」 
カーボンフットプリント 

http://www.cfp-japan.jp/
検証番号：CV-XXYY-ZZZ 

自社比 

2000年と比較 
CO2を削減 

カーボンフットプリント 
http://www.cfp-japan.jp/ 
検証番号：CV-XXYY-ZZZ 

マークの説明の再掲（Q5 と同じ内容） 


