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Chapter 1 はじめに



ガイドライン策定の目的
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Chapter 1

世界中の様々な分野で、サステナビリティに対する関心が高まり、取り組みも加速、

いまや、取り組むことでプラスになるというより、取り組むのが当たり前の時代を迎えています。

取り組まなければ、ブランドイメージを棄損したり、取引先として選ばれなくなるなど、ビジネスとしてのリスクを抱え、

またサステナビリティに取り組んでも、実態に即して発信しなければ、正当に評価されません。

このような潮流の中、社会的に大きな影響を与えるイベント業界においても、サステナビリティへの配慮が求められています。

本ガイドラインでは、従来のイベントを変革し、サステナビリティに配慮したイベントを実現していくために、

イベントの作り手となる、主催者・出展者・協賛社・企画者・制作者に向けた、

サステナビリティに配慮したイベントのつくり方

サステナビリティに配慮したイベントをつくるために活用するチェックリスト

を掲載しています。

電通ライブは、本ガイドラインをきっかけに、イベント業界でのサステナビリティ促進に貢献していきます。

はじめに



サステナブルとは、「持続する（sustain）」と「できる（able）」を

組み合わせた言葉で「持続可能な」という意味があります。

2015年9月に国連にて、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す

国際目標であるSustainable Development Goals(SDGs＝持続可能な

開発目標)が採択されたことにより、世界でも持続可能性(サステナビリ

ティ)への関心が高まり、取り組みが加速しています。

その取り組みは、自らの関心だけでなく、左図のようにトリプルボトム

ラインの観点から環境・社会・経済の3側面を総合的に高めていくこと

が大切になります。

日本でも、政府が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロ

にするカーボンニュートラルを目指す宣言していますが、サステナブル

な社会の実現には、あらゆる人が協力、連携しなければ成し遂げられず、

小さなことからでも、全ての人が自分事化して取り組むことが重要です。

サステナビリティとイベント

イベント視点で考えるサステナビリティとは？
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組織や企業の安定を目的として経済的収益を高めるだけではなく、

地域社会に対して収益を還元したり、経済波及効果をもたらせるなど、

経済的影響を与えることで好循環を創出することが期待されています。

脱炭素社会の実現に向けて、廃棄物を減らしたり、

エネルギー利用を抑えたり、再生可能エネルギーを

使用するなど、環境負荷低減に努めることが重要です。

国籍・年齢・性別・障がいの有無などを問わず受容し、

一人ひとりの人権を尊重しながら、労働者や地域に対して

プラスの影響をもたらすことが重要です。

はじめに

Our Common Future（United Nations, 1987）および
日本工業規格 JIS Q 14001：2015 (ISO14001：2015)を基に作成

環境 社会

経済
持続可能性

(サステナビリティ)

図：イベント視点で捉えたトリプルボトムラインと持続可能性（サステナビリティ）の関係



取水地である森がCO₂を吸収していることを根拠に

「カーボンネガティブ」を訴求するのは、拡大解釈であり、誤解を招きます。

サステナビリティとイベント

サステナビリティに取り組む上での留意点

実態が伴っていないのに、取り組んでいるように見せかける「グリーンウォッ

シュ」「SDGsウォッシュ」*や、人権への不十分な配慮は、コミュニケーショ

ンの問題にとどまらず、生活者からの信頼を損ない、ESG投融資先としての企

業の魅力を著しく毀損する可能性があり、注意が必要です。

ウォッシュが懸念される例
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① 根拠がない、情報源が不確かな表現を避ける

② 事実よりも誇張した表現を避ける

③ 言葉の意味が規定しにくいあいまいな表現を避ける

④ 事実と関係性の低いビジュアルを用いない

⑤ 製品、サービスの全体像との整合性を確認する

⑥ 条件付きの場合は、明確に示す

⑦ 耐久性や廃棄についての情報（マテリアルサイクル・サーマルサイクル・焼却/埋立など）、

ラベルを正しくつける

⑧ 正しい選択をするために必要な情報を隠さない

⑨ 載せきれない情報にも簡単にアクセスできるように配慮する

ウォッシュを回避するためのポイント

はじめに

「カーボンネガティブ」とは、CO₂排出量より吸収量のほうが多いという状態。

具体的にはどういうことなのかはっきりしません。

この水を飲むとCO₂ を吸収することに貢献できる、との誤解を招きそうです。

参考：電通「サステナビリティ・コミュニケーションガイド」

https://www.dentsu.co.jp/sustainability/sdgs_action/pdf/sustainability_communication_guide.pdf

*ウォッシュについての詳しい説明は、P26 をご参照ください。

https://www.dentsu.co.jp/sustainability/sdgs_action/pdf/sustainability_communication_guide.pdf


サステナビリティとイベント

サステナビリティに配慮したイベントは、考えて１歩踏み出すことが重要
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計画しているイベントでは、

どのような会場がよいのだろう？

再生エネルギーを活用できる

会場はあるのだろうか？

イベントの参加者は

どういう人がいるんだろう？

すべての人が使いやすい会場に

するにはどうしたらいいんだろう？

計画しているイベントでの環境負荷は

どのぐらいかかるのだろう？

参加者の移動による環境負荷を減らす

にはどうしたらいいのだろう？

イベントは、来場者にリアルな体験価値を提供できる、非常に重要な

コミュニケーション手法です。それをサステナブルに進化させることで、

更なる共感を促し、開催することの意義や効果を最大化できる可能性を秘

めています。

サステナビリティに配慮したイベントをつくっていく上では、取り組まね

ばならないことが山積している、と考えこんでしまうケースがありますが、

初めから大きく考えすぎるのではなく、例えば、イベント会場選定では、

「参加者の属性上、移動による環境負荷が少ない場所か？」

「再生可能エネルギーを活用できる設備があるか？」

「イベント会場内は、杖や車いすでも簡単に移動できるか？」 など、

一部分からでも、どうすればサステナブルになるか考え実行することが、

サステナビリティに配慮したイベントをつくっていくための第１歩として

非常に重要です。

はじめに



ガイドラインの利用方法

「サステナビリティに配慮したイベント」を実現するため、

イベントの作り手側のコミュニケーションツールとして活用
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イベントをつくっていく上では、主催者・出展者・協賛社・

企画者・制作者・会場・来場者・地域など、多くの

関係者が関わりますが、そうした中で実施する「サステナビ

リティに配慮したイベント」に正解はありません。

本ガイドラインは、イベントの作り手となる、

主催者・出展者・協賛社・企画者・制作者それぞれが、

サステナビリティについて考え、自分たちの思い描く、

サステナビリティに配慮したイベントをつくっていくための

コミュニケーションツールとして活用頂けるものになってい

ます。
「サステナビリティに配慮したイベント」を実現していくにあたり、

企画制作における具体的な手法を検討していくための

コミュニケーションツールとして活用

「サステナビリティに配慮したイベント」の必要性を伝えるコミュニケーションや

実際にどのように実現していくかを検討していくための、

コミュニケーションツールにとして活用

パートナーと共に思い描く「サステナビリティに

配慮したイベント」を実現していくための

コミュニケーションツールとして活用

イベント企画者

イベント制作者イベント主催者・出展者・協賛社
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Chapter 2 サステナビリティに配慮したイベントのつくり方



サステナビリティに配慮したイベントに正解はなく、形は様々です。

従来型のイベントは、スクラップ&ビルドを基本とし、また多くのヒト

とモノが移動することもあり、サステナビリティ（持続可能性）に配慮

したイベントと言うと、まず初めに思い浮かぶのが、CO₂排出量を削減

を目的とした環境配慮型イベントです。

CO₂排出量を削減し、環境への負荷を減らすことは、サステナビリティ

実現のために非常に重要ですが、それだけでなく、イベントに関わる人

のダイバーシティに配慮したり、感染症対策を含めた安全衛生を徹底し

たり、イベントには様々な領域が関連しています。本ガイドラインは、

様々なテーマや領域ごとに、サステナビリティに配慮すべきポイントに

ついてまとめています。

Sustainable Event Guideline

サステナビリティに配慮したイベントとは？

取り組むべきテーマや領域は１つではない
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ダイバーシティ環境 安全衛生

・組織内の管理/教育体制

・廃棄物削減

・エネルギー

(制作、会場、輸送/移動)

・調達

・水利用

・地域社会連携 など

・組織内の管理/教育体制

・ユニバーサルデザイン

・アクセシビリティ

・ジェンダー

・福祉

・フェアトレード

・雇用 など

・組織内の管理/教育体制

・ワークライフバランス

・ディーセントワーク

・アスベスト

・メンタルヘルス

・感染症対策

・優良企業制度認定 など

テーマ

領域例
※今回は「環境編」としてガイドラインを整理しています。

社会的状況を踏まえた上での定期的な見直しや、環境以外の視点も加えるな

ど、継続的にアップデートを行っていく予定です。

サステナビリティに配慮したイベント

サステナビリティに配慮したイベントをつくるために取り組むべき領域の例

サステナビリティに配慮したイベントのつくり方

詳しくはP.19を参照



サステナビリティに配慮したイベントとは？

世界の潮流・事例
サステナビリティやサーキュラー・エコノミーの実践においては、欧米

を中心として、海外で多くの事例が出てきています。

例えば、サステナビリティ先進国における音楽イベントでは、出演アー

ティスト自身もサステナブルに対しての意識が非常に高く、自身だけで

なく、会場や来場者など、関係者一体となって、左記のように様々な取

り組みを実践しています。ワールドツアー開催地でも、そうした視点で

のニーズが高まっています。

また、既にヨーロッパでは、イベント協賛社の活動がサステナビリティ

に配慮されているかどうか、消費者に問われる時代を迎えています。

日本のイベント業界においても、こうしたグローバルスタンダードを見

習っていく必要がありますし、政府が2050年までに温室効果ガスの排出

を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指す宣言をしたこと

も踏まえ、国内における消費者の目も非常に厳しくなっています。

だからこそ、サステナビリティに配慮して計画を立てることが重要です。

Chapter 2
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＜エネルギー視点＞

●ライブ会場にソーラーパネルを設置

●エネルギー効率の高い機器/照明/電力の使用

●機材配送はクリーンな燃料を利用

●ライブ中の観客の動きでエネルギーを生成できるように

会場に発電効果のあるキネティック・フロアを設置

●航空機の利用を最小限に抑える

●来場者にCO₂排出量が少ない輸送手段を推奨する呼びかけ

●CO₂削減に寄与する移動手段での来場をアプリで証明した来場者に

割引サービスを適用

●チケット１枚売れると１本植樹

＜調達視点＞

●全ての会場で石油由来のプラスチック製品の提供中止

●来場者のための水分補給ステーション設置

●地元の食料調達

＜廃棄物視点＞

●ステージを再利用可能なマテリアルで組み立てる

●食品廃棄物の堆肥化、余剰食料の寄付 など

音楽イベントでの取り組み例

サステナビリティに配慮したイベントのつくり方



サステナビリティに配慮したイベントの企画・制作フロー
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イベントを一過性のものとして捉えず、イベントの作り手となる、主催者・出展者・協賛社・企画者・制作者それぞれが、サステナ

ビリティについて考え、アクションを繰り返し、継続的改善を図ることが重要になります。最終的に、イベント参加者に対して、日常

の行動を変えていくきっかけを提供することまで想定できると、なお望ましいでしょう。

社内の情報を整理する

準備

適切なパートナー決定し、

体制を構築する

チェックリストを活用し、

企画・制作を行う

チェックリストを活用し、

イベント実施後に評価・分析を行う

体制構築 企画・制作 評価

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

自社で取り組んでいる

サステナビリティの活動を

取りまとめて把握する。

計画しているイベントに適した

パートナーを検討し、チームを構築する。

（リーダーシップを持つことが大切）

本ガイドラインのチェックリストを

活用して、サステナブル化のために

取り組むべき目標項目を決める。

チェックリストを見直しながら、

実施したイベントがレガシーとして何を残し、

次のイベントにどう繋げていくか評価・分析。

継続的改善を図る（アクション）

サステナビリティに配慮したイベントのつくり方



社内情報の整理～共有
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サステナビリティに配慮したイベントの企画・制作フロー

STEP 1 準備

社内の情報を整理する

イベント主催者・出展者・協賛社・企画者・制作者は、サステナビリティに関する社の方針や、

自社内で実施/検討されているサステナビリティ活動について、社内ヒアリングを行います。

そして、ヒアリングした内容をまとめ、サステナビリティの領域ごとに整理し、体制構築時にチームへ共有します。

サステナビリティに配慮したイベントのつくり方

①自社のサステナビリティに関する方針を確認する

②自社で実施している、またはこれから実施予定であるサステナビリティに関する活動内容を確認する

③自社の方針と活動内容をまとめたドキュメントを作成する

④共有可能なものに関して、体制構築時にチームへ共有する



イベント主催者・出展者・協賛社・企画者・制作者は、計画してい

るイベントにおいて適切なパートナーを検討し、決定します。

その際、サステナビリティに配慮したイベントの計画・評価・改善

などを促す役割を担う、サステナビリティ推進担当者を選任します。

各社のサステナビリティ推進担当者は、協力しながら、イベントの

企画・制作におけるサステナビリティの実現に向けた取り組みに関

する事項を決定し、その内容や詳細を社内の関係者にも周知、連携

していきます。

また必要に応じて、外部有識者にご協力を依頼し、サステナビリ

ティ推進担当者と連携して、進めることも検討します。

サステナビリティに配慮したイベントの企画・制作フロー

STEP 2 体制構築

適切なパートナー決定し、体制を構築する

Sustainable Event Guideline 14

外部有識者

Chapter 2

イベント主催者
・出展者・協賛社

サステナビリティ推進担当者

イベント制作者

サステナビリティ推進担当者

サステナビリティ推進担当者

イベント企画者

社内関係者社内関係者

社内関係者

サステナビリティに配慮したイベントのつくり方



本ガイドラインに掲載しているチェックリストを活用し、「企画・設計デザイン」「施工」「運営」のイベントの制作段階別に

実施を目指す項目をチェックをして、項目に沿った具体的な取り組みを検討し、イベントをつくっていきます。

サステナビリティに配慮したイベントの企画・制作フロー

STEP 3 企画・制作

チェックリストを活用し、企画・制作を行う
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チェックリストの活用方法

※チェックリストは今後継続的にアップデートを行っていく予定です。

Action ❶
チェックリストを確認しながら、
実施を目指す項目にチェックをします。

Action ❷
チェックを入れた項目に対して、具体的に取り組む
内容を「実施する具体的な取り組み」欄に記載します。

サステナビリティに配慮したイベントのつくり方

・・・ 実施の難易度が低く、努力し続けることで達成できる項目

・・・ 実施の難易度が高く、他社や専門業者の協力も得て達成できる項目
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サステナビリティに配慮したイベントの企画・制作フロー

STEP 4 評価

イベント実施後に評価・分析する

イベント実施後、改めてチェックリストを確認し、実施したベントに対する評価を行います。

実施した内容や実施できなかった内容などを振り返り、チェックリストに記載。次回のイベントの企画・制作時に活用することで、

サステナビリティに配慮したイベントの知見を蓄積しながら、イベントの継続的改善を図っていきます。

チェックリストの活用方法

※チェックリストは今後継続的にアップデートを行っていく予定です。

・・・ 実施の難易度が低く、努力し続けることで達成できる項目

・・・ 実施の難易度が高く、他社や専門業者の協力も得て達成できる項目

Action ❸
イベント実施後、チェックした項目が
達成できた場合、達成欄にチェックを入れます。

Action ❹
振り返りの内容を「次回実施に向けた改善点、
引き継ぎたい点」欄に記載します。

サステナビリティに配慮したイベントのつくり方
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Chapter 3 サステナビリティに配慮したイベント（環境編）



イベントにおける環境負荷

イベントの環境負荷は想像以上に大きい

Sustainable Event Guideline 18

Chapter 3サステナビリティに配慮したイベント（環境編）

最も想像しやすい環境負荷は、長期間かけて企画・制作したイベント

の多くが、イベント終了後に大量の廃棄物を出し、それを処理するた

めに多くのCO₂が排出されるということです。

それだけでなく、参加者や関係者の移動や宿泊、資機材の調達や輸送、

エネルギー消費なども、イベントにおいて高い環境負荷を与えます。

こうした環境負荷を低減していくため、イベントのサプライチェーン

全体を通して確認すべきポイントを、チェックリスト（環境編）*に

まとめました。 *詳しくはP.20を参照

1000名規模のイベント1回あたりの環境負荷

（算出条件：都内開催 1泊2日 全国からの移動や宿泊、飲食を伴う懇親イベント）

サステナブルイベントネットワークの提供情報を基に作成

https://sustainable-event-network.com/

7,100本
1年間に吸収する量に相当

100t-CO₂
二酸化炭素相当量(CO₂)を排出

2,300kg
1人あたり2.3kgの廃棄物

木材 61%

プラスチック 7%

紙 10%

装飾・装花 12%

食品残渣 7%

容器 3%

廃棄物の

割合

CO₂の

割合

移動交通*
60%

宿泊*
25%

イベント制作・飲食
15%

≒

*移動交通、宿泊には

関係者・参加者が含まれています。

https://sustainable-event-network.com/


イベントにおける環境負荷

配慮すべき領域や取り組み例
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【組織内の管理/教育体制】

外部有識者含め、組織やチームが一体となり、目的共有や知識向上に努めましょう。

●各社/各担当が連携し、目標を共有できる体制を構築する

●従業員/スタッフ/関係者に対して、サステナビリティに関する研修や情報共有を実施する

●ISO20121やISO14001など、マネジメントシステム(国際標準規格)の導入

【廃棄物削減】

廃棄物量を把握し、その削減方法を検討・実行しましょう。

●環境配慮や廃棄物削減に取り組んでいる会場を選定する

●来場者配布物、チケット等、制作物のデジタル代替を行う

●簡易梱包を採用することで、梱包材の廃棄物を低減する

【エネルギー(制作、会場、輸送/移動)】

エネルギー使用量を把握し、CO₂排出量の低減方法を検討・実行しましょう。

●グリーン電力(太陽光発電・風力発電等の再生可能エネルギー)を使用した電源供給

●CO₂排出量の少ない輸送/移動手段の選択や移動経路の設定

●環境に配慮した会場選定を行う

【調達】

サステナビリティに配慮されたマテリアルやサービスを調達、利用しましょう。

●システム材/リース品/保管品/リサイクル品/アップサイクル品を活用した設計とする

●制作物のマテリアルとして、リサイクル可能な材料、商品を導入する

●環境ラベル等のサステナビリティに関する認証を取得しているマテリアル、機材の導入

【水利用】

水使用量を把握し、節水に努めるとともに、飲料水に起因する廃棄物を低減しましょう。

●節水または水循環型の機器導入や、雨水をトイレに利用する

●ペットボトルや紙コップの使用削減のため、給水スポットを設置する

●マイボトル持参や、ペットボトルの持ち込み制限など、参加者にアクションを促す

【地域社会連携】

ハード・ソフトとも地産地消を心掛け、環境配慮＋αで地域に貢献しましょう。

●資機材だけでなくケータリングや弁当調達において地産地消を心掛け、輸送距離を短縮

●地域の伝統工芸や技術を取り入れることで人の移動を抑え、同時に地域活性化を図る

●地域資源であるユニークベニューをイベント会場として採用する

サステナビリティに配慮したイベント（環境編）



https://www.dentsulive.co.jp/ss/2022/12/SustainableEventChecklist.xlsx（82KB)
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チェックリストの概要を記載しています

イベントの制作段階を記載しています

環境負荷を低減するために

実施すべき項目を記載しています

サステナビリティに配慮したイベントのチェックリスト

環境配慮型のイベントをつくるためのチェックリスト
環境編のサステナビリティに配慮したイベントチェックリストは下記のリンクより、ご利用いただけます。

企画・制作段階に記入いただく欄になります

項目の細かな対象領域を記載しています

項目を実施した場合の

効果度を記載しています

サステナビリティに配慮したイベント（環境編）

チェック項目を実施するにあたり、
責任者を記載いただきます

https://www.dentsulive.co.jp/ss/2022/12/SustainableEventChecklist.xlsx
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今考えているイベントでサステナビリティに配慮した取り組みを

やった方がいいとは思うけど、何から始めたらいいんだろう？

そうですね。でも環境配慮ってどうやればいいのでしょう？

イベント企画者

うーん。よくわからないけど一般的によくや

られている水準ぐらいは実施したいかな。

イベント企画者

イベント企画者

主催者さんの会社では環境への取り組みを

多くやられているので環境配慮に注力するのはどうですか？

この環境に配慮したイベントをつくるためのチェックリストを

使ってまずはどのレベルまで環境に配慮したいなどを

考えていきましょう。

それでしたらまずは、チェックリスト「実施の難易度が低く、

努力し続けることで達成できる項目」のすべて達成することを

目標に、難易度の高いものも、いくつか取り入れてみましょう。

サステナビリティに配慮したイベントのチェックリスト

チェックリスト活用フロー①

サンプルケース “取り組むべき項目をコミュニケーションをとりながらチェック”

・・・ 実施の難易度が低く、努力し続けることで達成できる項目

・・・ 実施の難易度が高く、他社や専門業者の協力も得て達成できる項目

イベント主催者・出展者・協賛社

イベント主催者・出展者・協賛社

イベント主催者・出展者・協賛社

サステナビリティに配慮したイベント（環境編）
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イベント企画者

イベント制作者

イベント制作者

それでしたらデザインを担保したまま環境に配慮できる、

こちらの資材でお願いします。

今回はデザイン的にこんな形にしたいのですが、

ご提案いただいた資材でも可能でしょうか？

会場近辺でサステナビリティに配慮したサービスを

展開している会社があるので相談してみましょう。

目標は決まったけど例えば、施工の「輸送距離短縮のための

会場近隣での調達」は具体的にどう取り組めばいいのだろう？

今回の会場の近くに工場を持っているので、資材の移動コストを

減らせるの共にリサイクル可能な資材も提供可能ですよ。

このデザインであれば別の資材の方が良いですね。

こちらの資材でも環境への負荷は軽減可能です。

サステナビリティに配慮したイベントのチェックリスト

チェックリスト活用フロー②

サンプルケース “目標にチェックした項目の具体的な取り組み内容を決定してリストに記載”

イベント主催者・出展者・協賛社

イベント主催者・出展者・協賛社

イベント主催者・出展者・協賛社

・・・ 実施の難易度が低く、努力し続けることで達成できる項目

・・・ 実施の難易度が高く、他社や専門業者の協力も得て達成できる項目

サステナビリティに配慮したイベント（環境編）
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イベント企画者

イベント企画者

イベントお疲れ様でした！今回のイベントは、サステナビリティの

配慮に挑戦できて、とても良いものになりました。

こちらこそありがとうございました！チェックリストをもとに

今回の内容を忘れないうちに振り返りましょう。

目標はかなり達成できたのですが、スケジュールの兼ね合いな

どもあり制作での無駄が少し出てしまいましたね。

そうですね。次回はもう少し早めから動き出して、

スケジュールも確保しながら進めましょう。

サステナビリティに配慮したイベントのチェックリスト

チェックリスト活用フロー③

サンプルケース “達成できた項目にチェックを付け、実施内容を記載して、
次回に向けた改善点を検討”

はい！今回はありがとうございました！

次回もよろしくお願いいたします！

イベント主催者・出展者・協賛社

イベント主催者・出展者・協賛社

イベント主催者・出展者・協賛社

・・・ 実施の難易度が低く、努力し続けることで達成できる項目

・・・ 実施の難易度が高く、他社や専門業者の協力も得て達成できる項目

サステナビリティに配慮したイベント（環境編）
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用語の解説①
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■ISO20121

2012年6月に発行されたイベントの持続可能性に関するマネジメントシステムの国際標準規格。

イベント業界でサステナビリティに取り組んでいくため、環境・社会・経済の側面からの影響を管理、サポートいくためのマネジメントシステムです。

参考：ISO 20121 Sustainable events https://www.iso.org/iso-20121-sustainable-events.html

■ESG(投資)

ESG投資は、従来の財務情報だけでなく、環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）要素も考慮した投資のことを指します。

特に、年金基金など大きな資産を超長期で運用する機関投資家を中心に、企業経営のサステナビリティを評価するという概念が普及し、

気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや、企業の新たな収益創出の機会（オポチュニティ）を評価するベンチマークとして、

国連持続可能な開発目標（SDGs）と合わせて注目されています。

引用：経済産業省 ESG投資とは https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/esg_investment.html

■エシカル調達・エシカル認証(エシカルマーク)

「エシカル」は、直訳すると「倫理的な」という意味です。エシカル調達とは人々や地域、社会、そして環境に配慮された商品やサービスを選択して調達・消費することです。

エシカル認証(エシカルマーク)は、エシカルな認証基準を満たしていることで商品に付けられる認証マークのことで、調達や消費の際に基準となってくれるものです。

例）地球環境保全に関するエシカルマーク：FSC®認証/レインフォレスト・アライアンス認証/エコマーク

魚や動物に関するエシカルマーク：海のエコラベル|MSC認証/Leaping Bunny/ヴィーガン認証

オーガニック認証のエシカルマーク：NATRUE認証/ECO CERT認証/GOTS認証

労働環境や途上国支援のエシカルマーク：国際フェアトレード認証/WFTO認証 など

参考：環境省「環境ラベル等データベース」https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/touroku.html

https://www.iso.org/iso-20121-sustainable-events.html
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/esg_investment.html
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/touroku.html
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■SDGsウォッシュ

実態のないエコ活動で消費者を誤解させる「グリーンウォッシュ」が元になっている言葉で、実態が伴っていないSDGsへの貢献を発信する企業などの組織活動を指します。

SDGsに貢献する意欲があっても、正しい理解や取り組みができていなかったり、また抽象的な表現を使ってしまうことで、結果的に生活者を欺くことに繋がってしまい、

批判を浴びるケースがあります。

用語の解説②

■カーボン・オフセット

日常生活や経済活動において避けることができないCO₂等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、

どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。

引用：環境省 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html

参考：電通 サステナビリティ・コミュニケーションガイド https://www.dentsu.co.jp/sustainability/sdgs_action/pdf/sustainability_communication_guide.pdf

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
https://www.dentsu.co.jp/sustainability/sdgs_action/pdf/sustainability_communication_guide.pdf
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■カーボンニュートラル

「Co2排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにする」ことです。世界では、気候変動の深刻化を背景に多くの国が2050年までにカーボンニュートラルを実現する

ことを約束しており、日本政府も2020年に2050年までのカーボンニュートラルの実現を宣言しました。

参考：環境省 脱炭素ポータル https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/

■再生可能エネルギー

「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と定義されており、

政令において、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存する熱・バイオマスが定められています。

これらのエネルギーは、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源です。

参考：経済産業省 資源エネルギー庁 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/outline/index.html

■Ｊ-クレジット制度

省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用によるCO₂等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO₂等の吸収量を、クレジットとして国が認証する制度です。

創出されたクレジットを活用することにより、低炭素投資を促進し、日本の温室効果ガス排出削減量の拡大につなげていく狙いがあります。

参考：経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyou_keizai/japancredit/index.html

■温室効果ガス(GHG)

太陽の光は、地球の大気を通過し、地表面を暖めます。暖まった地表面は、熱を赤外線として宇宙空間へ放射しますが、大気がその熱の一部を吸収します。

これは、大気中に熱（赤外線）を吸収する性質を持つガスが存在するためです。このような性質を持つガスを「温室効果ガス（Greenhouse Gas）」と呼びます。

大気中の温室効果ガスが増えると、温室効果が強くなり、より地表付近の気温が上がり、地球温暖化につながります。

温室効果ガスには様々なものがありますが、人間の活動によって増加した主な温室効果ガスには、二酸化炭素（CO₂）やメタン（CH₄）、一酸化二窒素（N₂O）、

フロンガスがあります。なお、温室効果の大きさは気体によって異なり、例えばメタンは二酸化炭素の25倍、一酸化二窒素は298倍の温室効果があります。

参考：環境省 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/overview.html

用語の解説③

https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/outline/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyou_keizai/japancredit/index.html
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/overview.html
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■サーキュラー・エコノミー

直訳すると「循環型経済」。国際的なサーキュラー・エコノミーの推進機関であるエレン・マッカーサー財団では、その3大原則を下記のようにまとめています。

＜サーキュラー・エコノミー3原則＞

● Design out waste and pollution（廃棄物や汚染をなくす）

● Keep products and materials in use（製品やマテリアルを使い続ける）

● Regenerate natural systu （自然のシステムを再生する）

参考：エレン・マッカーサー財団HP https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

廃棄物をなくし再利用をする点では、リユースやリデュース、リサイクル（いわゆる「３R」）と同様の考え方ですが、

サーキュラーエコノミーの場合には、廃棄を前提としてないことが定義に含まれます。

参考：電通 課題解決マーケティング情報サイト[ ドゥ・ソリューションズ ] ～循環する経済ってどういうこと？ 「サーキュラー･エコノミー」の基本を解説～

https://www.d-sol.jp/blog/guide-for-circular-economy

用語の解説④

■3R(5R)

リデュース(Reduce)：製品をつくる時に使う資源の量を少なくすることや廃棄物の発生を少なくすること。

リユース(Reuse)：モノを捨てずに繰り返し使うこと。

リサイクル(Recycle)：廃棄物等を原材料や資源として再利用すること。※リサイクルについての詳しい分類はP.31を参照

これまでモノづくりは、リニア・エコノミー、リサイクリング・エコノミーなど、廃棄を前提としたビジネスモデルが定着していましたが、

循環型モデル(サーキュラー・エコノミー)では、上記「3R」に加えて、さらに２つの取り組みが必要になります。

リフューズ(Refuse)：廃棄のもとになるものを買わない/もらわないようにすること。容器の廃棄が出ないよう詰め替えのある商品を選んだり、

一時的に使うだけのものはシェアやレンタルサービスを活用するなど、生活者の消費行動が前提条件となります。

リペア(Repair)：修理をしながらモノを長く使い続けること。予め修理可能な製品設計を考え、アフターサービスを用意しておくなど、生産者側の対応が欠かせません。

参考：電通 課題解決マーケティング情報サイト[ ドゥ・ソリューションズ ] ～循環する経済ってどういうこと？ 「サーキュラー･エコノミー」の基本を解説～

https://www.d-sol.jp/blog/guide-for-circular-economy

https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
https://www.d-sol.jp/blog/guide-for-circular-economy
https://www.d-sol.jp/blog/guide-for-circular-economy


■サプライチェーン排出量（Scope1~3）

事業者自らの排出だけでなく、事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排出量を指します。

つまり、原材料調達・製造・物流・販売・廃棄など、一連の流れ全体から発生する温室効果ガス(GHG)排出量のことを指します。

サプライチェーン排出量 ＝ Scope1排出量 + Scope2排出量 + Scope3排出量

Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

Scope2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope3：Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出) ※15のカテゴリに分類します

1：購入した製品・サービス/2：資本財/3：Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動/4：輸送、配送（上流）

5：事業から出る廃棄物/6：出張/7：雇用者の通勤/8：リース資産（上流）/9：輸送、配送（下流）

10：販売した製品の加工/11：販売した製品の使用/12：販売した製品の廃棄/13：リース資産（下流）

14：フランチャイズ/15：投資/その他（任意）

参考：環境省 https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html

■ライフサイクルアセスメント（LCA）

LCA（ライフサイクルアセスメント）とは、製品やサービスの一生（製品のゆりかごから墓場まで）にかかる環境負荷を定量的にはかるための評価方法です。

企業の環境マネジメントを構築するための手法として国際的に認められており、LCAの実施手順はISO（国際標準規格）に規定されています。

製品やサービスのライフサイクル全体で、使用されるエネルギーや天然資源、また、ライフサイクル全体から環境負荷（排出される大気汚染物質、水質汚濁物質）、

廃棄物、副製品などを定量的、客観的かつ科学的に分析し、環境影響の可能性の評価を行うのがLCAです。

参考：東京都市大学 伊坪徳宏研究室 http://www.comm.tcu.ac.jp/itsubo-lab/theme/lca/index.html
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用語の解説⑤

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html
http://www.comm.tcu.ac.jp/itsubo-lab/theme/lca/index.html
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用語の解説⑥

■廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第３条第１項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を

自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第１項において、事業者は、

その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています（排出事業者責任）。

廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。

廃棄物処理法第12条第７項では、事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために

必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、

排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として

社会的な評価を落としかねないリスクを十分に認識する必要があります。

参考：環境省：https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html

https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html
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廃棄物処理において適切なリサイクルを実現するために

イベントで繰り返し使用できる什器を

制作。倉庫保管・再使用のサイクルに。

回収した廃プラスチックや金属を粉砕後、

溶かして再びプラスチック製品や

金属製品として再利用。

固形の代替燃料として、製紙会社や

セメント会社、バイオマス発電に利用。

サーマルリサイクル

再使用のユニットを使って
空間プランニング。テーマに
合わせたリファインを行う。

新たな什器・造作の制作の際、
再使用のマテリアルを採用。
イベント終了後は再び市場へ。

使う

焼却・埋め立て
リサイクル不可

使
用
後

リユース 小

マテリアルリサイクル

●リサイクル手法の区別（左図参照）

リユース・マテリアルリサイクル・サーマルリサイクルという手法があり、

それぞれのもたらす環境負荷は左図のように異なることを理解しましょう。

環境負荷の小さい手法を優先して採用することが望ましいと言えます。

●廃棄物の処理フローのトレース

廃棄物処理の委託業者が、廃プラスチック、木くず、金属くずなどの種類に対して

環境負荷の少ないリサイクル手法の幅広い処理フローを持っているか確認しましょう。

事前に委託処理業者との打ち合わせをおこない、リサイクル処理の状況を現地確認す

ることも必要です。環境負荷の少ないリサイクル手法の幅が狭い場合、分別しても結

局一緒にされ、焼却や埋め立てになるリスクがあります。

●適切な数値指標設定・開示

廃棄物処理における数値指標においては、「リサイクル率」という大枠ではなく

「リユース率」「マテリアルリサイクル率」「サーマルリサイクル率」というように

手法の内訳を明確に区別することが重要です。

世界的には、サーマルリサイクルはリサイクル率に含めない場合も多く、

グリーンウォッシュ回避のためにも留意が必要です。

環境負荷

中

大
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〇全体監修

〇協力

東京都市大学 教授 伊坪徳宏、准研究員 北村祐介

電通ジャパンネットワーク サステナビリティ推進オフィス

電通 Team SDGs

〇本ガイドラインに関するお問合せ

株式会社電通ライブ サステナビリティに配慮したイベントガイドライン事務局 kouhou@dentsulive.co.jp

http://www.dentsulive.co.jp

〇制作・編集

株式会社電通ライブ サステナビリティに配慮したイベントガイドライン事務局

mailto:kouhou@dentsulive.co.jp
mailto:ouhou@dentsulive.co.jp
http://www.dentsulive.co.jp/

