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Abstract: Lifestyle changes are needed to limit the global warming to 1.5 ℃. Through an online stated preference 

survey, the Generation Z's preferences for the decarbonization options in 2030 was examined. As the result, the 26 

out of 34 decarbonization options had adoption rates over 50 %, and those 9 had above 75 ％ . And some 

decarbonization options with high reduction impacts resulted in the lower adoption rates. The adoption of vegan 

diets had the bigger reduction impact than other options in the food domain, however its adoption rate was 20.6 %. 

In addition, this survey could support the participants to be aware of the environmental impacts with their lifestyle.  
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１．背景と目的 

パリ協定では，世界共通の目標として地球温暖化を 2.0 ℃以下に抑え，さらに 1.5 ℃に抑える努力を

追及することが採択された 1)．温室効果ガス (GHG: Greenhouse Gas) の削減には，個人の消費行動の変

容も必要である．日本では，国民一人あたりが排出するライフスタイル・カーボンフットプリントを現

在の 7.1 tCO2e y-1 から 2030 年には 2.5 tCO2e y-1 に削減する必要がある 2)．先行研究では，横浜・京都な

ど日本国内の都市別に脱炭素型ライフスタイルを実施した場合の GHG 排出量の削減量を定量化してい

る 3)．本研究では，1990 年代後半〜2000 年代生まれの Z 世代を対象に，2030 年の脱炭素行動に対する

選好を調査し，その脱炭素行動の選択に対する有効な介入策を議論することを目的とした． 

２．研究方法 

２．１ 調査項目の設計と調査の実施 

表 1 に表明選好調査の概要を示す．一般市民向け

に地球温暖化の現状とライフスタイルとのつなが

りを解説した約 5 分の動画を作成した．調査の参加

者に，動画の視聴 (一部は直接講演) と調査フォー

ムへの回答を依頼し，データを回収した．調査フォ

ームでは表 2に示す「住居」，「移動」，「食」，「モノ

とサービス」の 4 分野の計 34 の脱炭素行動と脱炭

素行動別に期待される GHG 削減量の一覧を提示し

た 3)4)．その後 2030 年に参加者自身がその脱炭素行

動を実施するか (実施率: 0，25，50，75，100％，一

部はする，しないの 2 択から選択) の選好を調査し

た．17 – 26 歳の Z 世代から 178 件の回答を得た． 

２．２ 脱炭素行動の採択率の分析と評価 

参加者が回答した脱炭素行動の実施率を平均した値を「採択率」と定義して，脱炭素行動の分野別，

脱炭素行動のグループ別，脱炭素行動別に集計した．この脱炭素行動ごとの採択率と期待される GHG

削減量を組合せから脱炭素行動の選択に対する表明選好の分布を特定した．また，自由回答形式で回収

した本調査に対する意見や感想を分類し，Z 世代がもつ脱炭素行動に対する類型を考察した． 

表 1 表明選好調査の概要 

日  時 2022 年 11 月 – 2023 年 1 月 

回答方法 解説動画の視聴と Google Form への回答 

対 象 者 大阪大学工学部の学生 と 

Instagram で募集した協力者 

対象地域 日本全国 

回 収 数 211 件，17 – 80 歳，平均 25.3 歳 

対 象 数 178 件，17 – 26 歳，平均 20.6 歳 

表 2 脱炭素行動分野と脱炭素行動数 

分 野 数 内 容 

住 居 10 ZEH，再エネ利用 など 

移 動 10 移動低減，シェア など 

食 08 食生活のシフト など 

モノとサービス 06 ものを長く使う など 

 



 

図 1 脱炭素行動の分野別・グループ別の採択率 

 

図 2 脱炭素行動別の採択率と GHG 削減量の分布 

３．結果と考察 

脱炭素行動の分野別・グループ別の採択率を図 1 に示す．住居分野の LED 電球などの利用を意味す

る「電化製品」，モノとサービス分野の「ものを長く使う」や「消耗品の節約」は採択率が 80%以上とな

った．一方で，移動分野の「シェア」，モノとサービス分野で電子書籍を利用するなどの「電子化」は採

択率が 50%未満となった．最も採択率が低かったのは食分野の「食生活のシフト」で 31.0%であった． 

次に，採択率を x 軸，期待される GHG 削減量を y 軸とした脱炭素行動の散布図を図 2に示す．34 の

脱炭素行動のうち 26 行動が採択率 50%を超えており，そのうち 9 行動は 75%を超えていた．散布図の

右下に位置する削減量は少ないが採択率は高い脱炭素行動は「LED 電球の利用」，「食品ロス削減」，「も

のを長く使う」などであった．一方，散布図の左上に位置する削減量は多いが採択率は低い脱炭素行動

は，「ヴィーガン」や「ベジタリアン」といった「食生活のシフト」に関する行動であった． 

自由回答形式で回収した意見や感想には，今回の調査自体が学びの機会となり行動変容のきっかけと

なったという意見が見られた．一方で，個人の趣味嗜好を優先したい，社会・経済問題との総合的解決

が必要であるといった理由で脱炭素行動の実施に消極的な意見もあった．また，既に脱炭素行動を実践

している場合を想定する必要があることや，家や車などものの所有が標準になっている点，里山のよう

な自然共生型のライフスタイルも考慮する必要がある点など，調査設計の改良への意見が得られた． 

４．今後の課題 

今後は，調査対象を拡大して選好調査を行うことでデモグラフィック・サイコグラフィック属性によ

る選好の違いを分析する．その際，多様な属性を持つ人々が自身の生活行動の中で脱炭素行動を実施す

ることが想像できるような脱炭素行動の設計を行い，より包括的な調査に改良する必要がある． 
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