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全体の内容全体の内容

グ ネ 法施行 目的１．グルネリ法施行の目的

２．多基準評価導入の意味

プ３．フランス環境フットプリント制度の概要
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読む際のポイント読む際のポイント

１．この制度の目的
２．グルネリ２の特徴
３．法制化する意味
４．グルネリ１との違いは
５．ISO、EU環境フットプリント、サスティナブルコンソー

シアム、PAS2050などとの関係
６．消費者の評価
７．PCRに基づくか？使用するデータベースは
８．オーソライズの方法
９．CFP以外の環境評価の対象
１０．輸入品の扱い

33
１１．現在のステージ、スケジュール



要旨・緒言要旨・緒言

・持続可能な消費は環境に優しい経済成長にとって重要。持続可能な消費は環境に優しい経済成長にとって重要。

・フランスでは、 “Grenelle（グルネル）”環境法制定が進められてい
る。

・内容は、マスマーケット製品の環境性能に関する情報を消費者に提
供することである。

この対象に 食品も含まれている・この対象に、食品も含まれている。

・本稿では、世界でもユニークなフランスのシステムの３つの特徴を
紹介する。紹介する。

１）立法化されること。←情報の信頼性確保のため、国が関与（緒言）

２）ＣＦＰだけでなく、水質汚染等の環境評価項目を加えていること。） け な 、水質汚染等 環境評価項目を 。

３）将来この仕組みがフランスで一般化されるに際し、他のヨーロッパ
の仕組みや、フランスの他の消費者情報システムとの調和が必要
と考えていること

44
と考えていること。



１章：製品の環境特性情報の消費者への提供：世製 費
界的な方法と種々の制度

１．１ 各ラベリング制度の差異の要因の列挙
・単一指標（ＣＦＰ）か多基準指標か
・B2Bを志向した制度かB2Cか
・公的な制度か、自主的な制度か公的な制度か、自主的な制度か
・法的な制度か、自主的な制度か
・表示方法：商品の価格表示の横、領収書、WEBサイトなど
・ＩＳＯに基づいた厳密な計算によるものか 簡易法か・ＩＳＯに基づいた厳密な計算によるものか、簡易法か

１．２ 欧州、世界の方法の概要（Ernst & Youngが調査）
・ほとんどがCFPを対象。

プ・欧州のPAS2050（英）,BP X30-323(仏)や、に日本、韓国、GHGプロトコル、
ISO14067などの１１の制度を比較した。

・ヨーロッパで使用するという前提で、5つの切り口（成熟性、使い易さとコスト、信頼
性と健全性 貫性 適切性）より評価性と健全性、一貫性、適切性）より評価。

⇒明確な比較になっていない？
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１ ２つづき１．２つづき

EU委員会 は 2011年6月に 6 月 試行を実施 商品 環境情報表示EU委員会では、2011年6月に、6ヶ月の試行を実施。商品の環境情報表示

ではなく、多基準フットプリントの計算論を検討した。しかし、このフォロー
方法について言及されていない。韓国で、５４アイテムで、台湾、タイでも
実施されている。

日本で、2009-2011で消費材対象にﾊﾟｵﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが実施されている。
JEMAIが経産省から委託され イオンと組んで実施されたJEMAIが経産省から委託され、イオンと組んで実施された。

ラベリングは、単一基準（CFP）、自主的。ラベルには、カーボンの絶対値
が表示され、その他の情報はWEBで見る事になっている。事業者は
PCRを設定し JRMAIは使用デ タと計算結果を承認するPCRを設定し、JRMAIは使用データと計算結果を承認する。

一方 フランスでは ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに公式のデータベース開発が含まれている。方、フランスでは、ﾌ ﾛｼ ｪｸﾄに公式のデ タベ ス開発が含まれている。
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１．３ 欧州の民間セクターベースで多基準評価の提唱例：
Food SCP RT
CIAAに牽引され、2009年5月 「食品消費と生産の円卓会議（略称：Food SCP 

RT）」が開催された 欧州共同研究センタ （ JRC） UNEP UNDP EEAのRT）」が開催された。欧州共同研究センター（ JRC）、UNEP、UNDP,EEAの
協力を得て、食品産業の関係者が自主的に取組んだもの。

目的は、食品について科学的で、統一的な環境評価手法を確立すること。対象
は 製品のライフサイクル全般について GHGだけでなく その他の重要なは、製品のライフサイクル全般について、GHGだけでなく、その他の重要な
環境影響も含む。また、B2BだけでなくB2Cも自主的に情報交換するもので
ある。更に、消費者や関係者で情報交換できる適正な手段を定め、全農産物
の供給網で環境面の改善の促進をねらっている。

１０の基本ガイドは、参考文書やラベルを活用する場合、生産者と消費者に混乱
させないものでないといけない。

１．４ LCA等の国際標準
ＬＣＡの特徴の一つは、潜在的な環境影響を評価できることである。全過程（

credle to grave）や部分的な境界（cradle to gate）を扱う事が出来る。その境g g
界設定は、目的に拠る。包括的なＬＣＡから「hot spots」を見出す事が出来る
。計算の方法として、ISO14067が基本となる。（図１参照）

7CIAA:Confederation of the Food and Drink Industies(食品飲料産業同盟）



図１：ＬＣＡでのシステムバウンダリーの例図１：ＬＣＡでのシステムバウンダリーの例
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２．環境ラベリングと農業と食品
２ １ 農産物・食品の特殊性２．１ 農産物 食品の特殊性

１．農業分野がプラスおよびマイナスの両方の環境影響。
①マイナスの影響は GHG排出 水の富栄養化 環境毒性①マイナスの影響は、GHG排出、水の富栄養化、環境毒性、
生物多様性を蝕む事に繋がる汚染物質の排出がある。

②プラスの影響としては、生物多様性を維持するのに適した生②プラスの影響としては、生物多様性を維持するのに適した生
息地を提供、土壌に炭素を閉じ込める機能がある。

③これらプラスとマイナスの正味効果を評価し、保証されないと
いけないいけない。

２．他のセクターと比較して、同じ農産物が異なる農業システム
から作られる。

①平原や山の中で繁殖の差、②乳牛からの肉か肉牛からの肉
か、③広域飼育か集中飼育か など。

３ 最後は それが 時間や場所や気候条件に左右される地理３．最後は、それが、時間や場所や気候条件に左右される地理
的にも分散した自然の生物学的なプロセスであることである。

単 指標（C ) は評価が難し 多基準評価が必要
99

→ 単一指標（CFP)では評価が難しい。多基準評価が必要。



２ ２ 「フードマイル」と短距離供給： ＬＣＡの重要性の例２．２ 「フードマイル」と短距離供給： ＬＣＡの重要性の例

２ ２ １ フ ドマイル２．２．１．フードマイル
もっとも不完全な指標。イギリスで開発、導入。

以下略。以下略。

２．２．２ よりよい評価システム
ＧＨＧは、農産物生産だけでなく、輸送、加工段階、貯蔵、使用段階まで評

価できる。

同時に、水の富栄養化に寄与する汚染物質などが農産物生産や下流の食同時に、水の富栄養化に寄与する汚染物質などが農産物生産や下流の食
品生産段階で排出される。

このアプローチは、最も影響の大きいフェーズ（GHG、富栄養化等）を特定
できるだけでなく、様々な排出量を最終製品に関係する種々のフェーズできるだけでなく、様々な排出量を最終製品に関係する種々のフェ ズ
の複合的な影響を計算する事が出来る。

食品の場合、「生物多様性」に関する問題は、ほとんど農業段階で発生する。
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２ ３ 多基準ラベル：製品の全体的な持続可能性の表現２．３ 多基準ラベル：製品の全体的な持続可能性の表現

環境と規模 分２．３．１ 環境と規模の区分

世界の地域によって生活様式が異なり、日用品の消費パターンが異なる事が、
温室効果ガスの排出量に影響がある温室効果ガスの排出量に影響がある。

Naizot and Gregoire(2006)は、個人の行動を変える事により、フランスのGHG
を2050年までに１／４に出来る可能性があるとしている。

一方、環境の種々の面が区分し考慮されないといけない。

家庭の消費は、これら環境（水、気候変動、生物多様性）に、グローバルと地域
で影響を与えるで影響を与える。

ゆえに、CFPだけでは、商品の全ての環境側面を表現できない。⇒多基準評価（
環境フットプリント）が必要。
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２．３．２ 環境フットプリント、機能ユニットと低入力広範囲農業
作業

例えば、小麦等を生産している２つの異なる農業形態での環境評価をする場合。入
力は、これらの形態に則して行わねばならない。農業、食品では、機能単位（FU力は、これらの形態に則して行わねばならない。農業、食品では、機能単位（FU
）は、ｋｇ、リッター（L)、カロリー単位で示される。

多くの研究で、設定された生産物に対し、集中生産（プランテーション？）と広範囲
生産（粗放農業？）で、CFPを比較している。

有機農法（extensive の範疇）のCFPは、ある文献では、期待に反して、集中生産
より高い。単収が低いことが多い事に拠ると考えられる。

第１の説明：有機農法では、面積当りの汚染物質(例えばGHG)の排出は小さいが( )
、汚染物質／収量では大きくなるという。

第２の説明：有機農法には、「規模の経済」の適用は相応しくない。
１．異なった農法での同一農産物のFUの選択は難しい。前提条件（LCAの境界、

特性 数 素 蔵 含 ど がGHGの種類、特性係数、炭素貯蔵を含めるかどうか）が異なる。
２．有機と従来農業内のCFPのばらつきは、農法の違いでのばらつきより大きいとする報

告もある。

多基準評価の観点から 商品のＦＵは 不要ではなく 例えば 有機農法のミルクは環境フ多基準評価の観点から、商品のＦＵは、不要ではなく、例えば、有機農法のミルクは環境フッ
トプリントで評価すると優れているという結果が得られる。

２ ３ ３ 結論：
12

２．３．３ 結論：
FUの規定が目的、地域（ローカル／グローバル）が異なるであろう



２．４ 農産物にＬＣＡを適応する強みと弱み

LCAは、食品の生産プロセスの全工程を評価に用いられており、包括的で、多基準
的な環境側面を評価するのに、もっとも適している。

ＡＤＥＭＥが行った調査は 農産物のＬＣＡの強みと弱みを特定したＡＤＥＭＥが行った調査は、農産物のＬＣＡの強みと弱みを特定した。

・生産の全工程で環境負荷を評価し、重要ポイント「ホットスポット」を識別し、優先
順位に従って、問題を整理する事が出来る。
ＡＤＥＭＥは LCAは 生産の各ステ ジでのエネルギ 消費とＧＨＧを評価する・ＡＤＥＭＥは、LCAは、生産の各ステージでのエネルギー消費とＧＨＧを評価する
のに適していることを強調している。

ＡＤＥＭＥが指摘した主な制限事項は、

農業 食品に用いられるＬＣＡは 土地利用（土壌の質 生物多様性）をとっても統・農業、食品に用いられるＬＣＡは、土地利用（土壌の質、生物多様性）をとっても統
合が不十分である。精度が不十分。

・農業分野の管理は、ＬＣＡで判断されるのは困難である。例えば、生産競争、森林
開発を伴う 生産拡大での間接的な影響を評価するのは困難である開発を伴う、生産拡大での間接的な影響を評価するのは困難である。

・土壌や牧草地への炭素貯蔵の知見が乏しい。

・農場でのデータ不足でいくつかの指標が用いる事ができない。例えば、農産物に
必要な水の消費量のデータは少ない。必要な水の消費量のデ タは少ない。

・地域で有効なある指標（例えば、富栄養化）の評価には、特異性と脆弱性を考慮
しなければならない。

ＡＤＥＭＥの研究では 農産物のＬＣＡはまず傾向を捉え ラフな推定を行い 本質的
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ＡＤＥＭＥの研究では、農産物のＬＣＡはまず傾向を捉え、ラフな推定を行い、本質的
な境界を特定することが役に立つとしている。２０１０－２０１２のＡｇｒｉＢＡＬＹＳＥ
プロジェクトはその目的で行われた。



３章：Ｇｒｅｎｅｌｌｅ（グルネリ）環境円卓会議で導入され
境 グ 度ようとしているフランスの環境ラベリング制度

３．１ 目的：消費者にライフサイクルと多基準評価の環境情報提供

ＮＳＤＳ(2010-2013)は、持続的発展は、エネルギー、環境、ＩＴに関係した緑の技術
や緑の発展に留まらない。農産物のマスマーケット商品にも影響を与えるとした
。

フランスの制度の一般的な目的は、マスマーケット商品の全過程での環境影響を
消費者（Ｂ２Ｃ）に提供することである。

この目的の為、１）消費者に負の環境影響を最小にする商品を志向させる。そのた
め ２）生産者に環境改善（ デザイン）を促すめ、２）生産者に環境改善（エコデザイン）を促す。

この方法により、消費者が、バリューチェイン全体に正のフィードバックが間接的に
生じることが期待される。

欧州や世界での競合の中で フランスの制度の特異性は次のようにまとめられる欧州や世界での競合の中で、フランスの制度の特異性は次のようにまとめられる。
・全ての既存の制度は、現在、私的又は自主的である。フランスのみ法制化。

・ＣＦＰのみでは、独善性の恐れがある。フランスは、ＣＦＰも含めた多基準環境ラ
ベルを選択して区分しているベルを選択して区分している。

・フランスの環境ラベルで言われているライフサイクルアプローチはは、ＩＳＯ１４０
４０－４４をきっちり追従することではなく、全ての影響を全体感を捉えることを推
奨している
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奨している。

NSDS：説明なし



３ ２ ２００７年からのフランスの公共当局の柱３．２ ２００７年からのフランスの公共当局の柱

これまでと今後の取組み（図３）

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

国家環境円卓会議 グレネリ１ グレネリ１
　　　　＆ 54条 228条
COMOP

ANIA FCD
民間ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

多層的関係者Ｐｌａｔｆｏｆｏｒｍ ＡＤＥＭＥ ＡＦＮＯＲ　　多層的関係者Ｐｌａｔｆｏｆｏｒｍ　ＡＤＥＭＥ　ＡＦＮＯＲ

　　Ｇｏｏｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅｓ　Ｇｕｉｄｅ　ＢＰ　Ｘ３０　３２３

　　Ｓｅｃｔｏｒ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｆｏｏｄ（ＷＧ１）

　食品の補助規準書（ＰＣＲ）

国家試行事業段階：国家試行事業段階：
最低１年間
フランス議会への提出に
向けた評価

開発
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　ＥＵでの開発

食品の将来ラベル表示
制度



３ ２ １ グルネリ法の２つの条項から構成される法的な柱３．２．１ グルネリ法の２つの条項から構成される法的な柱

柱とは２つの柱とは、

１）法律2009-967：グルネリ法５４条には、グルネリ１で、消費者は、商品・法

材について誠実かつ客観的、包括的な環境情報にアクセスしなければな材に いて誠実か 客観的、包括的な環境情報にアクセスしなければな
らないと定められている。フランスは、ＥＵレベルでも同様の認識を有する
。これらの評価方法は関係者の意見を聞きながら話し合わなければなら
ないない。

２）法律2020-788:グルネリ２と呼ばれる環境の為の国家取組みは、228条
に、2011年6月１日より、全ての関係者の話合いの後、1年の短期間で試
行された この目的は 消費者に徐々に知らせることにあ た行された。この目的は、消費者に徐々に知らせることにあった。
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３．２．２ 技術的な柱：ＡＤＥＭＥ ＡＦＮＯＲの仕組み

技術的な規準として、ＡＤＥＭＥ ＡＦＮＯＲのプラットフォームとして推定手順（Ｇｏｏ
ｄ ｐｒａｃｔｉｃｅ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ） 製品 セクターカテゴリールールを作成されたｄ ｐｒａｃｔｉｃｅ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）、製品、セクターカテゴリールールを作成された。

その構造は、

・一般的なプラットフォームだけでなく、セクターワーキンググループや定期会議を
開催している。

・１６のセクターワーキンググループが主な製品カテゴリー毎に活動している。

食品 携帯電話 電話 電動工具 洗剤 リンスオフ製品 繊維 靴 建築用製食品、携帯電話、電話、電動工具、洗剤、リンスオフ製品、繊維、靴、建築用製
品、シートクッション、家具、 マットレス、テーブル、文具製品、食器、バックパッ
ク、スポーツ機器など
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図２：技術、環境に関する参考規準を開発する図 技術、環境 関する参考規準を開発する
ＡＤＥＭＥ，ＡＦＮＯＲの役割り（ｐ．１３）

ADEME: French Environement and Energy ManagementAgency（環境エネル

1818
ギー省）

AFNOR: French National Organisation for Standardisation（規格庁）



３．２．３ ＡＤＥＭ ＡＦＮＯＲのプラットフォームの議論を活発に
するＥＡＮＩＡ ＦＣＤの自主的な試行プロジェクト

FCD/ANIA/ADEMEの試行プロジ クトが並行して実施された フランスのラFCD/ANIA/ADEMEの試行プロジェクトが並行して実施された。フランスのラ
イフサイクルと多基準評価の環境ラベリングの基本的な方法を定める目
的で行われ、 ２０１０年に成功裏に終了した。

試行は 簡素化 為 方法論と企業 情報収集能力を評価この試行は、簡素化の為の方法論と企業の情報収集能力を評価し、ＡＤＥＭ
Ｅ ＡＦＮＯＲノメンバーとの議論を活発にした。

この過程で、使用できるデータの現状での有用性が評価された。全部で、１
食 デ 食 デ が３０の食品のデータと１００の非食品のデータが評価された。

簡略化ＬＣＡによる環境評価が、一次データと二次データ(輸送、冷凍、使用
など)、を組み合わせて行われた。)

この結果に関する会議が開催された。

・製造と輸送段階の情報収集が困難であった。

影響と特性要因に関わるデ タの不足より 現状では 多基準評価の導入・影響と特性要因に関わるデータの不足より、現状では、多基準評価の導入
は困難であるが、しかし、ゴールは変えない。

・公的機関によって作成された、完全かつ一貫性のある公的なデータベース
が環境ラベル広範囲の普及には必須である
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が環境ラベル広範囲の普及には必須である。

ANIA: French Food Industry Association



３ ２ ４ 国家環境ラベル試行事業 2011-2012３．２．４ 国家環境ラベル試行事業 2011-2012

グ ネ 試行事業は 年 月 最低 年間 予定 開始された 自主グルネリ２の試行事業は、２０１１年１月に最低１年間の予定で開始された。自主
的な取組みで、「変動する多面性(variable geometry)を有する。2011年3月
環境・持続的発展大臣は、230の申請の中から168企業を選択。そこには、
全てのセクター、企業規模が含まれている。

フルサイズの試行事業は、種々の市場のセグメントで実施され、情報がいかに
生産 流通 消費者に伝わるかについて行われた そこには ＮＧＯを含む種生産、流通、消費者に伝わるかについて行われた。そこには、ＮＧＯを含む種
々の団体が含まれ、他の計算法や伝達チャンネルを探索することで最適化を
支援した。この目的は、適合性を確認することと消費者に使いやすい商品の
環境特性を最適化することである環境特性を最適化することである。

消費者からのフィードバックがこの実験の終了段階で期待されている。

７つの消費者団体が組織され、提供されたラベリングの形態や情報に消費者のの消費者団体が組織され、提供されたラ リングの形態や情報に消費者の
意見を反映した質問状を作成した。1年の終了時に収集されたデータに基づ

いて、堤案書を作成、環境省に提出されることになっている。⇒種々の表示
が検討されている。
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が検討されている。

このモデルは更に、ラベルの形態について諮問（publick consultation）で改善さ
れる。



３．３ フランスの環境ラベルスキームでの農業、食品 と結言

ＡＤＥＭＥ ＡＦＮＯＲﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑでは、ＷＧ１が食品と飼料の環境影響の評価を担
当する当する。

商品は、食品と包装システム（1次、2次、３次）が含まれている。

表の様な、項目が評価されねばならない。

水に関しては、現在、多面的な水の評価の一元的な指標はない。現在ＩＳＯで論議
されている。

世界貿易に関して 国際社会の中で CFP制度が貧しい国々の発展を阻害するの世界貿易に関して、国際社会の中で、CFP制度が貧しい国々の発展を阻害するの
ではないかという懸念が出ている。Edwards-Jones and Jensenはその潜在的

な影響を分析し、発展が阻害されるという意見に反論している。実際、輸送以
階 高 げ ば輸送 階 バ 事が 来外の段階で、高い炭素効率を上げれば輸送段階の排出をカバーする事が出来

る。更に、発展途上国は、気候に恵まれている利点を使える場合が多く、比較
的化石エネルギーの使用が少ない。主たる課題は、保証されたデータを得る（
１次、２次データを作る？）コストの問題であろう。故に、発展途上国に輸出振興
の資金援助が必要となる。⇒非関税障壁への懸念に対する言及なし

フランスで 今後始めなければならないプロジェクトは 高負荷農場での生産品と
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フランスで、今後始めなければならないプロジェクトは、高負荷農場での生産品と
区別する有機・高持続性の農業のロゴとラベル、品質又は産地表示ラベルを導
入することと欧州エコラベルへの発展である。



表：計画中の食品と飼料の指標と方法表：計画中の食品と飼料の指標と方法

環境項目 指標 単位 計算方法
気候変動 ＧＨＧ排出量 ＣＯ2 IPCC(2007)気候変動 ＧＨＧ排出量 ｇＣＯ2eq IPCC(2007)
水枯渇 水消費 ｌｉｔer 純使用量
水質（１） 海洋富栄養化 ｋｇNeq Recipe2008
水質 淡水生態毒性水質（２） 淡水生態毒性＊ PAF m3 kg/kg UseTox
生物多様性 要定義 要定義 要定義

2222
＊SimaProでは、1,4-Dbeqで表示。
　　MiLCAでは、点　で表示。

ANIA :French Food Industry Association
（食品産業協会）



環境ラベル試行事業？ サンプル１
稲葉先生送付資料
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環境ラベル試行事業？ サンプル２環境ラベル試行事業？ サンプル２
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