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序 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械工

業においても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきております。環

境問題では、京都議定書が発効し、排出権取引や CDM などの柔軟性措置に関連

した新ビジネスの動きもあり、政府や産業界は温室効果ガスの削減目標の達成に

向けた  取り組みを強化しているところであります。また、安全問題も、EU にお

ける CE マーキング制度の実施や、平成 12 年には厚生労働省から「機械の包括的

な安全基準に関する指針」が通達として出されるなど、機械工業にとってきわめ

て重要な課題となっております。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械としての具体的な形が求

められてきており、それに伴う基準、法整備が進められているところであります。

グローバルな事業展開を進めているわが国機械工業にとって、この動きに遅れる

ことは死活問題であり早急な対処が必要であります。 

 こうした内外の情勢に対応するため、当会では早くから取り組んできた環境問

題や機械標準化に係わる事業を発展させて、環境・社会との共存を重視する機械

工業の在り方を追求して参りました。平成 16 年度には、海外環境動向に関する

情報の収集と分析、環境適合設計手法の標準化、それぞれの機械の環境・安全対

策の策定など具体的課題を掲げて活動を進めてきました。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つとし

て財団法人素形材センターに「素形材産業の環境経営に係る調査研究」を調査委

託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与す

れば幸甚であります。 
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近年、環境対応の重要性に対する認識が高まっております。折しも、京都議定

書が、1997 年の採択から 7 年余を経て、141 カ国・地域（欧州連合を含む）の

批准を得て、2005 年 2 月 16 日に発効いたしました。豊かで持続可能な将来の

ために、先進国に温室効果ガスの排出削減が義務づけられることになります。個

人、企業を問わず多様なレベルでの環境配慮がなされてきたわが国ですが、二酸

化炭素の排出量が増加している現状を考慮すると、省エネなど環境問題に従前に

も増して取り組むことが求められます。  

素形材企業もまた、環境配慮をさらに進めることが必要になります。機械産業

を支える基盤産業として、世界のトップレベルの技術力を誇る素形材産業ですが、

国内外の経営環境が大きく変動する中で、多くの企業が競争力ある技術・経営の

再構築を迫られています。このような状況の今こそ、素形材企業は経済的成長と

環境対応の両立を目指す環境経営を積極的に進めることが必要といえます。  

 

そこで、素形材センターでは、素形材企業の環境経営の推進に資するために、

素形材企業の環境経営の現状に関するアンケート調査を実施するとともに、環境

報告書、環境マネジメントシステム、グリーン調達等に係る最近の環境関連動向

を調査し、本報告書をまとめました。  

 

 ここに本調査研究の実施にあたり、ご指導、ご援助をいただいた経済産業省な

らびに社団法人日本機械工業連合会に深く感謝の意を表します。加えて、調査研

究を担当された「素形材産業の環境経営推進調査研究委員会」の木口昭二委員長

をはじめ、委員各位及びアンケート調査に協力いただいた企業各位に厚く御礼申

し上げます。  

 

 

平成１７年３月  

財団法人 素形材センター                 

  会 長   濃  野    滋  
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は じ め に 

 

1．調査研究の目的 

近年、地球温暖化対策や循環型社会構築等の環境課題対応の重要性が増大し、多くの

産業界が事業活動における環境配慮を積極的に進めている。企業の環境経営に関わる動

向としては様々な動きがあり、例えば、環境省は、中小企業向けの環境マネジメントシ

ステムとしてのエコアクション 21 や環境活動レポートの検討を進めている。また、官

公庁等におけるグリーン購入が定着し、機械産業等におけるグリーン調達の動きも加速

してきた。さらに､経済産業省においては京都メカニズムの活用に向けてクレジット取

引･移行試行事業もスタートした。 

我が国の素形材産業は、機械産業を支える重要な役割を担っており、世界のトップレ

ベルの技術力を誇っているが、国内外の経営環境が大きく変動する中で、多くの企業に

とっては、経営基盤の再構築が最優先課題になっている。しかし、こういう情勢である

からこそ、企業経営と両立する環境対応を進めて、競争力ある健全な業界の成長を目指

す必要があるといえる。 

素形材企業は多くの場合、機械部品を供給する中小企業であるが、仮に 2、3 次サプ

ライヤーの立場であっても、エンドユーザー側からの環境対応要請に応えるだけでなく、

省エネルギー等の地球温暖化対策、廃棄物削減･リサイクル方策、化学物質管理等に自

ら取組む環境対応型企業を目指して環境経営を進めることが重要である。 

そこで、本調査研究では、新たな環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評

価、グリーン調達など最近の環境関連動向を調査し、素形材業界への影響ないし活用方

策を検討した。これらにより、素形材産業に有用な情報をとりまとめ、素形材企業が環

境調和型企業として今後進めるべき環境対応について提言して、ものづくりの根幹を担

う素形材産業全体の環境経営の推進に資することを目的として実施した。 

 

2．調査研究の内容 

(1) 環境マネジメントシステムに関する動向 

環境経営を進める上で有用な環境管理ステムとして、ISO14001 のほか新たな環境

活動評価プログラム（エコアクション 21）に関する動向を調査した。 

(2) 機械産業等の環境報告書に関する動向 

環境報告書に係る最近の動向を調査し、先進的な環境対応をしている素形材ユーザ

ー企業及び素形材企業の環境報告書を数例取り上げて概要をまとめた。また、環境報

告書に見る環境経営の指標をピックアップした。 

(3) 環境パフォーマンス評価に関する動向 

環境パフォーマンスの評価をするうえで重要なライフサイクルアセスメント、環境

ラベル、環境パフォーマンス指標、環境会計の概要と最近の動向をまとめた。 

(4) グリーン購入・調達の現状に関する動向調査 

自動車メーカー、電機メーカーの素形材ユーザー企業が実施しているグリーン購

入・調達の現状に関する動向を調査した。 

(5) 素形材企業の環境経営に関するアンケート調査 

(6) 素形材産業における環境対応のあり方の検討 

(1)～(5)の調査結果を踏まえ、機械部品サプライヤーである素形材企業の環境経営

のあり方を提言した。 

 



 2

3．調査の方法 

素形材及び環境問題に知見を有する学識経験者、環境問題に積極的に取り組ん

でいる素形材企業及びユーザー企業を委員とする委員会を設置して検討した。委員会構

成は次のとおりである。 

 

素形材産業の環境経営推進調査研究委員会 

  （順不同、敬称略） 

委員長 木口 昭二 近畿大学 理工学部機械工学科 

委 員 久野 信治 アイシン高丘㈱ ＴＱＭ・ＰＭ推進部 

〃 堀江 尚男 ㈱岡本  

〃 山下 三十志 日立金属㈱ 環境安全推進室 

〃 藤尾 俊一 トヨタ自動車㈱ 明知工場鋳造部  

〃 門脇  実 松下電器産業㈱ 資材調達本部 

〃 成田 暢彦 産業環境管理協会 環境技術センター 

〃 片桐  望 ㈱中央青山PwCサステナビリティ研究所 

協力者 芥田 真理子 ㈱中央青山PwCサステナビリティ研究所 

〃 荒井 喜章 松下電器産業㈱ 環境本部 

オブザーバ 佐藤  朗 経済産業省製造産業局素形材産業室 

事務局 荻布 真十郎 (財)素形材センター 

〃 笹谷 純子 (財)素形材センター 

〃 山内 智香子 (財)素形材センター 
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第１章 環境マネジメントシステムに関する動向 

 

我が国では、循環型社会形成推進基本法をはじめ、種々の環境関連の法律が整備さ

れている。企業はこれらの法律に対応し、環境保全への取り組みを促進するため、種々

のツールを用いて社会に貢献している。特に、地球環境に優しい企業経営や団体活動

を実現するために、地球環境を保護する観点からそれらの活動を管理していくための

世界共通基準として ISO14001 に基づく環境マネジメントシステム（ EMS: 
Environmental Management System）が広く普及してきた。以下には、ISO14000
の概要を示した後、中小事業者向けの EMS として知られている環境活動評価プログ

ラム（エコアクション 21）の概要をまとめた。 

 

1.1 ISO14000 規格 

1.1.1 環境マネジメント規格発行の経緯と普及 

1991 年に世界の産業界のリーダーで構成される BCSD (Business Council for 
Sustainable Development)は、環境に関する国際標準化に取り組むよう ISO 
(International Organization for Standization)に勧告し、1993 年に「環境マネジメ

ントの手法及びシステムの標準化」を目的として技術専門委員会 ISO/TC207（環境マ

ネジメント専門委員会）が創設された。この審議を経て、1996 年に ISO14001（環境

マネジメントシステム－使用及

び利用の手引き）、 ISO14004
（環境マネジメントシステム－

原則、システム及び支援技法の

一般指針）が発行され、我が国

でも国際規格と整合した日本工

業規格である JIS Q14001 及

び 14004 が制定された。その後、

ライフサイクルアセスメント

（LCA）、環境ラベル、環境パ

フォーマンス評価などの ISO
規格が発行され、JIS 化されつつある。現在の ISO/TC207 の体制は、図 1.1.1 に示す

ように 6 つの分科会で構成されており、以下にその概要を示す。 

SC1：環境マネジメントシステム規格。 

SC2：環境監査規格：2003 年に、ISO19011 品質マネジメントシステム及び環境

マネジメントシステムの監査の規格に移行。  

SC3：環境ラベル規格（ISO14020）製品に環境ラベルを表示するときの一般原則

に加え、タイプⅠ環境ラベル（第三者認証）、タイプⅡ環境ラベル（企業の

自己主張）、タイプⅢ環境ラベル（LCA にもとづく製品の定量的環境情報

表示）等の規格を定めている。 

SC5
(14040s)

LCA

ISO/TC207 （ISO１４０００シリーズ）

SC1

(14001s）

Environmental 
Management 
(EMS)

SC2

(19011)

Environmental
Audit (EA)

SC3

(14020s)

Environmental 
Labeling (EL)

SC4

(14030s)

Environmental
Performance 
(EPE)

SC6

Terms and 
Definitions

図1.1.1 ISOにおける環境管理手法検討の体制
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SC4：環境パフォーマンス評価規格（ISO14030）； 環境パフォーマンス評価の立

案及び利用に関する指針を定めている。 

SC5：ライフサイクルアセスメント（LCA）規格（ISO14040）； LCA 実施時の、

一般原則、インベントリ分析、影響評価、解釈の手順等を定めている。  

 

ISO14000 シリーズは組

織活動が環境に及ぼす影響

を最小限にくい止めること

を目的に定められた環境に

関する国際的な標準規格で

あり、ISO14001 が制定さ

れた後、主に電子電気業界

から認証取得が開始され、

2003 年末までの世界にお

け る 認 証 登 録 数 は 、 図

1.1.2 に示すように、約

65,000 件となっている 1)

が、日本での取得件数は同時期で約 14,000 に達し、世界全体の約 20%以上を占めて

いる。図 1.1.3 には、日本国内での ISO14001 審査登録数の推移を示した 2)。このよ

うに ISO14001 への関心が高いのは、世界的に認知された国際規格であると共に、規

格との適合性を評価する審査登録制度によると考えられる。 

我が国では、最近では自治体、商社、病院、銀行などにも ISO14001 の審査登録は

図 1.1.2  世界 ISO14001 認証登録数推移 1) 

図 1.1.3  ISO14001 審査登録件数推移 2) 
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広がり大幅に増加している。（図 1.1.4 参照） 

 
 

 

1.1.2 ISO14001 規格の考え方 

環境マネジメントシステム（EMS）は組織がその活動及び提供する製品やサービス

が環境に及ぼす影響を低減するように配慮し、継続的にその改善を続けられるように

するための組織的な仕組みである。EMS を企業が導入するには、ISO の審査登録制

度に基づき、第三者機関である審査登録機関の審査に合格する必要がある。審査登録

は、環境マネジメントに関する組織の一貫したシステムが構築され、そのシステムに

基づき作成されたマニュアルおよび記録が文書化され各部署はそれに基づいて運営さ

れていることが認定されたことを意味している。一方、世界では国の実状に合わせた

環境基準を有しているので、ISO14001 ではこれら規制値などには触れず、環境保全

や環境改善のために組織が実施すべき経営管理の考え方と要求事項を示している。具

体的には、組織活動、製品及びサービスの環境負荷の低減といった環境パフォーマン

スの改善を実施する仕組みが継続的に改善される EMS を構築するための要求事項と

して 17 項目が規定されており、図 1.1.5 に一例を示したように PDCA（計画－実行

－監査－策定：Plan･Do･Check･Action）の循環による継続的改善が求められている。

つまり、EMS は企業等組織の経営層が設定する環境方針に従って、環境管理計画を策

定(Plan)、実行し(Do)、さらに計画とおりの実行がなされているかを監査し(Check)、
その監査結果が経営層にフィードバックされることにより、新たな環境方針・計画の

策定(Action)にスパイラルアップするという系統的な管理システムである。 

  

図 1.1.4  業種別 ISO14001 審査登録状況 2) 
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以下に規格要求事項の抜粋及び概

要を示す。 

＜環境方針＞ 

「最高経営層は、組織の環境方針

を定め、その方針について次の事項

を確実にしなければならない。 

a)組織の活動、製品又はサービスの

性質、規模及び環境影響に対して適

切であること。b)継続的改善及び汚

染の予防に関する約束を含む。c)関
連する環境の法規制及び組織が同意

するその他の要求事項を遵守する約

束を含む。（以下略）」 

 ここで、環境方針は規格で唯一外

部への公表を要求されている事項で

あるので、誰もが理解でき、簡潔で

明瞭に表現する必要がある。 

 

＜環境側面＞ 

「組織は、著しい環境影響を持

つか又は持ちうる環境側面を決定

するために、組織が管理でき、か

つ、影響が生ずると思われる、活

動、製品又はサービスの環境側面

を特定する手順を確立し、維持し

なければならない。組織は、環境

目的を設定する際に、これらの著

しい影響に関連する側面を確実に

配慮しなければならない。」 

表 1.1.1 には一般的な環境側面

と環境影響の一例を示した 4)。こ

れら環境側面は前工程などとリン

クしていることにも注意する必要

がある。 

 

＜目的及び目標＞ 

「組織は、組織内の関連する各部門及び階層で、文書化された環境目的及び目標を

設定し、維持しなければならない。その目的を設定し見直しをするときに、組織は法

環 境 側 面 環境影響 

・ 自家用車のガソリンの消費 

・ 電力, ガス, 重油の使用 

地球温暖化 

・ 特定フロンなどの使用 オゾン層破壊 

・ 排 気 ガ ス （ SOX,  NOX,  CO2, 煤 塵 , 

SPM）の発生 

大気汚染 

・ 産業廃水（BOD, COD, ph, 油分, SS, 

重金属,有害物質,監視化学物質）の

排出 

・ 生活排水の排出 

・ 有害物質の漏洩 

・ 監視化学物質の漏洩 

・ 油（潤滑油など）の漏洩 

 

 

 

水質汚濁 

・ 有害物質の漏洩 

・ 監視化学物質の漏洩 

・ 油（潤滑油など）の漏洩 

 

土壌汚染 

・ 使用設備（プレス機など）からの騒

音・振動の発生 

騒音・振動 

・ 廃棄物近くの悪臭の発生 

・ 有機溶剤の使用による悪臭の発生 

悪臭 

・ 産業廃棄物の発生 

・ 特別管理産業廃棄物などの発生 

廃棄物増加 

 

・ 重油など化学燃料の使用 

・ 原材料（金属材料・部品,化学物質,

繊維,ゴム・プラスチックなど）の使用 

 

天然資源の枯渇

・ 開発行為による自然破壊 生態系の破壊 

表 1.1.1 環境側面と環境影響の一例 4) 

図1.1.5 EMSの基本構成3) 
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的及びその他の要求事項、著しい環境側面、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事

業上の要求事項、並びに利害関係者の見解に配慮しなければならない。目的及び目標

は、汚染の予防に関する約束を含め、環境方針と整合させなければならない。」 

ここで、目的は定量的で、長期に達成する計画として設定される。また、目標は目

的を基に作成される詳細な要求事項に相当する。できる限り達成状況が判定できるよ

う定量的に設定される。 

 

＜環境マネジメントプログラム＞ 

「組織は、その目的及び目標を達成するためのプログラムを策定し、維持しなけれ

ばならない。プログラムは、a)組織の関連する各部門及び階層における、目的及び目

標を達成するための責任の明示、b)目的及び目標達成のための手段及び日程を含まな

ければならない。（以下略）」 

 

＜体制及び責任＞ 

「効果的な環境マネジメントを実施するために、役割、責任及び権限を定め、文書

化し、かつ伝達しなければならない。経営層は環境マネジメントシステムの実施及び

管理に不可欠な資源を用意しなければならない。組織の最高経営層は、特定の管理責

任者を指名しなければならない。（以下略）」 

 

＜環境マネジメントシステム文書＞ 

「組織は、紙面又は電子形式で、次に示すことのために情報を確立し、維持しなけ

ればならない。a)マネジメントシステムの核となる要素及びそれらの相互作用を記述

する。b)関連する文書の所在を示す。（以下略）」 

 

このように、ISO14001 規格は、「手順を確立し、維持しなければならない」などの

表現で何をすべきかを要求しているが、どのように実施するかは組織に委ねられてい

る。そのため、組織は活動、製品、サービスの持つ環境側面を中心にその手順、体制

を自らが構築している必要がある。 

上記に示したように、環境マネジメントシステムの構築は、最高経営層のもとで手

順とスケジュールを定めて進めなければならない。そのための手順の一例を図 1.1.6

に示したが 4)、要求項目や体制を明確にしていくことが重要なポイントである。一般

的には、経営責任者の決意表明から環境マネジメントプログラムの作成までに約 1 年

を要し、3 カ月以上の運用期間を経て、審査登録期間の審査を受ける組織が多い。 

 

1.1.3 ISO14001、14004 の改定 

前項に記載したように、ISO14001 は環境マネジメントシステムの本文で、その仕

様、要求事項を定めており、これをサポートするものとして、ISO14001 付属書と

ISO14004 がある。ISO 規格は、規定により見直し期限（有効期間）が 5 年と定めら
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れ、制定から 5 年目を経過する規格

は、廃止・改定・継続のいずれかの

判断が下される。ISO14001、14004
はともに 1996 年に制定され、見直

しに関する検討が進められた結果、

規格改定を支持する意見が多かった

ため、改定作業が行われることとな

った。 

2000 年の TC207 ストックホルム

総会で、「ISO9001 との整合性向上」

と「要求事項の明確化の範囲」に改

定範囲を限定し、新たな要求事項を

追加しないという制限付きで 2004
年の改訂版発行に向け作業が進めら

れ 、 2004 年 11 月 に 改 訂 規 格

ISO14001:2004 が発行され、それに

合わせて JIS Q 14001 も 2004 年 12
月に改訂版が発行された。以下では、

この改訂の重要なポイントである要

求事項の明確化について紹介する。  

①適用範囲内での全ての環境側面

を考慮 

「要求事項の明確化」では、規格を適用する範囲を明らかにすることが要求事項

となり、著しい環境影響のある部分を除外しないよう規定され、また、その範囲

の中での活動、製品、サービスのすべてを管理対象とすべきであるということが

明確にされた。 

②間接的な環境側面への対応の徹底 

「環境側面」のなかで、組織が直接管理できなくとも、組織が影響を及ぼすこと

ができる環境側面が環境マネジメントの対象になることが明確化された。これに

伴い、考慮すべき環境側面の例示リストは表 1.1.2 のように改訂され、特に「環

境を及ぼせる環境側面」として、設計、製造プロセス、物流に加え、使用・廃棄

段階までのライフサイクルをとおした環境配慮を求めている。さらに影響を及ぼ

せる側面として「生物多様性」までもが対象になっている。 

 

このように、組織が影響を生じると思われる環境側面の扱いが明確にされたことで、

製品のもつ環境側面がより重視されるようになり、今後、製品のサプライチェーンで

の環境側面の把握を明確に要求しており、ライフサイクルにわたっての環境影響配慮

が必要になろう。 

図1.1.6 環境マネジメントシステム導入の手順（例）4)

経営責任者による導入の決意と表明

↓

環境マネジメント担当役員の任命

↓

環境管理責任者並びに推進事務局の整備

↓

環境マネジメントシステム文書の作成開始

↓

推進体制の整備：部門推進責任者の教育

↓

組織活動の環境影響の評価実施

↓

環境方針、環境目的、環境側面の設計

↓

環境マネジメントプログラムの作成

↓

従業員の教育

↓

システムの運用

↓

内部環境監査の実施、不適合の抽出

↓

経営層による見直し：是正
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なお、改訂による ISO14001 の審査登録の移行措置については、新規格発行から 6
カ月間を「準備期間」とし、いずれの規格でも審査基準として利用できる。これ以降

は、改訂 ISO14001 に基づく審査がなされる「実施時期」となる。既審査登録組織は、

改訂規格発行から 18 カ月間は移行期間であるが、それ以降は新規格に対する不適合

は猶予されない。 

野生生物及び生物多様性

運搬、使用及び使用後の処置

原材料及び天然資源の採取及び運搬

廃棄物管理

請負者及び供給者の環境パフォーマンス記載無し

包装及び輸送

製造プロセス

設計及び開発

影響を及ぼせる
環境側面

その他、地域の環境・社会問題

物理的属性（大きさ、外見など）

廃棄物及び副産物廃棄物管理

放出エネルギー（熱、振動など）

エネルギーの使用

原材料及び天然資源の使用原材料及び天然資源の使用

土地への排出土地の汚染

水系への排出水系への排出

大気系への排出大気系への排出

直接管理できる
環境側面

ISO14001:2004ISO14001:1996

表1.1.2 考慮することが望ましい環境側面
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1.2 環境活動評価プログラム（エコアクション 21） 

民間団体や環境省、地方公共団体などが、中小事業者を対象に環境マネジメントシ

ステムや認証制度を制定することが広がっている。そのなかでも、環境活動評価プロ

グラム（エコアクション21）は、環境省が1996年より、幅広い事業者に対して環境マ

ネジメントの簡易な手段を提供する目的で、その普及を推進している。エコアクショ

ン21 は、中小事業者における環境への取り組みを促進するため、その後何度か改定

されているが、環境問題に関するグリーン購入の進展等の様々な新たな動きを踏まえ

て、その内容が2004年4月に全面的に改定された5)。このプログラムでは、中小事業者

でも簡易な方法により環境保全への取り組みが展開でき、かつその結果を「環境行動

計画」として取りまとめて、公表できるように工夫されている。 

 

1.2.1 エコアクション21の構成 

エコアクション21(EA21)・2004 年版5)は以下に示す2つのチェックおよび2つのガ

イドラインの計4つで構成されている。 

①環境への負荷の自己チェックの手引き 

この手引きでは、事業活動に伴う環境への負荷の容易な把握方法を提示しており、

環境経営システムを構築し、環境への取り組みを適切に実施するために、まずど

のような環境負荷があり、それがどの程度の量なのか等の、自己の環境負荷の状

況を正しく把握することが必要不可欠であることを述べている。 

②環境への取り組みの自己チェックの手引き 

ここでは、環境のために事業者に期待される具体的な取り組みのチェックリスト

を示し、自己チェックにより環境への取り組み状況を認識し、今後実施していく

べき具体的な取り組みを明らかにするようになっている。 

特に、対象とする環境負荷項目を選択するとき、事業活動全体を見渡して、「ど

の事業活動が環境に大きな影響を与えていると思われるか」を検討し、その事業

活動がカバーされるように項目を選択することが重要であり、CO2排出量、廃棄

物排出量及び総排水量を把握することを求めている。 

具体的には、ISO14001と同様に「計画－実施－チェック－行動」のマネジメン

トモデルに従っているので、中小事業者はこの2つの手引きに従って、評価項目

及び選択シートを参考にPDCAの活動を検討することになる。 

③環境経営システムガイドライン 

中小事業者の環境への取り組みを促進するとともに、その取り組みを効果的・効

率的に実施するため、ISO14001 規格を基礎としつつ、中小事業者でも取り組み

やすい環境経営システムのあり方をガイドラインとして規定している。 

④環境活動レポートガイドライン 

中小事業者が取りまとめて公表すべき環境活動レポートについて規定している。 

 

これら4つの取り組みのフローを図1.2.1にまとめて示した。 
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図1.2.1 エコアクション21の取り組みフロー5) 

 

また、「エコアクション21 認証・登録事業者」として認証され、登録を行うため

には、上記の全ての項目に取り組み、環境経営システムのガイドラインの要求事項を

満たしていることが必要であるので、以下に認証・登録を受けるために必要な「ガイ

ドラインの要求事項」を示す。 

 

1.2.2 環境経営システムガイドラインでの要求事項 

環境への負荷の自己チェックおよび環境への取組の自己チェックと同様に、環境経

営システムガイドラインは計画(Plan)、計画の実施(Do)、取り組み状況の確認・評価

(Check)及び全体の評価と見直し(Action)のPDCAのサイクルを基本とし、全体では12 
項目で構成されている。このPDCAサイクルを繰り返すことによって、環境経営シス

テムをより良く改善していくとともに、環境への取り組みの効果を高め、「継続的な

改善」を図ることができる。 

図1.2.2には、PDCAのサイクルとそれに対応した要求項目の関連付けを示した。 
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図1.2.2 PDCAサイクルと要求項目の関係5) 

 

以下に、環境経営システムガイドラインとして、PDCAの各ステップで要求されて

いる12項目を示す。 

①環境方針の作成 

代表者（経営者）は環境経営に関する方針（環境方針）を定め、誓約する。環境方

針は、環境への取り組みの基本的方向を明示し、全ての従業員に周知する。 

②環境負荷と環境への取り組み状況の把握及び評価 

事業活動に伴う環境負荷を把握するため「環境への負荷の自己チェック」を実施し、

その結果を踏まえ、経営上取り組みの対象とすべき環境負荷を特定する。二酸化炭

素排出量、廃棄物排出量及び総排水量（水使用量）は必ず把握する。環境への取り

組み状況を把握、評価するため「環境への取り組みの自己チェック」を実施する。 

③環境関連法規等の取りまとめ 

事業活動に当たって遵守しなければならない環境関連法規、条例及びその他の規制

を整理し、取りまとめる。 

④環境目標及び環境活動計画の策定 

環境方針、環境負荷及び環境への取り組み状況の把握・評価結果を踏まえて、具体

的な環境目標及び環境活動計画を策定する。環境目標は、可能な限り数値化する。 

⑤実施体制の構築 

エコアクション21 環境経営システムを構築・運用し、環境への取り組みを実施す

るために効果的な実施体制を構築する。実施体制においては、各自の役割、責任及

び権限を定め、全員に周知する。 

⑥教育・訓練の実施 

エコアクション21 の取り組みを適切に実行するため、必要な教育・訓練を実施す

る。 
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⑦環境コミュニケーション 

環境活動レポートを作成し、公表する。外部からの環境に関する苦情や要望を受付

け、必要な対応を行う。 

⑧実施及び運用 

環境方針、環境目標及び環境活動計画を達成するために必要な取組を実施する。 

⑨環境上の緊急事態への準備及び対応 

環境上の緊急事態を想定し、その対応策を定め、定期的な訓練を実施する。 

⑩取組状況の確認及び問題の是正 

環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況を、定期的に確認・評価する。 

環境関連法規等の遵守状況を定期的に確認する。環境目標の達成及び環境活動計画

の実施状況に問題がある場合は、是正処置を行い、必要に応じて予防処置を実施す

る。 

⑪環境関連文書及び記録の作成・整理 

エコアクション21 の取り組みを実施するのに必要な文書を作成し、整理する。 

エコアクション21 の取り組みに必要な記録を整理する。 

⑫代表者による全体の評価と見直し 

代表者（経営者）は、エコアクション21 全体の取り組み状況を評価し、全般的な

見直しを実施し、必要な指示を行う。 

 

上記のように、環境経営システムガイドラインでは要求項目が示されており、こ

れらを遵守することによって認証登録を行うことが可能となる。 

 

1.2.3 環境活動レポートガイドライン 

エコアクション21 に取り組み、認証・登録を受ける事業者は「環境活動レポート」

を取りまとめ、公表することが必要である。以下に要求事項を示す。 

①環境活動レポートの取りまとめ 

次の事項を盛り込んだ環境活動レポートを取りまとめる。 

 環境方針 

 環境目標とその実績 

 主要な環境活動計画の内容 

 環境活動の取り組み結果の評価 

 環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

②環境活動レポートの公表 

環境活動レポートを、事業所において備え付け、一般の閲覧を可能にして公表す

る。さらに事務局に送付する（事務局が取り組み事業者名を公表する）。 

また、可能な場合は、環境省が設置する「環境報告書データベース」、自社のイ

ンターネットホームページ又は冊子において公表される。 
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また、エコアクション21では各指標の取りまとめとして、総エネルギー投入量、総

物質投入量、水資源投入量、温室効果ガス排出量、化学物質保管量・排出量･移動量等、

総製品生産量又は総製品販売量、廃棄物等総排出量及び廃棄物最終処分量、総排水量

及び水質汚濁物質を計量することが必要であり、企業での原燃料の入力や出力である

製品、排出物などを把握することが必要である。表1.2.1には代表的な温室効果ガスで

あるCO2の排出量を把握するための換算表を示した。この表のうち、企業に於ける消

費量を把握すれば、CO2排出量に変換できる。 

 

表1.2.1 CO2排出量把握のための記入表5) 

 

その他の燃料の取り扱いでは、「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイド

ライン（試案ver1.4）」（環境省地球環境局）を参照して、排出量を算出するよう推

奨している。また、その他の温室効果ガスである「メタン」「一酸化二窒素」「ハイ

ドロフルオロカーボン類」「パーフルオロカーボン類」「六フッ化硫黄」についても、

同書を参照して事業者にあった集計表を作成する必要がある。 

 

消費量
（A)

排出量
（kg-CO2）

（A×B）or
（A×B×C)

割合

ｋＷｈ 0.378 （kg-CO2/kWh)

Ｌ 0.0679 （kg-CO2/MJ) 36.7 (MJ/l)

Ｌ 0.0693 （kg-CO2/MJ) 39.1 (MJ/l)

Nm3 0.0513 （kg-CO2/MJ) 41.1 (MJ/Nm3)

ｋｇ 0.0494 （kg-CO2/MJ) 54.5 (MJ/kg)

液化石油ガス(LPG) ｋｇ 0.0598 （kg-CO2/MJ) 50.2 (MJ/kg)

Ｌ 0.0671 （kg-CO2/MJ) 34.6 (MJ/l)

Ｌ 0.0687 （kg-CO2/MJ) 38.2 (MJ/l)

ＭＪ 0.067 （kg-CO2/MJ)

ｔ 2680 （kg-CO2/ｔ)

ｔ 2900 （kg-CO2/ｔ)

ｔ 2600 （kg-CO2/t)

ｔ

100.0二酸化炭素合計

そ
の
他

その他合計

エネルギー消費合計

二
酸
化
炭
素

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

化石燃料合計

廃
棄
物
焼
却
処
理

一般廃棄物（廃プラのみ）

産
廃

廃油

廃プラスチック

合計（年）

排出係数
（B)

単位

購入電力

灯油

重油

都市ガス

液化天然ガス(LNG)

ガソリン

軽油

熱供給

廃棄物焼却処理合計

そ
の
他

その他合計

単位発熱量
（C)
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以上のように、エコアクション21は、環境経営システムである環境マネジメントシ

ステムを組織内に構築し、運用することにより、環境への取り組みをより効果的・効

率的に推進することを目的としており、組織内の無理や無駄の排除、目標管理の徹底

等にも効果をあげることができる。2つのチェックおよび2つのガイドラインの計4つ
を利用することにより、幅広い事業者に対して環境への取り組みを効果的・効率的に

行うシステムを構築するとともに、環境への取り組みに関する目標を持ち、行動し、

結果を取りまとめ、評価し、報告するための方法を提供する中小事業者等でも容易に

取り組める環境マネジメントシステムである。 

 

なお、エコアクション21の認証・登録は、財団法人地球環境戦略研究機関6)により、

「エコアクション21認証・登録制度実施要領」に基づいて実施されている。具体的に

は、ガイドラインの要求事項を満たした環境経営システムを構築・運用し、環境活動

レポートを作成・公表した事業者が、その適合状況についてエコアクション21審査人

による審査を受け、審査において適合していると認められた場合に「エコアクション

21認証・登録事業者」として財団法人地球環境戦略研究機関 持続性センターに登録

され、既に100件以上が認証登録されている。詳細は、同センターホームページを参

照されたい。 

 

 

[参考文献] 

1) 産業環境管理協会：CEAR NO.15,p122 (2004.12) 
2) 日本規格協会：http://www.jsa.or.jp/iso/ 
3) 吉澤正：ISO14000 環境マネジメント, p5,日本規格協会(2003.5) 
4) 吉澤正：ISO14000 入門,日本経済新聞社(2003) 
5) 環境省：エコアクション 21・2004 年版 

6) 環境戦略研究機関：http://www.ea21.jp/eco21/eco02.html 
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第２章 機械産業等の環境報告書に関する動向 

 

2.1 環境報告書に係る動向 

2.1.1 環境報告書の現状 

環境報告書は、「事業活動における環境配慮の方針、目標、取り組み内容・実績及びそ

のための組織体制・システム等、自らの事業活動に伴う環境負荷の状況及び事業活動にお

ける環境配慮の取り組み状況を、環境報告書の一般的報告原則に則り総合的・体系的に取

りまとめ、これを広く社会に対して定期的に公表・報告するもの」であると環境省の環境

報告書ガイドライン（2003 年版）に定義されている。 

 日本における環境報告書の普及は、1993 年より通産省が企業の環境保全計画の策定と

公開を求める「環境に関するボランタリープラン」を推進したことに始まった。また 1996
年に環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 が発行されると、認証取得企

業ではその運用結果が内部に蓄積され、報告書作成の素地が固まってきた。そして 1997
年に開始された「環境アクションプラン大賞」等の表彰制度により優良な環境報告書が注

目を集める中で多くの企業が作成に着手し始めた。 
このように環境報告書は、行政・企業・NGO・学識経験者等が自主的な取り組みとし

て意見を出し合い事例を積み重ね、改善を図りながら普及が進んできている。また昨今、

企業不祥事が多発したことから、企業に情報公開を求める社会的要求はますます高まって

きている。そのような背景の中、2005 年 4 月には環境配慮促進法（正式名称：環境情報

の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律）が施

行されることになった。この法律は、国に準じた公的事業を行う法人等に対して 2005 年

度実績より環境報告書の作成を義務付け、民間事業者については、大規模事業者には報告

書作成を努力義務とし、中小事業者については国が発行を促進する施策を講じることされ

ている。いずれも民間事業者に対して報告書の発行を義務付けされるものではないが、今

後報告書作成の社会的要求が高まることは言うまでもない。 
環境省によるアンケート調査をみると、環境報告書を発行する企業は毎年増加している。

2003 年度には 743 の組織が環境報告書を作成し、238 の組織が次年度には作成予定であ

るとの結果が出されており、今後もこの増加の傾向はしばらく続くと考えられる。 
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2.1.2 環境報告書作成の意義・メリット 

2003 年 3 月に環境省が発行した「環境報告書ガイドライン」では、環境報告書の基本

的機能として以下のようなことが挙げられている。 
 

① 事業者と社会の環境コミュニケーションツールとしての外部機能 
事業者が自分たちの環境にかかる活動を様々な利害関係者に理解してもらうため

のコミュニケーションの重要なツールとして、環境報告書を挙げている。環境問題

に関する取り組み・目標を体系的にまとめ、公表・製薬することで企業の環境保全

に対する姿勢を示し、外部からの意見・評価を吸い上げることが重要である。環境

報告書の効果を十分に得るためには、利害関係者との双方向のコミュニケーション

の中でその活用方法を考えていくことが重要である。 
 
② 社会的説明責任に基づく情報開示機能 

企業はその事業活動を通じて大きな環境負荷を発生させているので、環境への取り

組みについて、投資家・消費者・従業員・地域住民など、企業を取り巻く違い関係

者に対して公表する責任があると考えられる。利害関係者が必要とする情報として、

製品の環境配慮、環境負荷、環境保全への取り組み、研究開発状況、環境リスク管

理などの情報開示が考えられる。 
 

③ 利害関係者の位置決定に有用な情報を提供する機能 
利害関係者が製品やサービスを選択する際や、投資先等の選択をする際には、各種

の製品情報や経営情報の開示が不可欠である。その際には、環境面やリスク管理等

に関する情報が、重要な判断材料になると考えられる。企業にはそのような意思決

出典：環境省｢平成15年度環境にやさしい企業行動調査｣ 

図 2.1.1 環境報告書作成企業数の推移 

(ｎ=2,967)
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定の判断材料となる情報を、利害関係者に提供することが求められている。 
 

④ 事業者の環境保全活動推進のツールとしての機能 
環境報告書の作成・公表は、企業内部においても以下のようなメリットをもたら

すと考えられている。 
 自らの目標や取り組みの状況が公表されることにより、企業が社会に対して

それらを宣言したことになるため、企業内部での取り組みがより着実に進め

ることができる 
 環境報告書の作成により、いい意味で外部の目や同業他社との比較を意識し、

前向きに取り組みを進めることができる 
 組織の環境保全への取り組みを従業員に対して啓蒙・教育することによって、

従業員の環境意識を高める効果が期待できる 
 

⑤ 企業自身の環境に関する方針・目標・行動計画等の作成と見直しの機能 
環境負荷の実態や取り組みの状況を外部に毎年継続的に報告することにより、企業

自身が報告の内容を充実させるため、事業活動における環境配慮の取り組みの内容

やレベルを自主的に高める効果がある。また、報告書の発行を続けることで、環境

情報の収集システムが整備され、事業者自身の環境方針、目標、行動計画等の見直

しや策定の契機となる。 
 
このような環境報告書の機能は、環境報告書を発行するメリットと考えることができる。

環境省の企業に対するアンケート調査において、企業が環境情報公開の目的として、「社

会的説明責任を果たすため」「利害関係者とのコミュニケーションのため」「環境の取り組

みの PR のため」「社員教育のため」が上位を占めていることからも、このようなメリッ

トを感じ、環境報告書が作成されている現状がうかがえる。 
 

情報提供等の社会的な説明責任を果たすために公開している 72.4%  

自社における環境に関する取り組みの PR のために公開している 67.3%  

利害関係者とのコミュニケーションのために公開している 65.2%  

社員等への環境に関する教育のために公開している 48.6%  

欧米等における情報公開制度にならい公開している 2.0%  

その他 2.4%  

回答なし 0.8%  

出典：環境省「平成 15 年度 環境にやさしい企業行動調査結果」 

 
また、最近では目標の未達成や事件・事故などのマイナス情報であっても、その理由や

今後の対応を環境報告書に示し、コミュニケーションを図る取り組みが行われている。た

表 2.1.1 環境情報公表の目的 



 

 19

とえ企業にとってネガティブな情報であっても、それらを隠すのではなく情報開示する姿

勢を多くの利害関係者は、誠実な姿勢として受け止めている。  
しかし、環境報告書の作成によって企業は、環境情報の収集のための時間や費用などを

負担する必要があるという現実もある。「なぜ環境報告書を発行するのか」「発行したあと、

どのように活用するのか」など企業がそれぞれに考えていくことや、一気に先進企業のよ

うな報告書をめざすのではなく、できるところから徐々に開示していくというようにそれ

ぞれの企業に合った環境報告書作りを進めていくことが期待される。 
 
2.1.3 環境報告書のガイドライン 

 
(1)  環境省「環境報告書ガイドライン（2003 年度版）」 

 環境報告書を作成しようと考えた際に参考になるのがガイドラインで、その中でも多く

の企業に活用されているのは、環境省で発行している「環境報告書ガイドライン（2003
年度版）」（以下、ガイドライン）である。 
 このガイドラインは、発行企業のみならず、これから環境報告書を作成しようとする事

業者も考慮し、環境報告書発行を推進する姿勢を示している。さらに、環境報告書の読者

にとっても企業の発行する報告書を評価する手引きとなっている。 
このガイドラインには、まず報告書の一般報告原則として、表 2.1.2の 5 点が書かれて

おり、それらを満たすことが環境報告書には求められている。 
 

表 2.1.2 環境報告書の一般報告原則 

 
 
また、ガイドラインに示された記載すべき項目は表 2.1.3のとおりである。この項目は

記載の順序を表したものではない。記載項目も最初からすべての項目を網羅する必要はな

く、多くの場合初めは実績を把握できる範囲で作成し、毎年データの把握や取り組みを進

めて年ごとに改善を重ねている。 

【目的適合性】 
読者の期待やニーズに適合しているか。適切なタイミングで公表されているか。 

【信頼性】 
記述内容が正確で、必要な情報を網羅的に記載。偏見のない中立的な記述。不確実な

情報は慎重に表現。 
【理解容易性】 

わかりやすい表現、情報提供。 
【比較容易性】 

経年変化、同業他社との比較、異業種間での比較 
【検証可能性】 

客観的な立場から検証可能か。 
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このガイドラインは環境報告書作成のためのものであるが、環境以外に「社会的取り組

みの状況」が分野/項目として挙げられている。これは企業の社会的責任（CSR）への関

心が急速に高まり、社会的取り組みに関しても情報開示を進めなければならないという機

運が広がっていることも大きく影響していると考えられる（社会的取り組みの報告につい

ては、2.1.4以降に詳しく述べる）。 

（1）経営責任者の緒言（総括及び誓約を含む） 

（2）報告に当たっての基本的要件（対象組織・期間・分野） 

基本的項目 

（3）事業の概況 

（4）事業活動における環境配慮の方針 

（5）事業活動における環境配慮の取り組みに関する目標、計画

及び実績等の総括 

（6）事業活動のマテリアルバランス 

事業活動における環境

配慮の方針・目標・実

績等の総括 

（7）環境会計情報の総括 

（8）環境マネジメントシステムの状況 

（9）環境に配慮したサプライチェーンマネジメント等の状況 

（10）環境に配慮した新技術等の研究開発の状況 

（11）環境情報開示、環境コミュニケーションの状況 

（12）環境に関する規制遵守の状況 

環境マネジメントに関

する状況 

（13）環境に関する社会貢献活動の状況 

（14）総エネルギー投入量及びその低減対策 

（15）総物質投入量及びその低減対策 

（16）水資源投入量及びその低減対策 

（17）温室効果ガス等の大気への排出量及びその低減対策 

（18）化学物質排出量・移動量及びその低減対策 

（19）総製品生産量または販売量 

（20）廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 

（21）総排水量及びその低減対策 

（22）輸送に係る環境負荷の状況及びその低減対策 

（23）グリーン購入の状況及びその推進方策 

事業活動に伴う環境負

荷及びその低減に向け

た取り組みの状況 

（24）環境負荷の低減に資する商品、サービスの状況 

社会的取り組みの状況 （25）社会的取り組みの状況 

環境省「環境報告書ガイドライン（2003 年版）より 

表 2.1.3 環境報告書ガイドラインによる環境報告書の記載項目 
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(2)  環境省「環境報告書作成基準案」 

この「環境報告書作成基準案」（以下、作成基準案）は、環境省「環境報告書ガイドラ

イン（2003 年度版）」（以下、ガイドライン）に続き、2003 年春に公表された。 
作成基準案は全ての事業者の環境報告書に共通する最低限満たすべき基本的枠組みを

目指したものであり、ガイドラインのエッセンスを抽出するように配慮されている。 
作成基準案の構成は、①環境報告書が最低限満たすべき基本的な枠組みを示す「本文」、

②本文の内容を補足する「注解」、③重要な環境パフォーマンス指標に関する例を示した

「付表」、の 3 つから成り立っている。そのうち「本文」と「注解」は、11 項目にそれぞ

れ対峙して記されている。まず「１．目的」が記載され、その次に「２．一般的報告原則」

が示されている。その内容はガイドラインと同じ「目的適合性」「信頼性」「理解容易性」

「比較容易性」「検証可能性」の 5 つで、それぞれに書かれている注解も、ほぼガイドラ

インからの抽出となっている。そして「３．環境報告書」に含まれる記載事項で 8 項目が

挙げられ、「４．以降」で、それら 8 項目の具体的な内容が解説されている、という構成

になっている。 
表 2.1.4 環境報告書作成基準本文及び注解の項目 

 
 
作成基準案は、ガイドラインのエッセンスとして位置付けられるので、基本的には注解

や付表を含めて、ガイドラインに書かれている内容の一部が作成基準に盛り込まれている。

これらはガイドラインのエッセンスであるから、記載項目も絞られていて、これから環境

報告書の発行を開始する事業者にとっては取り組みやすい内容と考えられる。 
 
2.1.4 社会的取り組みの記載 

ここ 1、2 年で企業の社会的責任（CSR）への関心が急速に高まっている。CSR とは、

利害関係者の利益のバランスを配慮して持続可能な価値創造とよりよい社会をめざすも

のである。企業が CSR を果たすための活動としては、環境に加えて社会的な取り組みが

必要である。社会的な取り組みとはすなわち、「労働慣行と公正な労働条件」「人権」「社

会」「製品責任」などの取り組みである。そして、それらの取り組みを利害関係者に説明

し、密なコミュニケーションをとるためのツールとして、報告書が注目されている。 

１．目的 
２．一般的報告原則 
３．環境報告書に含まれる記載事項 
４．対象期間及び対象組織 
５．事業の概況 
６．事業活動における環境配慮の方針 
７．事業活動への環境配慮の組込みに関する目標、計画及び実績等の総括 
８．環境マネジメントシステムの状況 
９．環境に関する規制の遵守状況 
10．業活動に伴う環境負荷及びその低減に向けた取り組みの状況 
11．環境負荷の低減に資する製品、サービス等の状況 
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これらの社会的取り組みを、環境に加えて報告する報告書は、「環境・社会報告書」、「サ

ステナビリティ報告書」、「CSR 報告書」（以下総称して「CSR 報告書」）などと呼ばれて

いる。現在、社会的取り組みを CSR 報告書に掲載している企業は、図 2.1.2 に示してい

るように、「既に記載」「可能な範囲で記載」で環境報告書発行企業の約 7 割になっている。 

39%

6%
6%2% 8%

32%
7%

既に掲載

可能な範囲で記載

記載を検討中

必要性を感じず記載しない

わからない

その他

無回答

 

 
 
環境報告書ガイドライン 2003 年版には、先に述べたとおり、これらの社会的取り組み

の記載についても触れられている。また、それ以前に国際的な NGO である GRI (Global 
Reporting Initiative)が発行している「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライ

ン 2002（日本語版は GRI 日本フォーラム（URL http://www.gri-fj.org/index.html）で

入手可能）」（以下「GRI ガイドライン 」と呼ぶ）にも触れられている。GRI ガイドライ

ンは、経済・環境・社会のトリプルボトムラインの概念に基づく報告書を作成するための

ガイドラインとして作成・公表されており、世界中の CSR 報告書を作成している会社に

参考にされている。 
ガイドラインに示された記載すべき項目は表 2.1.5のとおりである。社会的取り組みの

記載を報告書に記載する検討をする場合には、参考にできるガイドラインである。 
 
 
 セクション 概要 

1 ビジョンと戦略 報告組織の持続可能性に関する戦略の記述。最高経営責任

者の声明を含む。 

2 報告組織の概要 報告組織の構造、事業、および報告書の範囲の各概説。 

3 統治構造とマネジメン

トシステム 

ステークホルダーの参画への取り組みなどを含む、組織構

造、方針、マネジメントシステムの記述。 

4 GRI ガイドライン対照表 ガイドラインの記載事項が組織の報告においてどこに表示

されているかを示す表。 

5 パフォーマンス指標 報告組織がもたらす影響の尺度。統合パフォーマンス指標、

経済的パフォーマンス指標、環境パフォーマンス指標、社

会的パフォーマンス指標に分けられる。 

GRI「サステナビリティリポーティングガイドライン 2002」より 

出典：環境省｢平成15年度環境にやさしい企業行動調査｣

表 2.1.5 GRI ガイドラインの概要 

図2.1.2 社会的取り組みの記載 
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2.1.5 報告書のターゲット 

 2.1.2 で挙げたように、環境報告書や CSR 報告書は企業の説明責任を果たす役割を担

う。説明責任を果たすためには、読み手のニーズに適合した情報提供の必要がある。しか

し、企業を取り巻く利害関係者は非常に幅広くそれらの関心は多岐にわたるため、ターゲ

ットを明確にしないと、情報をすべて盛り込んだ分厚い報告書を作成するか、もしくは読

み手のニーズに応えることができない中途半端な報告書になる可能性がある。だから報告

書のターゲットを明確にすることは、報告書の重要な検討事項となる。 
 報告書のターゲットは、その企業の業種・業務内容・規模等によって変化するが、取引

先・株主・地域住民・行政機関のような企業の外部の主体だけでなく、従業員や経営層と

いった企業の内部も含まれる。 
では、どのようにターゲットを決めればいいのだろうか。経済産業省が発行している｢ス

テークホルダー重視による環境レポーティングガイドライン 2001｣では、ステークホルダ

ーの利害の嘔気を評価する指標をいくつか考えるという例を紹介している。理論的な方法

といえるが、評価する手間はかかる。 
東証一部上場企業を対象に行った調査結果（表 2.1.6）では、企業が環境情報開示の対

象として「株主・投資家」次いで「顧客企業」を最も重要視しているという結果が出てい

る。 
きちんと評価する・しないは別として、環境報告書や CSR 報告書の作成には費用と労

力がかかるものであるから、自社のメリットを考えた上でターゲットを決めることが必要

である。 
表 2.1.6 最も重要な環境情報開示の対象者 

                     （n＝314） 

対象者 企業数 ％ 

株主・投資家 95 29.3 

顧客企業 85 26.2 

消費者 59 18.2 

地域住民 27 8.3 

従業員 21 6.5 

行政機関 11 3.4 

格付け機関・アナリスト 5 1.5 

市民一般・学生 3 0.9 

マスコミ 3 0.9 

業界団体 2 0.6 

エコファンド 2 0.6 

その他 1 0.3 

IGES 関西センター2003 年 4 月調べ 

東証第一部企業 1523 社対象（有効回答率 21.3%） 
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 また、ターゲットを決める際に気をつけなければならないのは、環境報告書や CSR 報

告書は媒体のひとつであるだけであって、報告書のターゲット以外の利害関係者への説明

責任は変わらずにある、ということである。それらを考慮し、様々な媒体を用いて情報開

示を進めていくことが必要になってくる。 
 
2.1.6 報告書の信頼性を高める方法 

 報告書の信頼性に関して、財務報告書では一定の要件を満たす場合に公認会計士による

監査が法令で義務付けられているのに対し、環境報告書や CSR 報告書には現在そのよう

な制度はない。しかし、環境報告書を作成・公表する事業者は着実に増加しつつあり、今

後は、さらなる環境報告書の普及促進と信頼性の向上を図っていくことが重要である。 
環境省が企業を対象に行ったアンケート調査（図 2.1.3）では、環境報告書を作成して

いると回答した企業のうち 16.3％が第三者機関による審査を実施、10.8％が内部監査を実

施している。また第三者機関による審査や内部監査を検討中と回答した企業が 33.1%であ

ることから、約 6 割の企業が何らかの対策を実施済み、または必要と考えているというこ

とになる。 
 

 

 

 

 

 

一方で、環境報告書の読者はどのように受け止めているのだろうか。インターネットで

の個人に対するアンケート調査（表 2.1.7）では、環境報告書の信頼性向上の方法につい

て重要なものを尋ねたところ、監査法人による保証と、学識経験者等の見解の付与が、い

ずれも 5 割を超える支持を得ている。また、基礎データの公開は 4 割以上が支持している

が、これは読者自身が環境報告書の点検に加わることも意味し、特に関心の高い読者にと

図 2.1.3 環境報告書の信頼性向上の手段 

出典：環境省「平成 15 年度環境にやさしい企業行動調査結果」
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っては自ら詳細な分析も可能にするものである。 
表 2.1.7 信頼性向上手段で重要と思われるもの 

                             （単位：％、複数回答） 

 学識経験者や

消費者などの

見解をつける

監査法人が正

確性など何ら

かの保証をす

る 

基礎データを

ＨＰやＣＤ－

ＲＯＭなどで

公開する 

企業がNPOと協

働で環境報告

書を作成する 

全回答者   1335 名 53.6 53.9 42.5 24.3 

消費者     928 名 56.7 53.4 42.7 25.1 

株主・投資家 147 名 50.3 49.0 39.5 25.9 

企業従業員  107 名 40.2 49.5 44.9 17.8 

企業関係者   56 名 35.7 66.1 46.4 23.2 

研究者等     39 名 48.7 56.4 43.6 15.4 

 企業の環境に関する情報についてのアンケート 2003 年 8 月 日経リサーチ実施 

 
また、環境省ではその正確性を審査する検討が行われている。これは、環境報告書の 

記載情報の正確性および先に述べた「環境報告書作成基準案」（2004 年 3 月）への準拠性

について第三者が判断するもので、その基準は、「環境報告書審査基準案」として 2004
年 3 月に発表されている。この審査基準案には、環境報告書の信頼性を向上するための審

査事項や審査手続きが示されている。 
 

 
 参考；環境省作成資料 

図 2.1.4 報告書の第三者審査のイメージ 

 
環境報告書や CSR 報告書は企業が自発的に作成しているものであり、読者にとっては

その内容が本当に正しいかどうかを確認する術がない。報告書の信頼性の向上のためには、

何らかの形で信頼性向上のための取り組みを進めることが企業にとっても重要になって

くるであろう。 
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2.2 素形材ユーザー企業の環境対応と環境報告書事例 

2.2.1 トヨタ自動車（株）の環境対応と環境報告書 
 
(1) トヨタ自動車㈱の環境対応 

 トヨタ自動車㈱の環境経営につい

ては、図 2.2.1 に示すように「豊か

な 21 世紀社会への貢献」を目指し、

トヨタ基本理念に「クリーンで安全

な商品の提供を使命とし、あらゆる

企業活動を通じて、住みよい地球と

豊かな社会づくりに取り組む」と謳

い、2000 年 4 月に改訂した「トヨタ

地球環境憲章」、「環境取組プラン」

に従い、生産関係実施事項としては

図 2.2.2 に示すように、ゼロエミッ

ションへの挑戦、関係会社との協力、積極的な情報開示・啓発活動を行っている。 
 
当社の「環境マネジメントシステム、EMS」の重点方針は、図 2.2.3 に示すように、遵

法としての「異常・苦情ゼロ」、未然防止のための「リスクの最小化」、更に、環境パフォ

ーマンス向上としての「各種指標の世界№1、地域№1」の実現をめざしている。 

  
 ゼロエミッションの取り組みの一

つとして、廃棄物低減については、当

社は「5R 活動」と呼び、図 2.2.4 に

示すように、Refine（質変換）、Reduce
（低減）、Reuse（再使用）、Recycle
（再利用）、Retrieve Energy（エネ

ルギー利用）の 5 つの切り口で取り組

みを行なっている。 

豊かな２１世紀社会への貢献

各部門・各工場別の取組方針と目標各部門・各工場別の取組方針と目標

実行と達成のための取組み実行と達成のための取組み

環境取組ﾌﾟﾗﾝ環境取組ﾌﾟﾗﾝ 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

システムシステム

トヨタ地球環境憲章トヨタ地球環境憲章

トヨタ
基本理念

クリーンで安全な商品の提供を使命とし

あらゆる企業活動を通じて、住みよい

地球と豊かな社会づくりに取組む

00年４月改訂

[行動指針]

　　１　生産・使用・廃棄の全ての段階で

　　　　ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝに挑戦

　　２　関係会社との協力

　　３　社会的取組みへの積極的な参画

　　４　積極的な情報開示・啓発活動

[基本方針]

　　１　豊かな21世紀社会への貢献

　　２　環境技術の追求

　　３　自主的な取組み

　　４　社会との連携・協力

図１　図１　トヨタ自動車の基本方針・行動指針の基本方針・行動指針図 2.2.1 トヨタ自動車の基本方針・行動指針 

図３　生産環境重要方針

ＥＭＳＥＭＳ

遵　法

未然防止
環境
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
向上

異常･苦情
ゼロ

異常･苦情
ゼロ

リスクの
最小化

リスクの
最小化

世界NO.1 
地域NO.1 

世界NO.1 
地域NO.1 

図 2.2.2 生産関係環境取組プラン 図 2.2.3 生産環境重要方針 

行動指針

ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝに挑戦

関係会社との協力

取組プラン

・温暖化防止

・廃棄物低減と省資源

・環境負荷物質の管理・低減

・水資源の節約

・物流合理化

・調達ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの定着
①ISO取得
②部品・資材の

化学物質含有量の報告

積極的な情報開示、
啓発活動

・環境報告書の充実
・従業員への教育、啓発活動

RefineRefine
（質変換）

ReduceReduce
（低減）

ReuseReuse
（再使用）

RecycleRecycle
（再利用）

５Ｒ 対応方策

別用途での有効利用

エネルギー資源としての
活用

Reuse，Recycleが可能な
材料への変更

発生源での廃材発生量の
低減

廃材の同一工程内再使用

RetrieveRetrieve
EnergyEnergy
（ｴﾈﾙｷﾞｰ利用）

図 2.2.4 廃棄物低減活動の考え方（５Ｒ活動）
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2000 年に達成した全工場・事業所の「工場からの直接埋立廃棄物ゼロ」をはじめ発生源

対策による低減活動を積極的に進めている。     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 鋳造工程での Reduce・Recycle の取り組みの実施事例を図 2.2.6 に示すが、従来、大量

の直接埋立を行なっていた鋳鉄生砂鋳造ラインから発生する集塵ダストに対し、分級処理

を行い、粗粒分は鋳物砂として Reuse（再使用）、微粉分はセメント原料や鉄資源に Recycle
（再利用）することで埋立をなくすことができ、直接埋立ゼロ活動の達成に大きく寄与し

ている。 

一方、地球温暖化の対策については、CO2 排出低減に重点的に取り組んでおり、生産工

モデル工場で直接埋立ゼロを試行 → 全社展開

間接埋立処分廃棄物

廃棄物の処理系統

直接埋立処分

リサイクル

取り組みﾚﾍﾞﾙと達成時期

難

易

直接埋立廃棄物ゼロ

間接埋立

廃棄物ゼロ

廃棄物ゼロ

達成時期

社内中間処理

（焼却等）

難
易
度

１

図 2.2.5 廃棄物ゼロへの取り組み 

図 2.2.6 鋳物廃砂の再使用、再利用事例 

集塵機

埋立

３７，０００ ton/年

鋳物集じんﾀﾞｽﾄの分級

従 来

鋳物砂
(砂回収工程へ）

鉄資源

セメント原料
Recycle

Recycle

Reuse

９，７００ ton/年

８００ ton/年

２６，５００ ton/年

微粉

ファン

分級機分級機

粗粒

磁選機

分級用集塵機

ｻｲｸﾛﾝ

今 回

集塵機

再利用（Recycle）

再使用（Reuse）

粒度≦７４μ

粒度＞７４μ
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程でのエネルギー使用量を低減してきている。（図 2.2.7）生産工程で使用しているエネル

ギー別の構成比率を図 2.2.8 に示すが、電力が 60％強、重油が 20％、ガス 10％の順で多

く使われており、鋳造工程としては、キュポラの燃料としてのコークス使用が特徴的であ

る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

また、車づくりにあたっての生産工程別エネルギーを図 2.2.9 に示すが、溶解等の多エ

ネルギー消費工程をもつ鋳造が最も多くのエネルギーを使用しており、CO2 排出低減活動

のニーズが高い。これに対するエネルギー低減の考え方を図 2.2.10に示すが、原則として

「エネルギー消費量÷生産量であるエネルギー原単位」を指標として低減活動を展開・評

価している。また、エネルギーを生産直接利用分と機器ロス及び無効分に層別し、見える

ようにし、取り組み計画を立てている。 

 
低減の進め方としては、「生産量とエネルギー消費を連動化させた少エネルギー対策」と

「エネルギー消費自体の省エネルギー対策」に分けて取り組んでいる。（図 2.2.11）この省

エネルギー対策の鋳造工程での事例を図 2.2.12に示すが、リジェネ方式ガスバーナーの採

用により、アルミ鋳造工程の保持炉の CO2排出量を従来の電熱式に比べ 60％低減できた。 

図 2.2.7 トヨタのＣＯ２排出実績 図 2.2.8 生産工程におけるエネルギー別構成比率 

生産に直接寄与
して いないエネ
ルギー低減

②③のエネルギ
ー消費上のロス
低減

・スタンバイエネルギー
・ラインストップ時
の消費エネルギー

モーター、ポンプ等
の機器ロス、排ガス、
放熱ロス等熱ロス低減

考え方

生産直接利用

消費エネルギーＢ

生産量（Ｃ）

エネルギー消費量（Ｂ）
エネルギー原単位 ＝

生産（Ｃ）

（Ｂ）＝１００

③
②

①
生産に直接必要
なエネルギー
低減

・切削エネルギー
・溶解エネルギー
・ブース空調エネルギー

無効分

機器ロス

①

②

③

図 2.2.9 生産工程別エネルギー使用割合 図 2.2.10 エネルギー低減の考え方 

鋳造

22%

機械

19%

塗装

18%

その他

18%

鍛造･熱処

理

10%

溶接

4%

成形

3%

プレス

2%

組立

2%

電子部品
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 次に、資源ロスの極小化を狙った「資

源製品化率向上活動」について紹介する。 
「資源製品化率」とは各工程のインプッ

ト（購入資材重量＋他工程からの再利用

＋同一工程からの再利用）に対するアウ

トプット（製品重量）の割合を示すもの

で、そのイメージを図 2.2.13に示すが、

その改善のためには不良低減や鋳造歩

留りの向上、切粉・鋳バリなどの回収再

使用、及びプレス屑・鍛造屑等の再利用

が必要となる。 
 
 また、鋳造粗材の寸法精度向上などによ

り、鋳造品の加工部位を減らすアクション

（ネットシェイプ化）なども、資源製品化

率を上げる効率的手段であり、図 2.2.14

の鋳鉄ナックルの例では、機械加工比率を

1995年の 23％から 1999年では 15％まで

低減してきており、2005 年のモデルでは、

6％までの大幅低減に取り組んでいる。こ

れにより、鋳造工程では、溶解量が減り、

その分、溶解炉等での消費エネルギーが低

減できることになり、また、機械加工工程

でも、機械を動かすエネルギー低減が図られ、エネルギー原単位の大幅改善が得られる。

この活動は設計の初期からの活動が必要であり、当社では、SE（サイマルティニアス エ

ンジニアリング）活動の中で、設計・生産技術・製造技術のメンバーが協力しあって推進

している。 

購入資材
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端材・不良
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鋳造
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DC

資源製品化率の定義
【鋳造の例】

資源ロス量

資源製品化率 =

他工程（プレス等）からの再利用 B

製品重量

図 2.2.13 資源製品化率向上活動 
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図 2.2.14  精度向上による加工のミニマム化 

《リジェネバーナ採用によるアルミ保温炉の省エネ》
リジェネバーナとは
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排ガス
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切換弁

Bバーナ

蓄熱体 蓄熱体

炉

２０℃ ２００℃

９００℃ １０００℃

蓄熱体を有する一対のバーナを
交互に切換え燃焼
＜特徴＞
１）予熱空気の高温化
２）排気温度の低下
３）炉内温度分布の改善

大巾な省エネ

電熱式アルミ保温炉
（８基）

ガス焚きリジェネ方式
アルミ保温炉

約６０％のCO2低減

CO2低減量

900トン／年

効果実施事例実施事例

図2.2.12 鋳造工程の省エネ事例 図2.2.11 エネルギー低減の進め方

◆少ｴﾈﾙｷﾞｰ対策

1）非稼動時の設備停止
2）生産量に合わせた設備の運転
3）定常ｴﾈﾙｷﾞｰ消費の低減

・生産量とｴﾈﾙｷﾞｰ消費の連動化

◆省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策
・ｴﾈﾙｷﾞｰ消費のミニマム化

1）圧力、温度等の設定値の最小化
2）放熱、洩れ等のﾛｽの低減
3）故障低減
4）廃熱回収
5）ｲﾝﾊﾞｰﾀ等の設備対策
6）加熱源の変更等のｴﾈﾙｷﾞｰ転換
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(2) トヨタ自動車㈱の環境報告書      

 当社は、1998 年度から「環境報告書」を毎年発行し、事業活動に伴う環境への取り組み

について情報開示の充実に努めてきている。トヨタにとってこの環境への取り組みは持続

可能な企業経営の最重要課題の一つであるとともに、社会に対する責任を果たす上で最も

積極的に取り組んでいる分野の一つである。また、2003 年度からは、「環境報告書」から

「Environmental ＆ Social Report（環境社会報告書）」とタイトルを新たにし、情報開示

の範囲を拡大してきた。この「Environmental ＆ Social Report」は、トヨタのホームペ

ージに掲載しており、誰でも閲覧することができる。(文末参照) また、申し込みがあれば

入手可能であり、その入手方法もホームページに掲載されている。 
2004 年度「環境社会報告書」の内容について、下記に示す。 

 

トヨタ自動車 環境社会報告書   Environmental & Social Report 2004    
(2002年版までは環境報告書 ) 

目次   
トップメッセージ   
企業理念   
2003 年度の環境取り組みハイライト  
環境マネジメ ント  

環境に対する基本的な考え方   
取り組み体制  
２００３年度の目標と活動結果   
環境関連事故･訴訟など   
第 3 次「トヨタ環境取組プラン」中間レビュー結果  
環境会計   

開発・設計   
製品環境マネジメントシステム   
排出ガスの低減  
燃費の向上   
車外騒音の低減   
クリーンエネルギー車の開発   
車室内 VOC 低減   
LCA への取り組み   
２００３年度［国内向け乗用車］新型車・モデル

チェンジ車の主要環境データ  
自動車環境総合評価体制「 Eco - VAS 」の導入 

調達・生産・物流  
＜調達＞ サプライヤーと連携した環境取り組み  
<生産＞資源投入量 と環境への排出量  

生産環境マネジメントシステム 
リスク低減への取り組み 
未然防止の徹底   
地球温暖化防止   
環境負荷物質の低減   
廃棄物の低減  
省資源の取り組み   
水資源の節約  
大気･水質データ  
［工場の取り組み］下山工場  

<物流＞   管理の充実   
低減活動   CO2排出量の低減   

梱包･包装資材の使用量低減  
拠点活動（地域からの苦情ゼロ）  

  
 

リサイクル・流通 
＜リサイクル＞ 

理念・体制の整備   
開発・設計段階の取り組み   
リサイクル技術の開発   

＜流通＞ 
自動車リサイクル法への対応指針策定  
自動車リサイクル法への対応   

自動車周辺及びその他事業   
環境教育・コミュニケーション   
スペシャルストーリー 環境への貢献を、質から量

に進化させた新型プリウス     
連結環境マネジメント  

連結EMSの主な対象会社   
２００３年度の取り組み方針と結果   
連結EMS対象会社への支援   
連結EMS対象会社の取り組み   
［グローバル環境データ］  
［環境取り組み事例］   
  中央精機株式会社（日本・安城市）  
 FTMS（中国・北京市）   
 TMI （イタリア・ローマ）  

  アラウンド ザ ワールド   
トヨタの環境関連の主な受賞実績   
新型プリウスの主な受賞実績   
ステークホルダーとのかかわり   
従業員 

人材育成 
安全で働きやすい職場づくり   
機会均等と多様性の尊重   

社会 
ステークホルダーとの対話   
サステイナブル・モビリティに向けて   
社会貢献活動～社会とのパートナーシップ 
トヨタ白川郷自然学校２００５年 4 月開校  
［取り組み事例］   
 アフリカ、アジア、北米、南米、欧州   

継続的報告  
経済性パフォーマンス  
会社概要 
Environmental & Social Report 2004  に関する

第三者審査 

2004
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 2000 年度版環境報告書で記載した鋳造に関係した内容である、「明知工場の鋳造工程での

環境取り組み事例」を下記に紹介する。     
 
① 膨大な量の廃棄物のゼロ化への挑戦     
 エンジンや足廻り部品を製造する明知工場は、果樹園に隣接することから建設計画の

時点で、煙・塵・臭いが周辺に漏れないよう無窓工場とした。    
 建物には集塵用の高い塔が並び、工場の中では鉄を溶かす低周波炉やキュポラから

1,500 度の真っ赤な溶湯が流れ出している。廃棄物の主な発生源である鋳造は、砂で型を

つくり、そこに溶けた鉄を流し込んで部品を成型する工程である。そのため、溶解炉か

らは数種類のスラグ（キュポラから約 4,800t／年、電気炉から約 7,300ｔ／年）が発生し、

使用済みの鋳型砂は 2,200ｔ／年の廃砂となり、各工程では 1 万 9,000t／年の集塵ダスト

が発生する。さらに、電気炉の耐火レンガの定期的な取り替えにより 3,800t／年の廃棄

物が発生する。 
 1997 年から工場長をトップに明知工場環境委員会を発足し、製造エンジニアリング室

室長を責任者に、廃棄物低減を初めとする環境改善活動を開始した。そして、1998 年度

末にユニット工場のモデル工場に選ばれると、直ちに埋立廃棄物ゼロ活動に取り組んだ。 
        
② 改善の進度を確認できる仕組みで意欲を高める    
 「明知工場は廃棄物量が多い分、低減効果も大きい。つまり我々が頑張らねば、トヨ

タ全体の低減も進まないということだ」と、プロジェクト・メンバーの決意は固かった

が、問題は 1,900 人の従業員の意識を高める方法であった。人は、一方的に指示されて

もなかなか動くものではない。埋立廃棄物ゼロは、全員が自発的に行動してこそ達成で

きる目標だけに、意識付けが最も重要である。そして、議論を繰り返すなかで、メンバ

ーの一人が発言した。「並行して行っているエネルギー低減活動では誰もが積極的だ。こ

れはなぜか？一人ひとりの努力や工夫が、使用量という数値に反映される。つまり成果

を目で確認することが次の意欲を呼び起こすのではないか」と。これが突破口となった。 
 確かに明知工場の廃棄物の多くは、量的な問題から機械で自動回収されるため、担当

の工程から大量の廃棄物が出ていることを実感するのは難しい。そこで、これをどのよ

うな方法でどれほどの費用をかけて処理しているかを従業員に理解してもらう。次に、

工場として発生する適正量を設定して具体的な努力目標を示す。さらに、パソコンに入

力した廃棄物発生量を社内イントラネットで誰もが確認できる体制をつくり、グラフを

掲示して成果を一目瞭然とした。 
 こうして従業員の廃棄物への意識が明らかに変わり、廃棄物の分別もきめ細かく実施

され、発生量は大幅に減少した。      
        
③ 逆有償から有価物への転換を     
 明知工場で大量に発生する鋳鉄スラグや集塵ダストの多くは、費用を払ったうえセメ

ント工場や路盤材メーカーに回収してもらう逆有償で処理されている。しかし、逆有償

のままでは、相手先の事情で回収や再利用できなくなった場合、埋立廃棄物に戻ってし
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まう可能性がある。これを資源として確実に売却できる有価物にすれば、埋立廃棄物ゼ

ロの目処付けもできる。  
 こうした資源有効活用法の開発を担うのが、各部署から人材を集めて 1998 年に設置し

た「戦略室」である。ここでは、廃棄物を分析したうえで再利用しやすい処理方法や適

当な売却先などを検討する。       
 たとえば、脱硫スラグにはカルシウムやカリウムが含まれていることに着目し、製鋼

用の添加剤として売却できるようにしたり、鋳鉄スラグは鉄資源として売却できるよう

にしてきた。また、集塵ダストについても、土壌改良材としての開発を行っている。現

在、スラグを加工して保水性にも富む数種類の改良材を試作し、キュウリやトマトの育

成経過を見守っている。 
一方、キュポラから発生する水滓スラグをブレンドして圧縮し、レンガ原料として売

却する研究も行っている。一般のレンガのように焼成して焼き固めなくとも、水はけの

良いレンガとなることから、省エネ生産型のレンガとして評価試験中である。 
 また、廃砂とコンクリートブロックを混ぜた路盤用ブロックをメーカーと共同開発し

たところ、愛知県三好町の役場駐車場に採用され、2000 年 5 月に 2 万枚の路盤材が敷き

つめられた。今、戦略室スタッフは埋立廃棄物が激減していくグラフを見つめながら「こ

れまで廃棄物の山だったものが、宝の山に見えてきた」と目を輝かせる。 
        
④ ゼロエミッションをめざして、不可能を可能に    
 多くの人々の熱意と努力が実を結んで、堤工場は 1999 年 10 月に目標より 6 ヶ月早く

埋立廃棄物ゼロを達成し、明知工場も 1999 年 11 月に 7 ヶ月早く目処付けを完了した。 
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図 2.2.15 廃棄物「ゼロ」への取り組み 
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 多種類への取り組みも、大量処理への挑戦も、当初の目標はほぼ達成した。何よりの収

穫だったのは、「廃棄物は資源化できる」という従業員の意識の変革である。それは、炉の

解体時に発生する熱処理耐火レンガのように、引き取り先が再資源化しやすいよう何度も

やり取りを重ねるといった地道な活動へと結びつく。こうした取り組みがやがて大きな実

を結ぶのである。 
 今後の課題は、これまでの活動をより高いレベルで定着して維持していくこと、さらに、

仕入先やリサイクル事業者との連携を深めつつ、有効な資源としてより付加価値を高めて

いくための技術開発を促進することである。そして、経済性では、当面は分別の徹底やリ

サイクルコストの負担等でコストアップになるものの、将来的には発生源対策の充実でコ

ストダウンを図っていく。 
 他の工場でも、モデル工場で生まれた技術やノウハウを単に展開するだけではなく、そ

の工場独自のアイデアや工夫を凝らし、2003 年度末までに全工場で埋立廃棄物ゼロを達成

するという目標の前倒しに懸命に取り組んだ。      
 工場に入ってくる資源を極限まで再利用するなどして使い切り、廃棄物を出さない生産

体制を確立しなければ、循環型社会の到来もあり得ない。しかし、埋立廃棄物ゼロを達成

したあるスタッフが漏らしたひと言が、それは決して不可能ではないことを確信させてく

れる。「これまで、ゴミが出るのは当然だと考えていましたが、この活動を通して、今では

大半が再利用できることがわかりました。」       
 それは、“ゴミ”を“資源”と言い換えて目標を達成したように、従業員一人ひとりの知

恵と行動力を結集することで、“不可能”も“可能”に置き換えられることを示している。 
 

[トヨタ自動車㈱の環境情報] 

  ウェブサイト；http://www.toyota.co.jp/jp/environment/ 
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2.2.2 松下電器グループの環境報告書 

 
(1) はじめに 

松下グループ1 (以下、当社という)には世界で 34 万人の従業員が働いており、国内

だけでも 5 千社以上の資材購入先をはじめとする様々な関係先から協力を得て、家

電・AV 機器をはじめ情報機器、産業機器から電子デバイス類に至るエレクトロニク

ス製品を 45 ヶ国・約 240 工場で生産し、170 ヶ国・年間約 8 兆 8 千億円の規模で販

売する企業連合である。当社の販売は約 54％が海外で行われており、世界中のあらゆ

る事業場で環境負荷を削減しながら事業や雇用を守り、その地域の持続可能な発展に

貢献することが重要と考えている。1990 年頃より特に欧米の企業から取引条件の前提

として環境対策とその情報開示を強く求められたこともあり、グローバルに事業活動

を行なう企業の責務として、積極的に環境活動と情報開示を進めてきた。 
 
(2) 企業経営と環境コミュニケーション 

いまや環境活動は企業の社会的責任（CSR：

Corporate Social Responsibility）の中心的位置

付けとして、すべての事業活動を行う前提ともい

うべき、企業戦略上の重要な位置を占めるに至っ

ている。そして企業には、優れた環境活動に努力

するのみならず、それを社会へ適切に伝える責務

があり、ブランドと製品に社会から信頼・支持が

得られなければ、継続的な環境経営の発展は望み

得ない。環境コミュニケーションは企業と社会を

繋ぐ役割を担っており、コミュニケーション活動

の優劣は企業価値をも左右する時代になったとい

っても過言ではないだろう。（図 2.2.16） 

 
欧米の先進企業では 1990 年頃より環境報告書をはじめとする戦略的な環境コミュ

ニケーションが実践されてきた。当社が本格的に環境情報の開示を行ない始めたのは

1997 年、地球温暖化防止京都会議（COP3）の直後からである。社会的に環境問題へ

の関心が高まる中、当時の経営トップや現場担当者の強い思いを背景に、当社は環境

活動の強化を図る節目の時期を迎え、その一環として、「環境報告書」をはじめとする

コミュニケーションをスタートし、試行錯誤を繰り返しながら進化させてきた。当時

より当社の環境活動は地道ながら着実な進展を続けていたこともあって、その努力に

恥じないコミュニケーション活動にすべく、同分野で世界トップレベルの企業にキャ

ッチアップすることを急いだ。 
                                                  
1 松下グループ：松下電器産業を親会社とする連結決算対象会社約 300 社。2003 年 12 月に松下電

工㈱が子会社化する前は松下電器グループと称した。 

図2.2.16 企業経営と社会・環境 

環境コミュニケーション

社
会

環
境

松下電器

環境経営環境経営
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(3) 環境分野のステークホルダー 

環境報告書の根幹である環境パフォーマンスデータはタイムリーな情報収集が容易

ではない。集められたデータは現場の実力値を如実に表しており、次なる施策を進め

るために重要である。そもそも企業の環境活動は経営者や従業員にも見えにくいもの

であり、それらを管理していくためには、データで把握・開示して社会の目にさらす

ことで自らのポジションを知ることが欠かせない。 
さらに、環境問題はあらゆる立場に関わるテーマである。財務情報開示の主対象が

投資家であるのと比べ、環境情報の利害関係者（ステークホルダー）は極めて多彩で

あるため、それぞれの利害や関心に合わせたキメ細かな対応が不可欠である。当社は

環境コミュニケーションの有効性を検証しながら、環境報告書をはじめインターネッ

トホームページ、展示会、フォーラム、マスコミへの対応、広報活動、電子メールの

対応、などを通して世界各地域で様々な環境情報開示を行ってきた。例えば一般消費

者へのメッセージは新聞広告や環境ラベルで平易に伝える、などメディアの特性や対

象者層に合わせた情報提示を心掛けてきた。具体的に重視している対象者としては、

経営資源のインプットとアウトプットに直接関係する立場の方々、すなわち一般消費

者、資材調達先、投資家、取引先、環境 NPO、従業員、などの立場の方々である。 
 
(4) 環境報告書の取り組み 

環境報告書はこれら環境コミュニケーション

の中核となる媒体で、当社は 1997 年度以降、

毎年発行している。配布部数は日本語版と英語

版を合わせて毎年約 3 万部で、2004 年には初

めて中国語版を発行し、中国の社内外から好評

を得ている。読者層は、製品ユーザーの立場が

35％と最も多く、次いで企業・団体、株主・投

資家、と続く。環境に関わる仕事や研究に直接

携わっていない、いわゆる環境の専門家でない

読者も多いと推測している。当社は事業領域的にも幅広い読者層に役立つ情報を提供

すべきと考え、「当社の環境活動に関心のある一般読者にも理解できる、わかりやすい

冊子にすること」を制作の基本としてきた。“わかりやすく”することは難しい挑戦で

ある。（図 2.2.17） 
   

当社が環境報告書を発行する目的は 2 つである。ひとつは、環境の専門家でない読

者も含めて、グループの環境活動の全体を、データと事実に基き、理解しやすい工夫

をして伝えることである。もうひとつの目的は、グループ全社で取り組んでいる活動

の状況を正しく社会に開示することにより、一層の環境経営を加速することである。 
  当社は連結決算対象会社が 300 社を超える多様な事業体の集合である。グループの

図2.2.17 読者の属性 

 2004年度アンケート回答より(ｎ=120件)

製品ユーザ３５％

企業・団体 
２１％

株主・投資家１０％

他

研究教育機関９％
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環境活動の全体を適切に把握し開示することは容易ではなく、また特定の事業分野や

製品のデータだけであたかもグループ全体であるような錯覚を与える開示も避けねば

ならない。そこで環境報告書づくりの基本的な考え方として、①グループ全体の活動

を伝えること、②環境影響が大きいテーマに重点を置くこと、③社会が当社に高い関

心を寄せるテーマに対応すること、④情報量とわかりやすさを共存させること、⑤企

業活動のダイナミズムを伝えること、を心掛けてきた。 
  また、これまで世界のガイドラインを分析するとともに、各企業の環境報告書をベ

ンチマーキングした上で独自の工夫を積み重ねてきた。これらの努力の結果、UNEP
（国連環境計画）と英国・SustainAbility 社（2004 年は Standard and Poors 社も参

画） が隔年で行なう世界の報告書ランキングでは 2000 年に 39 位、2002 年に 22 位、

2004 年に 34 位、と一定の評価を受けている。 
 

(5) GRI ガイドラインへの挑戦 

グローバルな環境報告書のガイドラインとして「GRI サステナビリティリポーティ

ングガイドライン」がある（詳しくはhttp://www.globalreporting.org/）。GRI（Global 
Reporting Initiative）の提唱する報告書記載事項は、①ビジョンと戦略、②報告組織

の概要、③統治構造とマネジメントシステム、④GRI ガイドライン対照表、⑤パフォ

ーマンス指標（経済・環境・社会）、の 5 つである。 

日本では⑤のパフォーマンス指標の是非と報告書への掲載有無ばかりが注目され

てきたが、当社は GRI の思想で重要な点は①および③であると考えている。つまり持

続可能な発展に向けて事業活動が及ぼす影響は何か、その回避にどのような戦略を持

ち経営資源を投入しているか、ステークホルダーの参画を含めた統治機能を持ってい

るか、など持続可能性へのビジョンが問われているのだと考える。日本企業もグロー

バルに意志を表明すべきである。報告書に掲載するものは、つまるところ企業のスピ

リッツである。 
GRI に代表される環境報告書のグローバルな標準化への動きは、もはや止まらない

だろう。むしろ GRI などが目指す企業活動の方向性を先取りして、積極的に変革へ関

与していくことが企業戦略として必要だと思う。環境コミュニケーションの進展はさ

らに企業を相対評価させ、持続可能性をめざした世界の企業間での競争が激しくなる

だろう。また、今後は環境報告書のみならず、インターネットを使った情報開示や、

リアルなコミュニケーションの場として、ステークホルダーとの対話の役割も重要で

ある。 
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(6) 環境経営報告書 2004～松下らしさの模索～ 

 昨 年 の 報 告 書 で は 正 式 名 称 を 「 The 
Panasonic Report for Sustainability2004」（図

2.2.18）と変更し、持続可能な社会の実現に向

けた取り組みの意志を表す企業レポートと位置

付けた。その中で、CSR について言及し、経営

理念を根幹とした

「持続可能な社会へ

の使命」を松下らし

い言葉で示すことに

挑戦した。その骨子

は「お客様の目線で、

お客様の幸せのため

に行動すること」で

あり、経営理念の再

確認であった。 
（図 2.2.19） 

 
 そして一人でも多くの読者に読んでもらうため、いかに読みやすいものにするか、

かつ松下らしいものにするかという観点で工夫を凝らした。その一つとして従業員一

人ひとりが自らの仕事を通じて社会への貢献を目指すストーリー「ハイライト 2003」
を企画した。企業レポートとして松下らしさを伝えるものにしたいという想いの具現

化に努めた。 
 

図2.2.19  持続可能な社会への使命

図2.2.20  「ハイライト2003」より 

図2.2.18  環境経営報告
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(7) 今後の展望～市民社会と呼吸できる企業活動へ～ 

社会から企業への環境情報の開示要求が原動力となり、その中核となる媒体として

環境報告書は急速な進化を遂げてきた。そして CSR の潮流と合流する形で広がり、

さらに SRI（社会的責任投資）という金融市場の発展がこれを加速させている。グロ

ーバリゼーションの加速を背景に、IT に支えられた市民の力が大きくなる 21 世紀、

企業は市民社会と向き合いながら対話を重ねることで、新しい事業活動のヒントを得

て、新しいイノベーションを生み出すことができるのではないだろうか。当社は持続

可能性報告の発展を、市民社会と呼吸する新しい企業風土への変革の機会と捉え、さ

らなる挑戦を続けていきたいと考えている。 
 

 
[松下電器産業㈱の環境情報] 

ウェブサイト；http://panasonic.co.jp/eco/index.html 
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2.3 素形材企業の環境対応と環境報告書事例 

2.3.1 アイシン高丘㈱の環境対応と環境報告書 

 

(1) 会社概要 

 アイシン高丘㈱は、創業時から「緑を大切にする工場」の思想を今日まで引き継ぎ、

敷地内の自然林を大切にして地域社会の環境保全に取り組むとともに、鋳鉄製品・アル

ミ製品などの専門メーカーとして、地球環境との調和を図りながら、自動車産業のニー

ズに応える高品質で魅力ある製品づくりに取り組んでいる。また、鋳造サプライヤーと

して新工法、新技術にチャレンジするとともに、環境関連の分野での新たなビジネスの

創造に取り組んでいる。 
表 2.3.1 アイシン高丘㈱の概要 

設   立 1960 年（昭和 35 年）3 月 8 日 

本社所在地 〒473-8501 愛知県豊田市高丘新町天王 1 

資 本 金 5,396 百万円 

売 上 高 1,159 億円(2004 年 2 月末現在) 

従 業 員 数 2,582 名(2004 年 2 月末現在) 

国 内 拠 点 本社工場、吉良工場、東浦工場 

営 業 所 東京営業所、大阪営業所、浜松営業所 

海 外 法 人 10 社（アメリカ、インドネシア、タイ、中国） 

〔主要製品〕 

 
 
(2) 当社の環境への対応 

 当社のものづくりは、設計・開発から生産に至る全ての活動において、環境に配慮し

た循環型の生産を目指しており、省エネルギー、廃棄物を出さないものづくり、有害化

学物質の使用禁止等の、環境負荷を低減する活動に取り組んでいる。また当社の産業廃

棄物の特性に着目した環境アメニティ分野への新規事業に取り組み、音響・防音製品、

緑化育成材、脱臭剤、水質浄化材等の開発が生産に結びつく成果を収めている。環境管

理のしくみ改善では、2001 年に ISO14001 マネジメントシステムの全社統合を図り、

環境改善活動のスピードアップを図ると共に、システムの見直しを積極的に進め、環境

レベルの向上に努めている。 
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(3) 環境報告書発行に至る背景 

 社会経済の発展、グローバル化とともに、地球環境保全という問題が大きくクローズ

アップされてきたが、当社は創業時より、「環境と会社経営との調和をはかる」を会社

理念に掲げ行動してきた。こうした理念のもと 1999 年に吉良工場をスタートとして

ISO14001 マネジメントシステムの導入を進め、以後、全社にシステムを拡大してきた。

そして 2001 年には、従来にも増して企業としての社会的責任を遂行する上で情報開示

が必要と考え、また、この開示により更に環境管理のレベル向上を図ることができると

考え、環境報告書の作成・発行を意志決定した。 

  〔環境報告書発行のねらい〕 

 

 

 

 

 

(4) 環境報告書の内容 

2001 年度より発行を始め第 4 号となる「環境報告書 2004」の記載内容は表 2.3.2 の

通りである。以下、この報告書の内容に沿って当社の環境への取り組みを紹介する。 

表 2.3.2 「環境報告書 2004」の内容（目次から） 

環境マネジメント ・宣言文 ・環境方針 ・環境取り組み体制 ・環境取り組み事項の達成状況 
・ISO14001 への対応 ・環境会計 ・環境教育／啓発  ・環境保全活動の連携

環境保全への取り組み ・環境に配慮した技術／製品開発  ・地球温暖化防止活動 
・廃棄物低減活動  ・地域環境保全と環境負荷物質低減活動 
・緑の工場づくり   ・水資源使用量の低減活動 

環境アメニティ事業へ
の取り組み 

・廃棄物再資源化開発 
  （環境製品、音響製品への再資源化開発） 

社会的活動 ・各工場の社会的活動  ・安全／衛生活動  ・環境トピックス 

 

(5) 環境マネジメント 

1) 環境方針 

 当社は 1999 年 10 月に、次に示す「環境理念」、「環境方針」を策定し、これをも

とに地球・地域環境保全に全社を挙げて活動している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔環境理念〕 
アイシン高丘は、地域と融和した“緑の工場”を基本として、全社的な環境への取り組みを継続

的に展開し、地球的規模での環境保全に積極的に貢献していきます。 
 
〔環境方針〕 
1.当社は、事業活動に係わる環境への影響を認識し、環境目的・目標、計画を定めて、環境マ

ネジメントシステムの継続的改善を行い、見直しを行う。 
2.環境に関する法規制を遵守するとともに、自主基準を整備し、管理の向上に努め、環境汚染

の予防活動を行う。 
3.環境への影響を低減するため、技術開発と発生源対策に努め、省資源、省エネルギー、リサイ

クル、廃棄物低減活動に取り組む。 
4.工場緑化に努めるとともに地域社会との協調を大切にし、地域、地球環境保全活動へ積極的

に協力する。 

①環境に関する社会的な説明責任の遂行 

②地域社会との環境コミュニケーション 

③自主的な環境保全活動の促進 

④当社従業員の環境意識高揚 

環境管理のレベル

向上 

環境負荷低減 

リスク回避 

経営に

貢献 
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2) 環境取り組み体制 

環境保全の取り組みを体系的に

推進するため、方針展開を行う環

境委員会組織と、環境負荷低減活

動の各テーマを横断的に推進する

専門部会を設け、活動展開の促進

を図っている。 

各環境委員会は四半期毎に、専門

部会は毎月開催し、環境活動の

PDCA を効果的に廻している。 

図 2.3.1に環境管理組織を示す。 

 

 

 

3) 環境取り組み事項と達成状況 

当社の環境取り組みは、中長期プランである「2001～2005 年環境取り組みプラン」

に沿って年度計画を策定し、全社展開をはかり推進している。その取り組みは、①環

境に配慮した技術・製品開発、②生産活動での環境負荷の低減、③地域社会との共生、

④環境教育・啓発、⑤総合的な環境マネジメントを行動指針として活動を進めている。 

ここでは「②生産活動での環境負荷の低減」について、その取り組み項目と活動結

果を表 2.3.3 に紹介する。 

 

 

 

表 2.3.3  環境取り組み項目と活動結果（例示） 

図 2.3.1 環境管理組織 
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4) 環境規格 ISO14001 への対応 

1999 年の吉良工場での ISO14001 認証取得後、2001 年に環境マネジメントシステ

ムの全社統合を図り、システムの継続的な改善により、省エネ・省資源活動において

大きな成果を上げている。また、内部環境監査の充実をねらいに内部環境監査員の拡

充では、現在、103 名（管理者層の 3 割）を監査員として登録できている。 

 

5) 環境会計 

当社では、環境保全活動へ経営資源を効率的に活用し、

環境レベルの向上を図るために、環境保全活動に必要とし

た支出（環境コスト）の把握と、環境保全活動による経済

効果の把握を実施している。 

①環境コスト 

 2003 年度の環境コストを環境省の環境会計ガイドラ

インを参考に集計した結果、投資額 182 百万円、費用

1,899 百万円で、環境コスト総額は 2,081 百万円であっ

た。最近の環境コストの推移を図 2.3.2 に示す。 

②経済効果 

 2003 年度の事業エリア内の単年度効果額は、省エネルギーによる費用低減 245
百万円、廃棄物低減・リサイクルによる費用低減 28 百万円で総額 273 百万円であ

った。 

 

6) 環境教育・啓発 

①環境教育・訓練 

環境教育として、毎年、新入社員教育はもちろんのこ

と、階層別教育、仕入先教育等を定期的に実施し環境へ

の自覚向上に努めている。また、各職場では、油の漏れ

などの万一の事故を想定した緊急時対応訓練を実施して

いる。緊急時対応訓練の実施状況を図2.3.3に紹介する。 

②啓発活動 

 社内報「エバーグリーン」において環境保全活動に関

する記事を掲載し、社員の意識向上のための情報発信を

定期的に行っている。毎年 6 月の環境月間、2 月の省エ

ネ月間では、省エネ改善事例発表会や省エネ標語、創意

工夫事例の募集、環境展示会等の各種行事により啓発に

努めている。 

また、グループ企業連携での啓発活動も定例的に実施

している。アイシングループ合同での省エネ事例発表会

を図 2.3.4に、環境展を図 2.3.5に紹介する。 

図 2.3.2 環境コストの推移 

図 2.3.4 省エネ事例発表会 

図 2.3.5 グループ環境展 

図 2.3.3 緊急時対応訓練 
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7) 環境保全活動の連携 

当社は、トヨタ自動車㈱の連結環境マネジメント、アイシン精機㈱の連結環境マネ

ジメントの対象会社として、環境への取り組みの一体化と共有化を目指した活動を展

開している。取り組み目標の達成に向け

「オールトヨタ生産環境会議」、「アイシ

ン連結環境委員会」を軸とした活動展開

組織への参画により、グループ企業との

連携活動を深めている。図 2.3.6 にアイ

シングループの推進体制を紹介する。 

 

(6) 環境保全への取り組み 

1) 環境に配慮した技術・製品開発 

 当社では、自動車燃費向上排出ガス浄化等のニーズに応えるため、製品の薄板軽量

化・軽量材への置換、新技術を用いた排気ガスの清浄化を行っている。これらの開発

事例を技術展示会等で紹介しており、その状況を図 2.3.7 に示す。 

 〔環境ニーズ：CO2 低減〕 

 

 

 

 

〔環境ニーズ：排出ガス浄化〕 

       

 

 

2) 地球温暖化防止活動 

 当社は、鋳鉄製品、アルミ製品を鋳造から機械加工までの一貫生産により生産して

おり、特にキュポラ、低周波炉等の溶解工程等において多量のエネルギーを消費する

ことから、CO2 排出量低減・省エネルギー活動を最優先課題と捉え、全社活動を推進

している。これまでの主な取り組みと当社のエネルギー消費の内訳を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔CO2 排出量低減の推移〕 

自動車
燃費向上

部品の軽量化

効率向上

鋳物の一体化・ﾆｱﾈｯﾄｼｪｲﾌﾟ

軽量材料への置換

塑性加工製品の薄板化

＜開発例＞

触媒早期
活性化

排出ガス温度
低下防止

触媒とｴｷｿﾞｰｽﾄﾏﾆﾎﾙﾄﾞ一体化

二重管保温ｴｷｿﾞｰｽﾄﾏﾆﾎﾙﾄﾞ
図 2.3.7  人とくるまの 

テクノロジー展へ出展 

図 2.3.6 アイシングループの推進体制 
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LPG  2%
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エネルギー消費の内訳

　　　　（原油換算値）

158
千KL/年

電力　61%
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灯油　0.1%

エネルギー消費の内訳

　　　　（原油換算値）

158
千KL/年
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 2003 年度は、生産増の要因

から CO2排出量が昨年に続き

前年を上回っているが、鋳造

の歩留り向上、インバータモ

ーターの採用等の省エネ活動

の成果から原単位の低減は出

来ている。 

 

 

 

3) 廃棄物低減活動 

発生廃棄物の埋立てゼロの達成に

向け、発生量の低減、リサイクル拡

大への取り組みを全社的に推進し、

2002年 8月に全工場での埋立廃棄物

ゼロを達成している。現在は、発生

量そのものを減らす活動、再資源化

のレベル向上活動へと、廃棄物ゼロ

エミッション活動の第 2 ステップの

活動に取り組んでいる。 

4) 地域環境保全と環境負荷物質低減活動 

 鋳造工場の溶解工程、造型工程等のばい煙・

粉じん対策として大型集塵機（約 40 基）を導

入し、汚染物質の排出抑制を行うとともに、排

水対策として、法規制を上回る自主管理基準を

設定し、水質保全に努めている。また、化学物

質の環境負荷低減対策として、新規材料の事前

評価、PRTR 法対象物質の低減活動を進めてい

る。図 2.3.11 にその推移を示す。 

表 2.3.4 廃棄物ゼロエミッション活動 

●セメント原料リサイクル拡大
　（ショット廃砂・溶解ダスト）

●路盤材原料へリサイクル
　（耐火材・ノロ屑・廃砂・

　　脱硫スラグ）

３　

Ｒ　

活　

動

環
境
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
分
野

●防音製品：防音床システム
　（鋳鉄粉）

●水質浄化：急速ろ過材
　（集塵ダスト）

●生物脱臭剤
　（溶解ダスト）

●脱硫スラグの再使用
　（キュポラで石灰原料化）

●廃砂の工程内再使用
　（砂処理へのリターン）

●空気浄化：生物処理担体
　（集塵ダスト）

●エココンクリートブロック：
　　あいくる材認定
　（キュポラスラグ）

●廃砂の工程内再使用拡大
　（砂処理へのリターン）

●集塵ダストの添加材利用
　（砂処理へのリターン）

●脱硫スラグの発生源低減
　（脱硫剤の使用量低減）

●水質浄化：急速ろ過材の
　　販売拡大（集塵ダスト）
●防音製品の生産拡大
　　（鋳鉄粉）
●培養土材料への販売
　（キュポラスラグ）
●防音シート材料への拡大

　（鋳鉄粉）

埋立て廃棄物のゼロ（リサイクル拡大・再使用）

　廃棄物ゼロエミッション　　　　　　　　第１ステップ　　

発生量低減活動

　第２ステップ

●セメント原料リサイクル拡大
　（ショット廃砂・溶解ダスト）

●路盤材原料へリサイクル
　（耐火材・ノロ屑・廃砂・

　　脱硫スラグ）

３　

Ｒ　

活　

動

環
境
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
分
野

●防音製品：防音床システム
　（鋳鉄粉）

●水質浄化：急速ろ過材
　（集塵ダスト）

●生物脱臭剤
　（溶解ダスト）

●脱硫スラグの再使用
　（キュポラで石灰原料化）

●廃砂の工程内再使用
　（砂処理へのリターン）

●空気浄化：生物処理担体
　（集塵ダスト）

●エココンクリートブロック：
　　あいくる材認定
　（キュポラスラグ）

●廃砂の工程内再使用拡大
　（砂処理へのリターン）

●集塵ダストの添加材利用
　（砂処理へのリターン）

●脱硫スラグの発生源低減
　（脱硫剤の使用量低減）

●水質浄化：急速ろ過材の
　　販売拡大（集塵ダスト）
●防音製品の生産拡大
　　（鋳鉄粉）
●培養土材料への販売
　（キュポラスラグ）
●防音シート材料への拡大

　（鋳鉄粉）

埋立て廃棄物のゼロ（リサイクル拡大・再使用）

　廃棄物ゼロエミッション　　　　　　　　第１ステップ　　

発生量低減活動

　第２ステップ

図 2.3.8  CO2 排出量及び原単位の推移 

図 2.3.9 埋立廃棄物の推移 図 2.3.10 キュポラスラグの商品化 

図 2.3.11 PRTR 法対象物質排出量の推移 
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(7) 環境アメニティ事業への取り組み 

 鋳造工場の各工程から発生する廃棄物の再資源化開発を新たな事業として、環境製品、

防音製品、音響製品の開発・生産を行っている。当社の商品化への考え方は、より付加

価値を持った製品へのリサイクルにより資源の循環を図ることである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 環境製品の取り組み：ポーセラセラミックの用途例 

集塵ダストを造粒・焼成し、土壌改良材、水質浄化材、脱臭材等への利用化開発・

生産を行っている。その例を次に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 音響・防音製品の取り組み：鋳鉄粉の活用例 

鋳造工程（ショット工程）から発生する鋳鉄粉

の減衰特性、遮音性能を利用した制振材料を開発

し、音響製品、防音製品に活用して生産している。 

 当社が開発した制振シートは、2003 年 7 月に

エコマーク認定を受け、図 2.3.12 に示すように

住宅資材等に活用している。 

また、こうした開発事例は、各種の展示会にて

広く情報開示を行っている。図 2.3.13 にその様子

を示す。 

 

図 2.3.12 制振シートの床材への適用 

図 2.3.13 鋳物展示会への出展
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(8)  社会的活動 

1) 各工場でのコミュニケーション・貢献 

 良き「企業市民」として、地域とともに企業が発

展していくという思想のもとに、地域とのコミュニ

ケーション、地域活動への参加を大切にしている。

本社工場では、工場内のゴルフ場を活用して地域と

の様々なふれあい活動を行うとともに、周辺道路、

水路の美化等を毎年行っている。また、他工場にお

いても、工場周辺の自然森を大切にした環境保全活

動や、クリーン活動、工場見学会、地域懇談会を毎

年開催し、コミュニケーションを深めている。本社

工場でのフェスティバルを図 2.3.14に、吉良工場で

の清掃活動を図 2.3.15に示す。 

2) 環境トピックス 

 環境報告書にて、環境関連の表彰あるいは各種行事の実施状況を環境トピックスと

して紹介している。最近三ヵ年のトピックスでは次の事例を紹介している。 

表 2.3.5 環境報告書でのトピックス内容 

環境報告書の年度 トピックスの紹介内容 

 報告書 2002 ・素形材環境優良工場表彰  

・資源循環型生産システム国際シンポジウムでの受賞 

 報告書 2003 ・環境テーマでの文部科学大臣賞（創意工夫）受賞 

・NEW 環境展に出展 

 報告書 2004 ・人とくるまのテクノロジー展に出展 ・鋳物展示会に出展 

以上、当社の環境報告書を中心に環境対応を紹介してきたが、この報告書の詳細は、

当社のホームページに掲載している。(文末参照) 

 

(9)  環境対応の経営上のメリット 

 今日の地球環境問題を考える時、企業が社会的責任の遂行として環境対応に取り組む

ことは必要不可欠なことである。当社は、ISO14001 の認証取得とともに、地域環境保

全活動の促進、省エネ活動、廃棄物低減・リサイクル活動等を拡大し、また、環境会計

の導入、環境報告書の発行を進めてきた。その結果、地域行政や地域の方々から情報開

示の姿勢について評価、賛同を得、また、納品先の信頼を十分に得ることが出来たと考

える。社内においても環境報告書の発行により環境への取り組みの自覚が更に向上し、

モチベーションが大きく向上している。今後も地域とともに企業が永く存続するために、

環境への取り組みが経営上の最優先課題と考える。 

 

 

図 2.3.14 ｺﾞﾙﾌ場でのﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

図 2.3.15 河川の清掃活動 

[アイシン高丘㈱の環境情報] 

ウェブサイト；http://www.at-takaoka.co.jp/information/eco.html 
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創業    ： 永禄３年(1560年) 

創立     ： 大正年(1923年)6月15日 

所在地   ： 岐阜市畷町５ 

資本金   ： 9800万円 

従業員数 ： 120名 

事業内容 ： 上下水道異形管・景観商品・複合 

         高機能金属・金型部品 

ISO14001認定登録：平成11年(1999年)9月14日 

平成11年3月  経営者トップによるキックオフ・

推進計画と組織造り・環境 

影響評価開始 

4月  内部監査要員の教育開始 

マニュアル・規定類作成開始 

6月  実運用開始、関係者全員に 

環境教育開始 

7月  事前審査 

8月  本審査 

9月  認定登録 

2.3.2 ㈱岡本の環境対応と環境報告書 

 

(1)  会社概要と環境保全への取り組み 

 鋳造産業は永い歴史を有し、全産業を支え

る基幹産業として、今後とも潰えることはな

いと思われるが、新たな課題として環境保全

に万全な配慮を図らねば、素形材産業に位置

する企業として健全な継続は極めて難しく

なると思われる。 

特に、鋳造工場は金属の溶解、造型、砂処

理、など多くの原材料と多量のエネルギーを

用い、言い換えれば資源と多量の熱源を必要

とする「資源・エネルギー多消費型産業」であり、加えて公害と環境汚染要素が極めて多

い産業である。これは鋳造工程を持つ工場の宿命的特徴であり、企業規模の大小に係らず

避けられない事実である。 

当社は、地域と密着した企業として1980年代後半に公害対策を完了させ、1990年代から

地球に優しい鋳物造りを模索し、試行錯誤を重ねながら環境保全対策を計画し推進してき

た。 

 高い熱効率と二酸化炭素・亜硫酸ガス発生を

抑制した「ガスファーネスの開発」、省スペー

スと省エネを狙いとした「立体式砂処理塔の開

発」、そして「産業廃棄物保険(環境汚染賠償

責任保険)への加入」等々であり、それらを核

に種々対策を進めてきたが、しかし、その間に

も社会の環境保全に対する要求・意識は急激に

高まり、1999年の初頭に全社員による組織

的・体系的・継続的な環境保全活動の必然性を

覚え、ISO14001の認定取得を決定し、1999年
9月に登録完了した。 

 

(2)  ISO14001の登録と活動の推進 

ISO14001の認定登録以来5年間、経営トップ以下全社員の理解・協力・努力のもと粛々

と「環境保全活動」を推進し、稚拙ながらも環境報告書の発行第5版を重ねるに至った。認

定取得までの概略経緯は表2.3.7に示すが、企業戦略の一環としての施策であると同時に、

地球・国・社会という大きな括りを考える前に「人として、自分・家族・子孫のために良

い環境保全に努めよう」と説き、全社員の理解のために多くの時間をかけたことが、「納

得」・「協力」・「努力」に繋がったと回顧している。また、経営トップによるキックオ

フ、準備作業から本審査までの期間は当初から6ヵ月間を目標とし、ほぼ目標通りに達成で

きたが、準備委員会スタッフの熱意が全社員を刺激し、鼓舞させた結果と思っている。 

表2.3.7 認定取得までの経緯 

表2.3.6 ㈱岡本の概要 
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・最高責任者の緒言                          ・組織の概要 

・環境報告書の基本情報                       ・環境指針、環境計画 

・環境マネジメントシステムの概要                  ・環境会計 

・事業活動や製品、サービスの環境負荷低減の取り組み情報 

・環境に関する安全、衛生                       ・環境法規制 

・環境教育、環境啓発活動                      ・環境コミュニケーション 

(3)  環境報告書・環境会計報告書概要 

1) 環境報告書作成の狙い、経過 

 環境報告書作成に際してのガイドラインには、①GRI1が作成した「持続可能性報告の

ガイドライン」②経済産業省が作成した「ステークホルダー重視による環境レポーティ

ングガイドライン2001」③環境省が作成した「環境報告書ガイドライン(2000年度版)」

が挙げられている。表2.3.8は、大企業を対象とした環境報告書の一般的指針である。 

 

当社においては大手企業報告書に見られる横文字やカタカナの多用を避け、Webや音

声入りガイドなどを取り入れた企業PR的な記述を一切廃し、環境保全に向う企業スタン

スとEMS活動の経過報告に限定し、全社的EMS活動・情報を公開する報告書の作成に徹

している。 

環境管理委員会スタッフの手作り環境報告書作成は、ISO14001登録を1999年9月に認

定登録以来続いており、この手作り環境報告書発行は第5版を重ねたが、今後ともこの編

成方針は継続したいと考えている。 

また、EMS活動の透明性を高めるために

インターネット上のホームページにおいて、

月一度、環境管理委員会議事録、そして環

境報告書・環境会計を掲示することを決め

実施している。但し、企業が社会の一員で

あるために、社会的な公正さや環境への配

慮を活動のプロセスとしての企業責任を指

す「企業の社会的責任（CSR2）」の報告レ

ベルには至らず、今後の課題と捉えている。 

 

2) 環境報告書の目次と概要 

a)｢地球環境保全に対する社会の変化｣ 

（環境報告書 VOL.5 から抜粋） 

「気候変動に関する政府間パネル

                                                 
1 GRI（Global Reporting Initiative)：企業全体レベルの「持続可能性報告書」について全世界で通用す

るガイドラインを立案するということを目的に、国連環境計画（UNEP）等が中心になって 1997 年秋に設

立した国際団体 
2 CSR ：Corporate Social Responsibility の略で、企業の「ビジネスの発展」と「社会・環境への配慮」

を両立する事を目的とし具体的には、企業倫理の尊守、並びに従業員・地域社会・環境への配慮をベー

スとした、オープンで透明性の高い企業活動への取り組みを意味する。 

a)  ご挨拶                          

b) 地球環境保全に対する社会の変化 

c) 当社における環境保全推進状況 

1. 今期における環境保全活動推進方針 

2. 環境方針の唱和・環境実行決意宣言 

3. 環境管理委員会の開催状況と情報の開示 

4. 生産体制 

5. 環境保全体制 

6. 当社における二酸化炭素排出量の改善状況 

7. 生産部門における取り組みと成果 

8. 事務部門における取り組みと成果 

9. 環境会計 

10. おわり 

表2.3.9 環境報告書の目次 

表2.3.8 ガイドラインで環境報告書に記載すべきとしている事項例 
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（IPCC）」の 2001 年（平成 13 年）の報告には、平均地上気温は 1861 年以降上昇し

続け、20 世紀中に 0.6±0.2 度上昇したと報告しているが、20 世紀における温暖化の

程度は、過去 1000 年のいかなる世紀と比べても、最も著しかった可能性が高いと指

摘されており、同報告では、過去 50 年間に観測された温暖化の大部分が人間活動に

起因しているということが指摘されている。 

世界全体の経済成長や人口、技術開発、経済・エネルギー構造などの動向について

も、一定の前提条件を設けた複数のシナリオに基づく将来予測を行っており、1990
年から 2100 年までの全球平均地上気温の上昇は、1.4～5.8 度と予測されており、殆

どすべての陸地は、特に北半球高緯度の寒候期において、全球平均よりも急速に温暖

化する可能性がかなり高いとされている。 

このように地球温暖化が進行するのに伴い、人類の生活環境や生物の生息環境に広

範で深刻な影響が生じる恐れがある中、近年の最も重要な前進は 1997 年末の京都議

定書の締結であり高い評価を得ているが、しかし 2012 年までの温暖化対策しか規定

していない「京都議定書」を受け継ぎ、国際協定作りを後押しする取り組みが今年に

なって本格化しつつある。 

更には、企業の社会的責任（CSR）に関する報告書を発行する動きが本格化し始め、

従来の環境報告書をさらに発展させ、雇用問題やコンプライアンス（企業の法令遵守）

など社会性の高い情報をも開示する企業が増えつつあるし、また、人体や地球環境に

悪影響を及ぼす鉛や水銀、カドミウムなど 6 種類の有害物質をほぼ全ての電気製品･

電子製品から追放するという欧州連合(EU)から出された指令である、「RoHS 指令3」

の採用企業が急速に増加するなど、ものつくりに関連する企業は環境保全に向けて必

死の対応が続けられている。 

このような状況の中、当社においても製造業継続の基本を守るべく、環境保全活動

を粛々と進めてきた。 

 

b)当社における環境保全活動推進状況 

今期の環境保全推進方針 

＜基本方針＞ 

当社は経営理念に基づく基本コンセプト「鋳物は物造りの原点である。人と地球に

優しい鋳物造りを目指そう」を指針として、地球環境を守り環境保全活動を弛まず展

開することを企業の優先課題とする。 

＜推進方針＞ 

①環境保全活動を経営の優先課題の一つとして捉え、法規制の遵守は勿論、工場内

外の環境問題に積極的に取り組む。 

②製品の製造に当たって、環境予防、省エネルギー及び廃棄物の低減を重点とした

                                                 
3 RoHS 指令（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment 
電気・電子機器における特定有害物質の使用制限）：電気・電子機器における鉛、水銀、カドミウム、

六価クロム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニールエーテル（PBDE）の使用を 2006
年７月１日から禁止する EU 指令 
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継続的改善を進める。 

③製品の企画、開発、設計段階から環境に配慮した物造りを目指し、更には製品の

販売、サービスに於いても環境保全を推進できるように啓発と支援を行なう。 

④環境教育を通じて全社員の環境意識向上を図るとともに、社員一人一人が自ら責

任をもって環境保全活動を推進できるよう啓発と支援を行なう。 

⑤環境保全対策の強力な推進と、企業の利益を共創する「環境経営」を推進する。 

⑥厳しい経済環境に対応する生産体制・操業形態などの変更に対しては、前年に続

き、総削減量･排出量の管理法から「原単位管理」を併用した実情に即した「環

境マネジメントシステム」の遂行を進める。 

⑦全社員の更なる環境保全意識高揚のために、各人が決めた「私の環境実行決意宣

言」を公開し、定期的に実行状況を報告する制度を設ける。 

 
c)環境方針の唱和、環境実行決意宣言の報告 

当社では従業員へ環境方針を周知徹底

するため、毎週、休み明けの朝礼で、環境

方針の全員唱和を行っている。また、毎朝

朝礼当番は自分の環境決意実行宣言とそ

の決意に対する方法や成果、反省点などを

報告することにより、各従業員の環境に対

する意識を高める活動を継続している。

(各自の申告による環境決意宣言は環境管

理委員会で管理されている。右は朝礼時の様子を写す。) 

 
d)都市ガス使用量の削減 

取鍋加熱時間の短縮（取鍋のほぐち形状変更により各ライン共通化して取鍋使用台

数の削減）により加熱用熱源である都市ガスの使用量を大幅に削減可能となった。 

平成 16 年 4 月～平成 16 年 8 月まで 5 ヶ月の活動実績を図 2.3.16に示す。 
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図 2.3.16 都市ガス使用量の推移 
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e)鋳造工場電力量の削減 

鋳造工場内には溶解炉、造型ライン、砂処理ライン、コンプレッサー、集塵機等各

種の設備があり大量の電力を必要とするが、特に溶解炉はその機種により電力量は大

きく変動する。生産シフトの変更により溶解炉を「ガスファーネス炉」から「電気炉」

への変更は都市ガス使用量を減じさせ、逆に電気量を増加させた。 

平成 15 年 8 月 21 日～平成 16 年 3 月 20 日までの 7 ヶ月の活動実績を図 2.3.17

に示す。 
・ 電気炉 2 基または 3 基操業の実施 

・ 溶解作業の効率的な運用検討と実施 

・ エアーコンプレッサーの効果的稼動 

・ 不要な照明の消灯継続 

2,167 2,125
1,976 2,042

1,892
1,988 1,969 1,981

2,120
1,9271,9251,900

目標値1,927kwh/ｔ

596,020
532,325

267,710

517,482

408,276
322,384

409,345

455,796

258,278

379,235 442,170
412,693

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2003年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年1月 2月 3月

原
単

位
（
kw

h
/
ｔ）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

電
力

量
（
kw

h
）

原単位 目標 鋳造工場電力量
原単位目標　　　　1,927　kwh/ｔ

年間目標　　（ 495.5万kwh/年）

図2.3.17 鋳造工場電力量の推移 

 
 
f)CO２排出量の推移 

図2.3.18に、ISO14001登録以後の当社のCO２排出量の推移を示す。 

時代の大きな潮流の中で、経済環境が大きく変動するのは常であるが、当社におい

ても企業戦略上の生産シフト変更（外部調達の増加）を行なって、社内生産量の縮小、

また「ガスファーネス溶解」の一時停止による都市ガス量の大幅削減などの変化の中

で、原単位当たりの使用量削減の努力が効果を発揮し、この5年間にCO２排出量削減を

果たしていることを示している。 

生産量増減は当然あり得ることであり、一喜一憂することではないが、実体を詳細

に探り、与えられた生産条件の中で、最善の対策を検討せねばならない。 
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g)産業廃棄物排出量の削減と分別処理の推進 

当社の産業廃棄物は、鋳物廃砂、中子廃砂、スラグ、集塵機ダスト、その他に分類

されるが、発生部署毎に専用箱(金属製)を配置し完全に分別回収・管理を徹底してい

る。排出量の増減は、生産量の増減、当月の中子使用量などに影響されるものの、新

砂の投入量・耐火物の使用量などに関しては、品質の確保と操業の安定性を見定めた

限界値にて管理し、排出量の削減に努めている。 

尚、処理方法に関しては、セメント材料・路盤材料・土質改良材などに採用されて

おり、最終埋立処理はゼロとなっている。 

更に、万が一の問題時に備えて「廃棄物賠償責任保険」に加入し(組合での共同加

入)、排出者責任の遂行に備えている。 

平成 15 年 8 月 21 日～平成 16 年 3 月 20 日までの 7 ヶ月の活動実績を図 2.3.19に示

す。  

・分別回収の完全実施と継続  ・発生量削減と有効活用推進 
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h)事務用紙の削減 

事務用紙削減の対象は、図面コピー、コンピュータ、Fax、などからのプリントア

ウトが主であり、EMS 活動開始前には年間約 34 万枚（A4 換算）程使われていたが、

徹底したペーパレス化推進のため、会議資料廃止（パワーポイント化）、部門毎の削

減目標の設定し、コピーのカウントカード方式（コピー時にカードを用い部門目標設

定枚数以上はコピーが出来ない方式）とか、受付けた Fax を個人のパソコン画面で

見ることとしプリントアウトしない方式など、種々の工夫・改善策により季節変動は

あるものの EMS 活動前に比較し 22％の削減が図られた。 

平成 15 年 3 月 21 日～平成 16 年 3 月 20 日までの 12 ヶ月の活動実績を図 2.3.20

に示す。 

事務用紙購入量＝264,500 枚（目標＝268,000 枚） 
原単位実績＝479.2 枚／人・月（目標＝485.5 枚／人・月） 

 

 

i)環境会計 

環境会計は環境報告書の中で報告している。（表2.3.10）この環境会計は外部環境会

計報告の形式をとっており、内部環境会計報告には至ってはいない。 

基本的には対前年度比との表示であり、二酸化炭素発生抑制の目標達成に対し、新た

に行った改善効果を生産量増加に伴う電気量増加が凌駕し、対前年比で経費が増加した

結果に終わったが、環境会計報告を確認することによって、生産活動の変化と経費バラ

ンス、そして次年度への対応策の基本となり、重要な報告書と位置づけている。 
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環境会計報告            （単位：千円） 

環 境 保 全 コ ス ト 

分      類 主な取り組みの内容 投資額 費用額 
（１）生産・サービス活動により

こと業エリア内で生じる

環境負荷を抑制するため

の環境保全コスト（事業エ

リア内コスト） 

 

０ ７，６７０ 

①公害防止コスト 〇粉塵対策設備投資 等 ０ ５５０ 
②地球環境保全コスト 〇地球温暖化ガス抑制設

備導入 
０ ０ 

内

訳 

③資源循環コスト 〇産業廃棄物の処理 ０ ７，１２０ 
（２）生産・サービス活動に伴っ

て上流または下流で生じ

る環境負荷を抑制するた

めのコスト 

（上・下流コスト） 

 

― ― 

（３）管理活動における環境保全

コスト 

（管理活動コスト） 

〇環境教育研修 

〇ＩＳＯ認証取得維持 

〇環境負荷の監視・測定

０ １，１３２ 

（４）研究開発活動における環境

保全コスト 

（研究活動コスト） 

 

― ― 

（５）社会活動における環境保全

コスト 

（社会活動コスト） 

〇環境広告・広報 

― ― 

（６）環境損傷に対応するコスト

（環境損傷コスト） 

 
― ― 

合          計 ０ ８，８０２ 

 

環 境 保 全 対 策 に 伴 う 経 済 効 果 

効 果 の 内 容 金        額 

省エネルギー施策による電力費削減額 ▲９，７３０ 

省エネルギー施策によるガス費削減額 ９５５ 

産業廃棄物削減による処理費用減少額 ▲１９４ 

合        計 ▲８，９６９ 

※経済効果については、効果測定が可能な実態効果のみ集計しました。従って、

推定によるみなし効果（企業イメージの向上などの付加価値的効果）や偶発的効

果（汚染修復や訴訟などのリスク回避効果）は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  まとめ 

近年は環境問題が話題にならない日がないほど環境への関心が高まってきている。特に

昨年の種々なる自然現象の異変は理屈を超えて、自分が生活する地域での異常に「きっと

地球に異常が起きている」、「地球が怒っている」というような素朴な感じを抱き、記録

更新する身を焦がすような真夏日に、改めてその異常さを思う。 

今後、世界中が「成長重視」の方針の下で石油の大量消費を続け、年3％の成長を2100
年まで続けるとすると、二酸化炭素濃度は現在のほぼ2倍となり、世界の平均温度は4℃上

表2.3.10 環境会計報告 
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昇すると（東大気候システム研究センターと国立環境研究所は世界最速のスーパーコンピ

ューターを駆使し予測）、その時日本は真夏日が年に120日となり、夏の気温は亜熱帯に近

づくとの報告も真実味を帯びてきた。 

このような状況の中、当社は企業が持つ社会的責任を果たすべく環境保全活動に取り組

み、活動の足跡を示す記録の一環として「環境報告書」を作成し公開してきた。 

その結果、下記事項を確認した。 

 

① 環境保全活動開始前に比べ、地球温暖化ガス・産業廃棄物などが確実に削減できた。 

② 環境保全活動の基本は、PDCAサークルを忠実に遂行することであり、目標達成の

ために行う、工夫・試行錯誤は「徹底したムダの排除」にも繋がり、大きな経費削

減に繋がった。 

③ 環境報告書・環境会計の作成・発行は、全社的活動の記録であるとともに次年度計

画策の基本となった。  

 

尚、報告書は実績報告の記述を基本としネガティブな記述もされているが、一方では、

数値では表記できない所謂「みなし効果」は多々確認している。特に、経営方針に基づく

経営トップからの活動決定・宣言がこの活動の全てであるが、それを受けての全社員によ

る「納得・協力・努力」する体制の確立は大きな成果であり、「環境保全と経営」が両立

した「環境経営」への助走であったと思っている。 

当初、些か心配であった「全社員による推進」・「マンネリ化」も、経営トップ自らも

参画し毎月一度、確実に開催される「環境管理委員会」の中で解決策が出され、その効果

は多と評価しているところである。また、積極的な環境保全活動と経済効果のリンクも確

実に確認された。 

具体的には、温暖化ガスである二酸化炭素を削減する⇒化石燃料の使用削減⇒使用電力

量の削減⇒使用熱源・燃料・原材料の削減・・・の連鎖のように「電気使用量」「ガソリ

ン・重油・都市ガス」「歩留まりの改善」などを目標に掲げ、仮に年2.5%を目標に掲げ5年
間で7.5%の削減を目指し達成したとき、地球温暖化ガスの排出を－7.5%／5年を為し得たこ

ととなり、同時に当然の如く大きな経費削減になることから、これが「真摯な環境保全対

応活動へのご褒美」ではなかろうかと思うのである。 

更に、EMS活動の足跡と公開を進める「環境報告書」の公表は重要な企業の役割である

が、現在、日本経団連会員企業1,314社(2004年7月20日時点)の中で、環境報告書公表企業

は350社(27%)であり、今後は更に増加するものと推察されるものの、その環境報告書は、

企業の環境パフォーマンスそのものではなく、企業の環境アカウンタビリティ（説明責任）

を表すものと考え、「判り易さ」、「目標と評価」、そして「ネガティブな情報開示」も

含めての公開が望ましいと思われる。 

最後に、今までは企業規模の大小を問わず経済環境が誠に厳しい中で更に「人・金・時

間」がかかると思われがちなEMS活動は「避けて通れるものなら、避けて通りたい」と思

う経営者が多かったように思われ、特に中小企業においては未だに、EMS活動・ISO14001
の認定登録などに対して、「時間がない」「費用がかかる」「人がいない、閑がない」「良
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く解らない」など、対応できない理由を常に用意され実施に踏み切れないように思えるが、

EMS活動開始における動機の「純粋・不純」は別にして、再度「各企業が、自らの問題と

して主体的に取り組むことが必要」ということを確認され一刻も早く取り組むことが、こ

れからの鋳造業継続の経営的最優先課題と思われる。 

 

[㈱岡本の環境情報] 

  ウェブサイト；http://www.nbk-okamoto.co.jp/iso/iso000.htm 
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2.3.3 日立金属㈱の環境対応と環境報告書 

 
(1)  会社概要 

日立金属㈱は、素材産業として産業の上流に位置付けられている。しかし一方、資

源循環からの見方をすると、各産業から排出される排出物の再利用を図り新たな価値

を与える最下流の産業にも位置付けることが出来る。日立金属グループ1の多くの事業

は、高度な生産技術を駆使し、自社内で排出される材料のリユースはもとより、他業

種からの排出物を有効に使用することによりバージン材の使用を極力少なくし、高級

金属製品、電子・情報部品、自動車用高級鋳物部品、設備・建築材料などの高機能材

料を生み出し、社会に貢献している。 
また、当社の製品は、ユーザーが使用する際の省エネルギー・高効率化・有害物質

削減により、製造工程の環境・安全性の確保・廃棄時のリスク低減・高リサイクル性

など環境負荷の低減に大きく寄与している。当社内製造における省エネルギー・廃棄

物の削減・有害物質の削減のみならず、原料調達からユーザーの使用時及び廃棄に至

るまでのライフサイクル全体を通して環境に与える負荷を低減し、社会に貢献するこ

とが当社の使命でありビジネスを展開する上での基本として取り組んでいる。(表

2.3.11) 
表 2.3.11 日立金属㈱の概要 

 設立     1956 年（昭和 31 年）4 月 10 日 
 資本金    26,283 百万円(2004 年 3 月末現在) 
 代表者    代表執行役･執行役社長 本多義弘 
 従業員数   日立金属㈱単体/5,444 名(2004 年 3 月末現在) 
        日立金属グループ連結/17,225 名(2004 年 3 月末現在) 
 売上高    日立金属㈱単体/2,475 億円(2004 年 3 月期) 
        日立金属グループ連結/4,201 億円(2004 年 3 月期) 
 事業内容   高級金属製品、電子、情報部品、自動車用高級鋳物部品、 
        設備･建築部材の製造と販売、サービス他 
 事業所    本社/〒105-8614 東京都港区芝浦 1-2-1 シーバンス N 館 
        支店･営業所/大阪、名古屋、福岡など全国主要都市 12 ｹ所 
        工場･研究所/福岡、埼玉、島根、三重、栃木、鳥取に 8 製造拠点 
              4 研究所 
        海外事業所/ニューヨーク、デﾕセルドルフ、ロンドン、パリ 
            香港、北京、シドニー、シンガポールなど世界 40 拠点 
 
(2)  環境への取り組み 

                                                  
1日立金属グループ：93社。なお、環境経営報告書は93社の環境負荷調査を行い、環境負荷が基準以

上の製造子会社を含む42社を報告対象とする。なお、報告範囲の42社でグループ環境負荷の81％を占

める。 
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1) 環境基本方針 

当社は、下記の環境基本方針を定めて、活動をしている。 
  ＜理念＞ 

 日立金属は、環境に配慮した高品位の製品を提供し続け、よりよい社会の実現

に貢献することを経営の基本理念としている。 
 この基本理念に基づき、人類共通の環境財産を後世へ健全な状態で継承するた

めに、環境配慮を経営上の重要課題として位置づけ、地球環境、地域社会環境の

保全を積極的に推進する。 
 

  ＜行動指針＞ 

・地球環境問題は人類共通の重要課題との認識のもとに、環境との調和を日立金

属グループ経営の最優先課題の一つとし、環境配慮に関する目的・目標を定め、

環境配慮活動の質的向上に継続的に取り組む。 
・環境担当役員を頂点とした環境管理組織、運営制度を整備し環境保全活動の推

進徹底を図る。また、環境監査を実施し、環境管理の維持向上に努める。 
・環境関連の法律、規制、協定等を遵守するとともに、必要に応じ自主基準、規

定、マニュアルなどを整備し、管理の向上に努める。 
・事業活動により生じる環境への影響を調査・検討し、環境負荷を低減するよう、

環境保全、省資源、省エネルギー、リサイクル、廃棄物減量化、有害化学物質

の排除削減等に取り組む。 
・商品の研究開発・設計段階より購買・生産・流通・使用・廃棄などの各段階に

おいて環境負荷の低減に取り組む。また、LCA 評価に基づく環境配慮製品の拡

大を推進する。 
  ・環境管理活動及び環境配慮技術・材料・商品等の情報を公開する。 

・海外事業活動及び製品の輸出に関しては、現地の環境に与える影響に配慮し、

現地社会の要請に応えられる対策を実施する。 
・環境に関する社会活動により社会に貢献するとともに、社員の環境に対する意

識の向上を図るための教育、広報活動などを行う。 
  ・万一、事業活動によって環境問題が生じた場合には、環境負荷を最小化するよ

う適切な措置を講ずる。 
 
2) 組織と体制 

当社は、1971 年に環境保全担当部門として環境省力対策本部(本部長 専務取締

役本部長) を設置し、2002 年に環境安全推進室に改組、経営の重点課題として組

織的な環境保全活動を展開してきた。日常活動においては、環境担当役員(代表執

行役専務)を頂点として、環境安全推進室のスタッフが、カンパニー環境管理責任

者および環境技術部門と連携して対応している。環境保全活動に関する方針目標

などは年 1 回の当社グループ環境委員会において審議決定をしている。(図

2.3.21) 
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図 2.3.21 日立金属グループ環境保全推進組織図 

 

 

3) ISO14001 の認証取得 

当社は、ISO14001 の取得の為に 1996 年 11 月に｢全社 EMS 準備プロジェクト｣

を発足させ活動をしてきた。その結果 1998 年 9 月の鳥取工場をスタートに国内

の工場･研究所は、1999 年 4 月までにすべて ISO14001 の認証を取得した。 
(内容 9 サイト:7 工場、1 事業所、1 事業部、4 研究所) 
 グループ会社では海外 9 社(米国、ﾌｨﾘﾋﾟﾝなど)が既に取得しており、国内主要

グループ会社も 39 サイト/33 社が認証を取得した。グループ会社の認証取得に対

しては、当社でのノウハウを十分に活かすため、環境安全推進室が支援し、最適

システムの構築の支援を受けて ISO14001 を取得している。 
 以上のような当社グループの ISO14001 環境活動の取り組みを環境報告書とし

てまとめ、2000 年より発行し、読者の意見を今後の環境活動を推進する上での参

考とした。2004 年度は、これまでの｢環境報告書｣を日立金属グループの｢環境経

営報告書｣としてまとめて発行した。 
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(3) 2004 環境経営報告書  
 ｢環境経営報告書｣は、下記 4 つのカテゴリーで記載されている。 
 

1) エコマネジメント･エコマインド(環境管理) 
環境基本方針に基づき環境マネジメントシステムを構築し、ISO14001 の認証取

得、環境監査の徹底、環境会計など、常に客観的な評価システムによって改善を図

っている。 
 a)ISO14001 への取り組み 

ISO14001 への取り組みに関しては、前項(2) 3)ISO14001 の認証取得の通りで

ある。 

  b)環境会計 

環境保全活動の促進と環境パフォーマンスの向上を目的に 2000 年度より環

境会計を導入しこの情報を環境戦略へ反映、並びに、開示することにより、当

社の環境に対する姿勢に対して理解を得られるように活用してきた｡また､

2002 年度より集計範囲を連結対象グループ会社に拡大し、グループ全体の環境

保全活動向上を目指している。当社の環境会計制度は環境省のガイドラインに

準拠し、且つ日立グループの環境会計制度に整合し、分類･集計している。環境

コストは、当年度に投下した設備投資額と設備運転費や研究開発費を含む環境

保全活動費毎に、環境効果は、確実に把握できる経済効果と環境負荷削減施策

で得た物量効果を集計している。(表 2.3.12) 
 
 

■環境コスト 　　　　　　　　　　　単位：億円

経費 投資 経費 投資 経費 投資

事業所 公害防止 13.8 2.3 13.5 1.1 10.8 2.5 大気汚染,水質汚濁等の公害防止コスト

エリア内 地球環境 0.5 0.4 0.7 0.6 1.2 1.1 地球温暖化防止，省エネ等に係わるコスト

コスト 資源循環 11.8 0.4 9.1 0.1 11.5 0.3 廃棄物削減･リサイクル化,節水等に係わるコスト

小計 26.1 3.1 23.3 1.8 23.5 3.9
上・下流ｺｽﾄ 0.2 0 0.3 0.0 0.4 0 グリーン購入差額，容器包装リサイクル等に係わるコスト

管理活動ｺｽﾄ 5.9 0 6.8 0.0 7.2 0 EMS構築運用,環境担当部門等の経費

研究開発ｺｽﾄ 25 0.3 20.7 1.4 24.1 3.5 製品･製造工程の環境負荷低減の研究開発費

社会的取組 0.2 0 0.4 0.0 0.1 0 自然保護，地域住民への環境支援，情報公開等のコスト

その他 0.5 0 0.4 0.0 0.4 0
計 57.9 3.4 51.9 3.2 55.7 7.4

■環境効果 　　　　　　　　　　　単位：億円

廃棄物処理,ﾘｻｲｸﾙ化 2.9 17.4 5.4
省エネルギー 1.3 1.7 1.4
その他 1.6 2.8 1.6

計 5.8 21.9 8.4

ｴﾈﾙｷﾞｰ削減(原油換算) 5456 kl 8191 kl 9064 kl

用水削減 55 千㎥ 21.3 千㎥ 21.2 千㎥
廃棄物削減 1771 ｔ 1197 ｔ 4385 ｔ

２００１年度（単独） ２００２年度（Ｇｒ）

２００３年度（Ｇｒ）

２００２年度(金属) ２００３年度（Ｇｒ）

項　　　目 ２００１年度（単独）

項　　　目 ２００１年度

定義
２００３年度（Ｇｒ）

２００２年度（Ｇｒ）

費目分類

経
済
効
果

物
量
効
果

 

 環境会計の活用としては、地球･地域の環境問題が深刻化するなか、企業に対し環

境負荷がもたらす社会的責任が増大している。環境会計は､これらに効率的に対応す

表 2.3.12 環境コスト 
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べく、より適切且つ環境保全活動の向上を目指すためのツールの一つと捉え、以下

の活用を推進している。 
①内部機能：環境保全に要したコストとその効果を把握することで、環境経営

への意思決定を適切化する。 
②外部機能：ステークホルダーに対して、環境保全活動の結果を経済的側面も

含め定期的に情報公開を実施する。 
 

c) ｢グリーン 21｣ver.2 の活動 

 環境活動の継続的改善と活動レベルの向上を図り、環境調和型企業を目指す 

ことを目的として、1998 年度より 2001 年度まで「グリーン 21」という達成度

に対する点数評価システムによる活動を行ってきた。 
2002 年度からは、新たな評価項目を加え、「グリーン 21」ver.2 として活動を開

始した。「グリーン 21」ver.2 は環境活動を的確に把握するため、以下の 8 カテゴ

リーについて、環境活動の点数評価をしている。 
① エコマネジメント－環境経営 ② エコマネジメント－リスクマネジメント 
③ エコマインド        ④ エコプロダクツ  
⑤ エコファクトリー－地球温暖化防止 ⑥ エコファクトリー－資源循環 
⑦ ステークスホルダーとの共創 ⑧ サスティナブルビジネスモデル 
 
活動期間を 2002 年度から 2005 年度として、各年度の目標レベルを下記のよう

に設定している。 
 年度 2002 年度  2003 年度 2004 年度 2005 年度  

 GP  320   426      533      640  
   

2003 年度は省エネルギー･廃棄物の削減により GP が向上した。(図 2.3.13) 

図 2.3.13 グリーンポイント(GP) 
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2) エコプロダクツ(環境に配慮した製品づくり) 

当社の製品は、環境への適合性を重視して作られており、これら環境配慮製品は

環境ビジネスにも役立っている。また、製品の開発設計･製造物流においても環境に

配慮し、上流の開発設計、さらに調達では｢環境配慮アセスメント｣、｢グリーン調達

基準｣を運用、また、製品輸送における輸送手段や梱包包装資材の適性選別によって

常に環境配慮に心掛けている。 
 

a)開発･設計における環境配慮 

当社は、高級金属製品、電子・情報部品、自動車用高級鋳物部品、設備・建

築材料など多岐にわたる製品を供給している。その環境負荷低減製品創出の源

流を、開発･設計段階と位置付け、開発･設計段階から調達、製造物流、使用、

廃棄という製品のライフサイクルの各段階で環境負荷の削減を評価すべく環境

適合製品アセスメントを用いている。 
 

b)グリーン調達/グリーン購入 

 当社は、2002 年度に「グリーン調達ガイドライン」を策定し、購入先企業の

環境管理評価と、購入品の環境配慮性評価を総合的に実施することで、環境に

調和した製品創出の仕組み作りを推進している。環境負荷低減のためには、サ

プライチェーンに一貫した環境管理の体制が必要と考えている。 
 2002 年度は原料の納入先について環境管理評価を行ったが、2003 年度は役

務サービスを含む全ての調達分野の取引先を対象に調査を実施した。この調査

結果に基づいて環境配慮企業からの調達集約をしている。 
   主な環境管理評価項目としては 

①ISO14001 を取得している。 
②環境保全に関する理念、方針、目標、組織、教育、啓発活動を行って

いる。 
③グリーン調達の仕組みがある。 
④納入品に関する情報を提供できる。 

 このような調達方針を理解いただき協働して取り組んでいくために、取引先

への説明会も積極的に行なっている。 
   

 なお、2003 年度のグリーン調達金額比率は 57.4%と前年対比 9.3%の改善と

なった。 
 事務用品・備品などを購入する際にも、エコマーク認定品・再生材料使用品・

再使用可能品・塩ビ不使用品等の環境配慮製品の採用を積極的に行っている。 
社内全部門が主体となるこの活動については、従業員全てがグリーン購入の必

要性を理解する必要がある。説明会やイントラを活用して啓蒙教育を実施して

いる。また、環境配慮とコストダウンを両立させた優良事例を集め、社内の事

業所間で横展開を図っている。 
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3) エコファクトリー(環境に配慮した生産活動) 
循環型社会システム構築に対応するために、すべてのサイトにおいて環境負荷

の軽減に取り組んでいる。廃棄物削減のために製品製造過程における各種プロセ

スを改善、省エネルギーへの取り組みを強化している。 
PRTR 法に沿った有害物質の移動管理のために、化学物質総合管理システムも導

入し活用している。 
 

a)生産段階における日立金属およびグループ会社の主な物質フロー 
2003 年度の当社および当社グループ会社の生産段階における物質フローを

図 2.3.22 に示している。現状では生産段階における省資源･省エネルギーによ

る投入量の相対的な削減と、大気排出量･排水量の抑制、廃棄物の削減･再資源

化が重要な環境テーマとなっている。今後は、これらの生産段階での取り組み

に加え、使用済み製品のリユース･リサイクルといった、静脈ルートの拡充が循

環型社会システムのキーポイントとなると考えている。(図 2.3.22) 

 

環境面より見た物質フロー　(２００３年度実績)

《エネルギー》
　電力：   1,129,323MWh
　　　　    　(941,631MWh)
　燃料：     113,516KL原油

               (97,165KL原油)
　用水：　    11,323千m3
                (9,155千m3)

《主原料》
鉄材　  250千t
　　   　(228千ｔ)
アルミ材 45千t
           (45千ｔ)
酸化鉄   14千t
樹脂       6千ｔ
添加物　 37千ｔ
           (36千ｔ)
その他

《補助材料》
鋳物砂 37千t
添加物 39千t
         (38千ｔ)
その他

《大気排出》
　ＣＯ2
    電気　394千t
           (329千ｔ)
　　燃料　290千ｔ
           (249千t）
　ＳＯｘ    68t
           (60t)
　ＮＯｘ   184t
           (170t)

《排水》
　　10,600千m3
    (8,499千m3)

《排出物》
　　　220千ｔ
     (203千ｔ)

高級金属製品
電子･情報部品
自動車用高級鋳物品
設備･建築部材

《最終処分量》
 　　        25千ｔ
            (20千ｔ)

日　立　金　属
国内グループ会社リユース

リ
サ
イ
ク
ル

製品

Ｉ
Ｎ
Ｐ
Ｕ
Ｔ

Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｐ
Ｕ
Ｔ

《再資源化》
　          185千ｔ
 ( 89.6%  174千ｔ)

注記：①数字は、（日立金属＋国内クループ会社）実績
　　　②（　）内数字は、（日立金属）実績

 

図 2.3.22 2003 年度物質フロー 
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b)廃棄物の削減 

 当社では、ゼロエミッションを目指した廃棄物削減活動を推進している。 
中期計画では、2003 年度までに再資源化率を 90％、2005 年度までに再資源化

率を 95％とすることを目標としている。 
 実績としては、当社単独の 2003 年度における廃棄物の総排出量は約 203 千

トンで、再資源化量日は約 174 千トン、最終処分量は約 20 千トンであった。

再資源化率は 89.6％と前年比 0.9 ポイント向上した。また、当社グループの総

排出量は約 314 千トンであった。 
 再資源化の用途としては、スラグの路盤材への利用、鋳物砂の自社内リユー

スとセメント原料への利用が大部分を占めている。このほか、有価金属等ダス

ト類は、再度社内あるいは社外で特殊鋼原料としてリユースしている。(図

2.3.23) 

 

■グラフ２:排出物・再資源化率推移

※ 総排出量 ：製造工程から排出される製造品以外の排出量全量
最終処分量 ：直接または処理後埋立処分される量
再資源化量 ：リユース（同一目的で再度利用）、リサイクル（別の原料またはエネルギーとして再利用）される量
再資源化率 ：再資源化量／（再資源化量＋最終処分量）×１００
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図 2.3.23 総量･最終処分量・再資源化率推移 

 

c)省資源･省エネルギー 

当社グループは、地球温暖化防止に寄与すべく 2010年度までに 1990年度比、

①生産高 CO2 原単位を 25％削減、②CO2 総排出量を 7％削減、の長期目標を設

定し、これまでの全社省エネルギー部会をグループ省エネルギー部会に拡大し、

省エネルギー施策の効率的推進を図っている。(図 2.3.24) 
エネルギー消費は環境負荷としても廃棄物と並んで最も大なるものである｡ 

2010 年度の長期目標を達成すべく 2003 中期計画の下、その戦略として省エネ

ルギー･ロードマップ、戦術として省エネルギー活動計画を策定し実践してい

る。 
実践のポイントは、スタッフによる工程省略，工程改善，設備的改善と、現

場作業上からの無駄エネルギー排除に向けた省エネルギーマップによる全員
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参加型省エネルギー活動である｡ 
環境マネジメントシステムの全サイトサポート部会であるグループ省エネ

ルギー部会では､各サイトの省エネルギー技術の横展開、並びに省エネルギー

中期計画目標の具現化に向けた具体的行動計画の策定を、経営的判断を交えな

がら立案している。特に固定エネルギーの削減･変動化に着眼し推進している。 

 

図 2.3.24 CO2総排出量の推移 

 
d)有害化学物質の削減 

   化学物質管理に関しては、1986 年に「新規化学物質導入時の事前評価指針」

1992 年にはこれを改訂して「新規使用化学物質導入審査基準」を制定し事前評

価の徹底を図るとともに，取り扱い・保管基準を定め推進してきている。 
   また、2001 年に化学物質総合管理システムを導入し、化学物質情報の検索や  

排出量・移動量の管理などを実施している。 
   化学物質の排出量削減に関しては、当社グループでは、化学物質を独自のリ

スク評価基準をもとに「禁止」・「削減」・「管理」に区分し、禁止物質は 2005
年度までに全廃、削減物質は排出量を 2000 年度比 30％削減とする目標を設定

して、その方針に従い削減活動を推進し 2003 年度における PRTR 対象物質の

排出量のうち、排出量削減物質は約 42%を占めた。 
   2003 年度の削減活動実績は前年度対比 4.6 ポイント向上し、2000 年度対比

で 40.4％削減となった。（図 2.3.25） 
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削減物質排出量の化学物質別構成比

トルエン
45.8%

酸化クロム（Ⅲ）
31.0%

ホルムアルデヒド
1.6%

その他
2.4%

キシレン
17.6%

ジクロロメタン
1.6%

579.0
ton

2000年度　排出実績

トルエン
57.2%

酸化クロム（Ⅲ）
15.5%

ジクロロメタン
0.0%
キシレン

18.2%

その他
8.8%ホルムアルデヒド

0.3%

345.3
ton

2003年度　排出実績

酸化クロム（Ⅲ）
14.4%

トルエン
54.7%

ホルムアルデヒド
1.9%

その他
3.0%

キシレン
25.9%

ジクロロメタン
0.0%

347.1
ton

2005年度　排出計画

 
図 2.3.25 削減物質排出量の化学物質別構成比 

 
4) ステークホルダーとの共創 ―ステークホルダーとの良好な関係の構築 

当社は、さまざまなステークホルダーとの関係を重視した経営を行っている。直

接的な事業展開による地域社会との関係、素材の提供を通した関係、さらには従業

員をはじめとした｢人｣を大切にした社会貢献にも積極的に取り組んでいる。 
 当社グループは、世界の人々や地域から愛されるグローバル企業を目指している。 

 

[日立金属㈱の環境情報] 
  ウェブサイト；http://www.hitachi-metals.co.jp/corp/corp04_02.html 
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2.4 環境報告書に見る環境経営の指標 

2.4.1 環境経営指標とは 

 環境経営とは、持続可能な社会構築を表明するとともに、環境を保全するために必

要なコストをネガティブにとらえるのではなく、競争力や収益力に転換しようとする

ものである。例えば環境経営の先進企業として名前の挙がるリコーは環境報告書上に

「環境経営とは、継続的に環境保全に取り組むために、環境保全と利益創出を同時に

実現していくこと」と明確に謳っている。 
この環境経営の成果を捉えるために、環境負荷削減と経済価値創出のバランスを定

量的に把握し評価するものが、「環境経営指標」である。環境経営指標は、環境効率や

原単位、環境会計に代表される。 
 
2.4.2 環境経営指標としての環境効率 

 環境経営指標には様々なものがあるが、WBCSD（持続可能な発展のための世界経

済人会議）では、「環境効率（Eco-Efficiency）」の概念を提唱している。この環境効

率は、“企業活動に伴う環境負荷を最小化しつつ、創出される経済価値を最大化する”

ことを意味し、定義式は諸論あるが、そのひとつを以下に記す。 
 
 
 
 
 

この式は、企業の作り出す「製品もしくはサービスの価値（経済価値）」と、そのた

めに必要となる「環境への影響（環境負荷）」との相関関係を示すもものである。 
分母の「環境負荷」は製品やサービスの“製造時”と“使用時”に大きく分けられ

る。製造時の環境負荷として上げられるのは、資源投入量、エネルギー使用量、水使

用量、温室効果ガス排出量、廃棄物排出量などである。また、使用時の環境負荷は、

輸送時・使用時のエネルギー消費量や使用後の廃棄物量などである。そして分子の「経

済価値」は、製品やサービスの生産量・販売量や売上高などである。 
しかし環境効率の分子・分母には様々な要素と組み合わせが考えられる。そこで

WBCSD は業種や企業の特性に応じて最もふさわしい要素を選定することを勧めてい

る。また、このような背景から環境効率を異業種間で比較する場合には、注意が必要

であると述べている。 
多くの企業や評価者は評価指標として原単位を使用している。原単位とは環境効率

の逆数であり、“経済価値を創りだすために、どれだけ環境に負荷を与えたのか”を評

価する指標であり、原単位は減少させることで企業の環境対策の努力があらわれる。

一方、環境効率は、“どれだけの環境負荷を与えることで、どれだけの経済価値を作り

出せるのか”という考え方でまさに環境の利用効率であり、その増加は環境経営のパ

フォーマンス向上を表すため、WBCSD では環境効率の利用を推奨している。 
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また、最近の環境報告書では、環境会計と環境効率又は原単位が併記されることが

多くなっている。環境会計は“どれだけ環境コストを掛けることで、どれだけの環境

効果があったのか”を測定し、環境保全対策の費用対効果を評価する指標である。こ

れは、環境会計による環境保全の費用対効果とともに、指標により経営全体の経済価

値と環境負荷のバランスを分析することで、環境経営の進展が把握できるからである。 
 
2.4.3 環境経営指標の導入事例 

 6 社の環境先進企業が導入している環境経営指標について、特徴を分析した。 
指標の名称は“経済価値を創出するための環境の利用効率”をということがわかる名

称となっている。 
  
(1)  環境経営指標の算出基本式 

各社の環境経営指標の基本式を見てみると、分子の経済価値としては「売上高」が

多く、いずれも財務データである。分母の環境負荷に関しては、「個別環境負荷」と「環

境負荷総量」の二種類がある。個別環境負荷は、様々な環境負荷を個別に評価するも

ので、環境負荷総量は個別環境負荷総量の排出量を係数を用いて CO２排出量に換算し

て統合したものである。（表 2.4.1） 
 

表 2.4.1 環境経営指標 算出基本式 

企業名 指標名称 分母 分子 

ソニー 環境効率 個別環境指標 売上高 

NEC 環境経営指標 個別環境指標 売上高 

リコー 環境負荷利益指数 環境負荷総量 ※ 売上総利益 

富士重工 環境経営指標 個別環境指標 売上高  

トヨタ 環境効率 個別環境指標 売上高 

三井化学 エコ効率 環境負荷量 ※ 売上高 

※ 統合化された環境負荷量 

 
 
(2)  評価対象となっている環境負荷 

 評価対象となっている環境負荷は、以下の表のようになっている。（表 2.4.2） 

地球温暖化に関連する“CO２”と資源枯渇や廃棄物問題に関連する“廃棄物”につい

てはすべての会社で採用している。また、統合化された環境負荷量を指標として使用

しているリコーと三井化学については、評価対象とする環境負荷項目が多くなってい

る。 
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表 2.4.2 評価対象となる環境負荷物質 

企業名 CO2 NOX、SOX

BOD、 

COD 
化学物質 廃棄物 

資源 

投入量 

ソニー ○ - - - ○ ○ 

NEC ○ - - ○ ○ ○ 

リコー ※ ○ ○ ○ ○ ○ - 

富士重工 ○ - - ○ ○ - 

トヨタ ○ - - - ○ - 

三井化学 ※ ○ ○ ○ ○ ○ - 

※ 統合化された環境負荷量を指標として使用 
 
(3)  環境経営指標の評価範囲 

 環境経営指標に採用する環境負荷データの範囲は、環境経営の範囲によって決まる。

環境経営の範囲とは、連結環境経営の範囲と、製品・サービスのライフサイクルに着

目した拡大第三者責任の範囲である。これらの範囲は、企業の環境マネジメントシス

テムや環境情報システムを構築し浸透させなければ広がらないため、各社の環境経営

の深度を表しているといえる。 
 表 2.4.3 は、各社の環境報告書に記載された評価範囲であり、それぞればらつきが

ある。よって、当面は指標の企業間比較を行う場合は、評価範囲に注意が必要である。 
 

表 2.4.3 環境経営指標の評価範囲 

企業名 調達 生産 輸送 使用 廃棄・回収 

ソニー - 海外連結 - 海外連結 海外連結 

NEC - 海外連結 - - - 

リコー 海外連結 海外連結 海外連結 - - 

トヨタ - 国内連結 - - - 

富士重工 - 国内連結 - - - 

三井化学 - 国内単独 - - - 
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第３章  環境パフォーマンス評価に関する動向 

 

ISO14001 は EMS を実施するための仕組みであるが、設定された環境目標などを評価

するための評価手法が多く用いられている。以下には、代表的な環境側面の評価手法であ

るライフサイクルアセスメント（LCA）、環境パフォーマンス指標を概説した後、環境会

計手法についてもまとめる。 

 

3.1 ライフサイクルアセスメント（LCA） 

LCA は、製品やサービスの①生産から廃棄まで（ライフサイクル）の物質とエネルギ

ーの流れを一貫して計量し（インベントリ分析）、②環境への影響を評価する（環境影響

評価）手法であり、環境への負荷の少ない生産へ移行することを促進するための製品・技

術の評価手法として企業等で利用されている。近年は環境報告書などに製品やサービスの

環境負荷を LCA 手法に基づいて明示する企業も多くなってきた。さらに、タイプⅢ環境

ラベルなどに LCA が応用されている。以下に、実施規格の概要と LCA プロジェクトの成

果及びその応用事例としての環境ラベルについて紹介する。 

LCAの基本概念

資源採掘 製造 使用･修理 廃棄

リユースリサイクル

CO2
SO2
…

全窒素
全リン
…

地球温暖化 水質汚染 健康影響 酸性化

環境への負荷が少ない生産方式に改善

地球環境の保全 循環型社会の構築

ライフ
サイクル
ステージ

ライフ
サイクル
ステージ

環境への影響評価環境への影響評価

水への負荷大気への負荷

ライフサイクルでの
環境負荷の算出

ライフサイクルでの
環境負荷の算出

効果効果

輸送

 
 

図 3.1.1 ライフサイクルアセスメントの概念 

 

LCA は、環境負荷を低減する方向で意志決定していくための意志決定支援ツールとし

て利用され、各種の環境問題（環境カテゴリ）のトレードオフなどを考慮しながら、総合

的に環境パフォーマンスを評価する手法の１つである。 

我が国では ISO で LCA の規格化が議論されはじめた 90 年代前半から LCA の研究が開

始され、その後、1995 年に日本 LCA フォーラムが設立され、産業界での LCA 支援体制
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が整備された。1998年には ISO規格である JISQ14040や 14041が相次いで発行された。

同時に、経済産業省の支援を受け、LCA プロジェクトが開始され、産業界の協力を得な

がらインベントリデータの構築、インパクト手法の開発等が実施され、プロジェクト終了

の 2003 年にはインベントリデータ、インパクト手法が公開され、LCA データベースが構

築されてきた 1)。  

 

3.1.1 ISO に基づく LCA 手法の特徴 

1997 年に LCA の原則および枠組みを規定する ISO14040 が発行され、ISO に基づいた

「製品やサービス」の環境側面の把握・評価が進められてきた。 

LCA 実施の枠組みは、図 3.1.2に示すように①目的と範囲の設定、②インベントリ分析、

③環境影響評価、④解釈、の４つの段階で構成されており、製品の環境側面を考慮した設

計や生産工程の改善による環境負荷削減の評価などに適用されている。 

Ⅰ．目的と範囲設定

（Ｇｏａｌ ＆ Ｓｃｏｐｅ）

Ⅱ．インベントリ分析

（Ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ Ａｎａｌｙｓｉｓ）

Ⅲ．環境影響評価

（Ｉｍｐａｃｔ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）

Ⅳ．

結果の解釈

（Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ）

応用

・製品開発、改善

・戦略的企画

・公的政策立案

・市場開発

ｅｔｃ．

図3.1.2 ＬＣＡ手法の基礎的な考え方(ISO14040）

 
この他に以下の規格や報告が発行されており、LCA を実施するための基本的な手順が

定められており、具体的な事例が収録されている。 

ISO14041 インベントリ分析 

ISO14042 ライフサイクル環境影響評価 

ISO14043 ライフサイクル解釈 

ISO14048 データ様式 

TR14047  環境影響評価 事例 

TR14049  インベントリ分析 事例 

 

インベントリ分析では、目的に応じた「製品システム」からの排出量（例えば CO2）を

定量的に累積計算される。このとき、図 3.1.3 に示すように、LCA 実施者は自ら責任の

ある工程のデータ（フォアグランドデータ）を収集した後に、バックグラウンドデータを

利用することになる。 
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環境影響評価では対象とする「環境カテゴリ」に対する寄与を明確にする。 

このとき、図 3.1.4に示すように環境カテゴリ間の重み付けを行い、１つの指標（統合化）

として環境側面が表示される場合もある。 

 

ISO14040（JIS14040）2)では、LCA には以下のような取り扱いが提示されている。（以

下、抜粋） 

① LCA 調査は原材料の採掘から最終処分に至る製品システムの環境側面を体系的、か

つ、適切に取り扱うべきである。 

② LCA 調査の調査範囲、前提条件、データ品質の記述、手法、及び結果は、透明性を

保つべきである。LCA 調査においては、データ源について検討及び文書化し、明確、

かつ、適切に伝達されるべきである。 

③ LCA 手法は、新しい科学的な見地及び技術レベルの進展を柔軟に受け入れるべきで

ある。 

④ LCA 調査を実施するための単一の方法というものは存在しない。 

 

このように、LCA では透明性が高い分析手法が求められているが、一方で限界も存在

することを理解して活用すべきであろう。 

 

3.1.2 LCA プロジェクトの成果と活用 1) 

我が国においても LCA に関する研究、活用が環境報告書などで公開されているが、手

法開発、データベース整備などが要求されているので、平成 10～14 年度の 5 年間にわた

り経済産業省は、以下に係る LCA プロジェクトの開発を実施した。特に LCA は一つの

産業だけでは実施が困難であるので、我が国において共通使用できる、 

 LCA 手法の開発 

 LCA データベースの開発 

 ユーザーにとって利用しやすいネットワークシステムの開発 を実施した。 

フォアグランドデータ（LCA実施者）

バックグランドデータ（LCAソフト）

素材

組立 使用 廃棄

電力

資源の採掘

燃料

CO2

CFCs

SOx

NOx

・

・

地球温暖化

オゾン層の破壊

酸性化

富栄養化

光化学オキシダント
の生成

人間への毒性影響

統合化

分類化
(Classification)

正規化
(Normalization)

重み付け
(Weighting)

特性化
(Characterization)

[ インベントリ分析結果 ] [ 環境カテゴリ ]

影

響

評

価

＜必須要素＞ ＜付加的要素＞

図3.1.4 環境影響評価手法の構成例図 3.1.3 LCA における２種類のデータ 
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 以下には、その成果の概要を示す。 

① LCA 手法の開発 

廃棄・リサイクル工程のデータ整備の考え方を整理すると共に、被害算定型環境影響評

価手法の開発を実施した。特に環境影響評価手法では、図 3.1.5に示すように環境カテ

ゴリが人間健康などの保護対象に及ぼす被害係数を自然科学的知見を基に提案した。ま

た、人間健康などの保護対象に対する重み付けでは社会科学的な受容性を考慮しや単一

指標が提案された。 

インベントリ 環境中濃度 インパクトカテゴリ カテゴリエンドポイント 保護対象 単一指標

単一指標

熱ストレス

マラリア

皮膚癌

癌(皮膚癌以外)

呼吸器系疾患

白内障

陸生生物

水生生物

植生

底生生物

水産資源

農作物

エネルギー資源

材料

地球温暖化

酸性化

有害化学物質

生態毒性

オゾン層破壊

富栄養化

光化学オキ
シダント

土地利用

被害評価運命分析 影響評価 単一指標化

CO2

NOx

SOx

Benzene

NMVOC

TCDD

Lead

Total N

Total P

Oil

廃棄物

Copper ore

Land

HCFCs
温室効果ガス
の濃度

毒物の水中濃度

毒物の土壌濃度

成層圏ODS濃度

毒物の大気中濃度

オキシダント濃度

溶存酸素の消費

酸性化寄与物質
の濃度と沈着量

資源消費

Cost or surplus energy

DALY or YOLL

一次生産量

生態系

生物多様性

Extinct or Affected 
Species

Dry weight

人間の生活基盤

廃棄物

暴露評価

デング熱 人間の健康

社会資産

都市域
大気汚染

特性化

被害評価

統合化

 

 

②データベースの開発 

図 3.1.6 に示す 50 以上の工業会からの自主的なデータ提供により、信頼性の高い 250
品目以上のデータを収集した。さらに、海外に依存している資源採掘などのデータを調

査し、総計で約 550 品目のデータを収録した。 

③ネットワークシステムの開発 

「誰もが共通に使えるバックグラウンドデータベース」の基本理念のもとにネットワー

クシステムを構築し、図3.1.7に示すようにインベントリデータ、環境影響評価データ、

文献情報等で構成されるデータベースが現在、会員制の基で LCA 日本フォーラムによ

って運営されている 3)。このデータベースをバックグラウンドデータとして利用するこ

とで企業における LCA の活用は高まるものと考えられる。 

図3.1.5 被害算定型影響評価システムの概要 
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採掘 素材 組立部品 使用
廃棄

リサイクル

電気事業連合会
原油、石炭LNG／電力

ガス協会
天然ガス、LPG／都市ガス

石油連盟
原油、電力／重油、ナフサ他

化学工業協会
ナフサ,酸素等／樹脂ﾍﾟﾚｯﾄ

ガソリン

電力

都市ガス

鉄鋼連盟
鉄鉱石、石炭、等／鉄鋼製品類

鉱業協会
精鉱、ｺｰｸｽ等／銅他

アルミニウム協会
ﾎﾞｰｷｻｲﾄ、重油、電力等／ｱﾙﾐ板他

耐火物協会
アルミナ等／焼成ﾚﾝｶﾞ他

電機工業会
鉄鋼、アルミ、樹脂、圧縮機、冷媒、電力、都市ガス重油等／冷蔵庫

電子情報技術産業協会
樹脂、プリント配線板、コンデンサ等／テレビ、パソコン

化学繊維協会
ﾃﾚﾌﾀﾙ酸、LPG／ﾀｲﾔｺｰﾄﾞ他

製紙連合会
チップ、古紙等／紙、板紙

板硝子協会
けい砂、ｿｰﾀﾞ灰等／板硝子

情報通信ネットワーク産業協会
樹脂、プリント配線板、コンデンサ等／携帯電話

ビジネス機械・情報システム産業協会
シャーシ（樹脂、鉄鋼）、IC、回路基盤等／複写機

ガス石油機器工業会
鉄鋼、ｱﾙﾐ、樹脂／給湯器他

自動車工業会
鉄鋼、ｱﾙﾐ、乗用車用ﾀｲﾔ、樹脂、自動車部品、鉛蓄電等

／1500CC乗用車
自動車部品工業会
鉄鋼、ｱﾙﾐ、亜鉛等
／ﾃﾞｨｽｸﾎｲｰﾙ他

建築業協会
鉄鋼、砂利、サッシ、板硝子等

／RC造事務所ビルセメント協会
石灰石、石膏等／ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ他

ゴム工業会
ﾅｲﾛﾝ等／乗用車ﾀｲﾔ他

産業機械工業会
鋳鉄、鉄鋼製品等

／ポンプ他

調査データ
一般廃棄物燃焼
焼却灰埋立
建設物の現場解体
建設廃棄物の破砕、選別
等

鉄くず等回収

電線総合技術ｾﾝﾀｰ
銅、樹脂等／機器電線

インベントリ
14排出物質

大気圏排出物 ：CO2,CH4,HFC,PFC,N2O,SF6, NOx,SOx, 煤塵
水圏排出物 ：BOD,COD,全リン,全窒素,懸濁物質

被害算定型影響
評価システム

石炭
非鉄
精鉱
砂利
砂
他

特性化係数リスト
保護対象被害量リスト
統合化リスト

エ
ネ
ル
ギ
ー
用
役

電池工業会
カーボンブラック、樹脂等

／リチウム電池他

塗料工業会
酸化チタン、樹脂等
／自動車用塗料他

チタン協会
ﾁﾀﾝ鉱石等／コイル

石灰石鉱業協会
－／石灰石

石油化学工業協会
ナフサ等/エチレン他

ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ協会
重油等/ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｸ

硝子繊維協会
カレット等／硝子繊維

産業ガス協会 空気 ／酸素、窒素他

硫酸協会
SO2ガス他／硫酸他

酸化ﾁﾀﾝ工業会
ｲﾙﾒﾅｲﾄ等／酸化ﾁﾀﾝ

ﾒﾀﾉｰﾙﾎﾙﾏﾘﾝ協会
天然ｶﾞｽ等/ﾒﾀﾉｰﾙ他

合成樹脂工業協会
ｷｼﾚﾝ等/ｱｸﾘﾙ樹脂他

ｸﾛﾛｶｰﾎﾞﾝ衛生協会
ﾒﾀﾉｰﾙ等/ｸﾛﾛﾎﾙﾑ他

調
査
デ
ー
タ

石鹸洗剤工業会
苛性ｿｰﾀﾞ等／脂肪酸石鹸他

鉄道技術総合研究所 ／貨物輸送

プラスチック処理促進協会
塩ビ工業・環境協会
発泡スチレン工業会

アンモニア協会
ナフサ等／尿素他

ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ協会
粉体等/ｱﾙﾐﾅｾﾗﾐｯｸｽ

普通鋼電炉工業会

ステンレス協会

 

 

 

3.1.3 環境ラベルへの応用 

 環境ラベルには、ISO の規定に

基づいて、以下の 3 種類が提示さ

れ、広く消費者の製品選択に利用

されている。以下にラベルの種類

毎にその特徴をまとめる。 

① タ イ プ Ⅰ 環 境 ラ ベ ル

（ISO14024） 

第三者認証に基づく環境ラベ

ルであり、製品分類や判定基準

を実施機関が定めている。事業

者の申請に基づいて審査され、

マークの使用が許可される。（日本ではエコマークに相当） 

② タイプⅡ環境ラベル（ISO14021） 

事業者の自己宣言による環境主張であり、製品の環境改善を消費者や市場に対して主張

するのに用いられる。第三者による判断が加わらない。 

インベントリデータ 環境影響評価データ

54工業会
約250品目

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
調
査
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図3.1.7 LCAデータベースの基本構成

図3.1.6  LCAプロジェクトのデータベースの概要（抜粋） 
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③ タイプⅢ環境ラベル(2006 年に ISO 規格化予定：現在 TR14025) 

定量的な製品環境負荷データを LCA 手法を用いて表示するもので、合格や不合格の判

断はなされず、判断は消費者に委ねられる。 

 

このうち、タイプⅢ環境ラベルは（社）産業環境管理協会等の事業者が認定を実施し、

産業環境管理協会では「エコリーフ」という名称で認定製品をホームページ上で公開して

いる 4)。 

エコリーフでは、以下の 3 種類の様式で環境情報が公開されている。 

 製品データシート（PDS）：当該製品システムに係る資源採取や環境への排出を

生データとして示す。 

 製品環境情報開示シート(PEIDS)：上記の生データを環境カテゴリごとの影響な

どとして LCA 分析した結果を示す。 

 製品環境情報（PEAD）：上記２つのシートのポイントを製品概要と共に示す。 

 

エコリーフの検討公開に先立って、当該製品の LCA 分析手法に関する統一基準を作成

し、公平な基準に従った情報開示の準備をする必要があり、製品分類別基準(PSC)が制定

提案者の申請に基づいてワーキンググループによって原案が作成された後、制定委員会に

よる審議・認証を経て 正式な PSC として公開される。このような手続きを経て、公開

されている製品システムの環境情報は表 3.1.1 に示すように 200 製品以上に達し、今後 

素形材産業における製品の環境情報の進め方として検討対象の１つであろう。 

 

表 3.1.1 エコリーフ環境ラベル公開状況 

PSC名称 事業者数 PSC名称 事業者数

1 乾式間接静電式複写機 26 14 陶磁器製品 0

2 発泡ポリスチレン系バラ状緩衝材 3 15 事務用机 0

3 レンズ付きフィルム 20 16 デジタルカメラ 14

4 EPおよびIJプリンタ 33 17 ノート型パーソナルコンピュータ 10

5 カメラ (銀塩フィルム用) 4 18 系統電力 1

6 デジタル印刷機 11 19 排水ます蓋 1

7 データプロジェクタ 3 20 フォトプリントスキャナ 1

8 熱転写方式カードプリンタ 1 21 ファクシミリ用外付け節電装置 1

9 ファクシミリ 7 22 インターホン 0

10 水道用メータボックス 4 23 固定電話 0

11 通信コード 0 24 電子黒板 0

12 温水洗浄便座 0 25 インスタント写真方式プリンタ 1

13 構造用骨材 1 26 光ディスクドライブ 0

（2004年6月1日現在）
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3.1.4 LCA に関する ISO 規格の見直し 

 ISO14001 でも記載したよ

うに ISO 規格は 5 年ごとに見

直され、当該規格が有効に使用

されているかを各国投票によ

り審議し、規格の継続が検討さ

れる。ISO14040 も付属する規

格を含め、再編成のための作業

が実施されている。 

新 ISO-14040 は 現 状 の

ISO-14040, 14041, 14042, 
14043 を ま と め た 新 規 格

1404x を引用することを要求する規格として、見直しが検討されているが、この見直しは

規格の整合性の確保などを目的としたものであり、今後作業を見守る必要があろう。 

 

 

3.2 環境パフォーマンス指標 

環境パフォーマンスとは、組織の活動に伴う環境問題への影響を評価する際に用いられ

る。環境パフォーマンス評価（EPE: Environmental Performance Evaluation）の手順

は、ISO14031 に規定されており、定量的な評価に基づいて環境パフォーマンスを継続的

に改善するための手段であり、前述した LCA 手法と共に利用される。 

 

3.2.1 評価の枠組み 

 環境パフォーマンス評価の手順は、ISO14031 に図 3.2.1のように定められている。図

から判るように、環境マネジメントシステムと同様、PDCA サイクルに沿って実行される。

以下に計画段階で選択可能な指標の概要を述べる。 

図 3.1.7  LCA 規格の再編案の概要図 
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図3.2.1 環境パフォーマンス評価の手順

Do（実施） データ及び情報

データの収集

分析及び変換

情報の評価

報告及び開示

Check, Action（レビュー及び改善）

環境パフォーマンス評価の見直し
環境パフォーマンス評価の改善

Plan（計画）

環境パフォーマンス評価の計画
環境パフォーマンス評価のための指
標選択

 

 

図 3.2.1に示した計画(Plan)段階では、種々の環境パフォーマンス指標が選択でき（図

3.2.2）、以下に示す各種の指標が使用される。 

 
・環境指標(EI)：環境パフォーマンス評価に係る指標全体を示す。 

・環境状態指標(ECI)：地域的、地球規模などでの環境側面の状態を示す公表データや統

計データ等に相当し、大気汚染では環境中の SO2 濃度、NOx 濃度など、水質汚濁では

カドミウムなどの環境基準項目の濃度に当たる。 

・環境パフォーマンス指標(EPI)：指標の計測結果に対する責任を明らかにするため、マ

図3.2.2 環境パフォーマンス指標の分類

EI ECI 

EPI OPI

MPI

EI :環境指標(Indicators for EPE)

ECI:環境状態指標
(Environmental Condition Indicators)

EPI:環境パフォーマンス指標
(Environmental Performance Indicators)

OPI:操業パフォーマンス指標
(Operational Performance Indicators)
MPI:マネジメントパフォーマンス指標
(Management Performance Indicators)
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ネジメントパフォーマンス指標(MPI)と操業パフォーマンス指標(OPI)に分類される。 

 

ここで、MPI は種々のマネジメントプログラムの実施や有効性の判断などに用いられ、

その具体例としては 製品の規制順守などの適合性や製品の環境側面に関するコストな

どの財務的なパフォーマンスが含まれる。 

また、OPI の具体例としては、単位製品あたりのエネルギー消費量、材料の消費量（リ

サイクル材料を含む）や年間の大気圏排出物量などが挙げられ、前項の LCA での実施内

容と類似している。 

上記の環境パフォーマンス指標に加え、最近は指標として環境効率（Eco-efficiency）
を用いて、事業や製品の環境調和性を定量化することが多くなってきている。環境効率と

は、人間の要求する機能を満足させるための環境資源の利用効率であり、環境負荷あたり

の経済的な付加価値の創出などを定量的に評価することができる。そこで、以下には環境

効率及びその応用事例であるファクターを紹介する。 

 

3.2.2 環境効率・ファクター 

 環境効率・ファクターの概念は、1990 年代はじめに欧米で提言され、特にワイツゼッ

ガー博士（ドイツ・ブッパタール研究所）により提唱された「ファクター4」は良く知ら

れている。ここで、ファクター4 とは、地球の持続可能な発展を確保するため、現在の生

活水準を 2 倍にするために 1/2 の資源消費量で達成することを意味している。ファクター

は、製品ばかりでなく、より少ないエネルギー消費量でより多くの GDP を達成する国レ

ベルの評価、より少ない環境負荷で多くの売り上げや利益を達成しようとする企業レベル

の評価にも適用することが可能である。 

 製品に関する環境効率は一般的には以下の式で示され、ファクターは新旧製品システム

の環境効率の比率で示される。 

 
ここで、分子である製品の価値としては以下の種々の指標を利用することが可能である。 

製品自体の価値：容量、製品寿命など 

製品の係る企業の経済的価値：売上高、販売量、収益など 

 

一方、分母の環境負荷としてはエネルギー消費量やそれに付随する CO2排出量、原料消

費量などを適用することが可能であり、製品のライフサイクルでの値であるライフサイク

ルインベントリ分析で得られた値が適用される場合が多い。種々の環境カテゴリに関する

重み付けされた統合指標を適用することも可能である。ここで、各種環境カテゴリに関す

る複数の環境効率を適用する場合と LCA 手法における統合化のように 1 つの単一指標と

して示す場合のメリット・デメリットについてまとめてみたい。 
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統合化した環境効率は、消費者にとっては「総合的な改善度」を把握するという点でメ

リットがあるが、統合化の手法が妥当であるのか、統合化の考え方を理解するのが困難で

あるというデメリットがある。 

一方、資源消費や地球温暖化など複数の環境効率を提示することは、環境情報を企業が

作成しやすく、消費者も環境カテゴリ毎に改善度を理解しやすいメリットがある。 

しかし、改善度を総合的に把握することが困難でトレードオフの関係（例えば、リサイ

クルによって天然資源消費量は削減されたが、CO2排出量が増大した）をどのように評価

したらよいのかの指標がないので、判断が困難になる場合も想定される。 

このように、統合化による単一指標で環境効率を表現することにも一長一短があるので、

当初は理解しやすい環境カテゴリに対する環境効率を示し、徐々に統合化指標を採用する

ことが 消費者の環境改善への理解を促進させることになろう。 

上記に述べた環境効率が定義されれば、基準製品と評価製品の環境効率の比をとりファ

クターを設定することができる。 

今後、環境経営の進捗を定量的に評価するために各種の環境パフォーマンス指標を活用

する動きが高まっていくことが想定される。現時点では、電気業界などが先行して、環境

効率・ファクターの考え方を自製品の環境改善の評価指標として公表しているが、企業の

環境担当者、技術開発者と経営者や消費者との共通した評価基準として注目する企業が増

えており、内部管理ばかりにとどまらず、環境負荷削減の優位性をアピールするために環

境効率・ファクターの指標には関心が高まっていくと考えられる。 

 

3.2.3 環境効率・ファクターの事例 

環境効率やファクターは、我が国では電機・電子産業で利用されており、資源生産性（天

然資源の消費量削減の指標）や CO2排出量削減等が評価対象となっている。 

一方で、企業や国レベルの環境効率を評価する場合には、分子に「製品の価値」ではな

く、売上高や GDP などが用いられる場合もある。 

以下には、素形材に係る産業とも共通点が多い、代表的なエネルギー産業である大阪ガ

ス（株）の環境経営指標の事例を紹介する。 

 大阪ガス 5)では、CO2排出、大気汚染、水質汚染、廃棄物などに係る環境負荷を金額に

換算する環境経営指標を設定している。これは環境に関する行動全体を把握することを目

的としている。ここで、金額換算には 次節で述べる環境会計手法で算定した各排出量 1t
あたりの単価を採用している。 
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具体的には図 3.2.3で示すように、分子の「製品の価値」としてガスの販売量を、分母

の「環境負荷」として CO2排出量や NOx 排出量などに環境会計で算定した単価を掛けた

金額が適用されている。この分母は、前述した LCA のなかの環境影響評価手法の統合化

に相当する。この指標を具現化可能な目標値と併せて算定し、自社の環境経営指標として

いる。また、基準年（1998 年）と比較した金額ベースでの環境負荷抑制量を指標として

設定し、環境活動がなかった場合(BAU)との差異を自社の業績評価にも利用している。 

 また、アサヒビールでは図 3.2.4に示したように、ビール 1 キロリットルを製造するま

での環境負荷を、統合化手法を用いて従来から評価しており、自社のビール生産時の経営

指標としている。 

 

このように、LCA 手法と環境会計手法を組み合わせた環境経営指標もエネルギー産業

や食品産業では適用されており、素材産業においても同様の環境経営指標の策定は可能で

ある。 

 

図 3.2.4 アサヒビールの環境負荷統合指標 

図3.2.3 大阪ガスの環境経営指標の事例
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3.3 環境会計 

環境会計は、企業の環境に係る活動のコストやその結果などの情報を外部に報告するこ

とや内部管理に役立てるという機能があり、企業の経済活動と環境保全活動を結びつけ、

環境の観点から経営効率を高める手法である。つまり、従来の会計システムでは見えない

環境関連コストと、環境保全や技術革新による環境側面の改善効果を明確にし、企業の意

志決定や業績評価に結びつける役割を有している。以下には、環境会計で用いられる手法

を概説した後、実際に適用する場合の留意点をまとめた。 

 

3.3.1 環境会計の手法 

環境管理会計と外部環境会計では環境会計の対象である「環境コスト」の範囲が大きく

異なる。外部環境会計では、環境保全活動のために支出した金額である環境保全コストを

主な対象とするのに対し、環境管理会計では環境に係るコストを全て含むことができる。

外部環境会計とは、企業の環境会計への取り組み結果を外部の消費者等に公表するために

利用される手法である。この手法を利用した結果は、環境省による「環境会計ガイドライ

ン」を利用して公表される事例が比較的多い。しかし、外部環境会計は企業経営の意志決

定のために策定されることを目的としていないことに注意が必要である。 

環境管理会計では、企業の環境保全コストの管理や環境保全対策の効果分析を経営管理

に利用することを目的としている。経済産業省がまとめた「環境管理会計手法ワークブッ

ク」には、種々の手法が提示されており、対象とする環境コストの範囲は目的にも依存す

るが、以下が示されている。 

● 環境保全コスト ●原燃料費 ●廃棄物の加工費 ●製品の加工費 

● 製品使用時のコスト ●製品の廃棄・リサイクル時のコスト  

● 環境負荷としての社会的コスト 

 

以下には、環境管理会計手法の代表的な手法のポイントをまとめる。 

 

3.3.2 マテリアルフローコスト会計 

マテリアルフローコスト会計は、基本的には「事業者内部」で移動するマテリアルをそ

の消費量とコストを用いて分析し、投入資源等の相対的に多いプロセスを明確にし、改善

することで環境負荷の削減とコスト削減を達成する手法である。従って、マテリアルに関

する物量情報と会計データが必要であり、特に重要な要素としては、マテリアルコスト、

システムコスト、配送／廃棄物処理コストであり、企業における製造原価全体をこの 3 つ

に分類する。 

①マテリアルコスト 

はじめに対象とするマテリアルの範囲を明確にしなければならない。ここで、マテリ

アルとは製造工程に投入される原材料全てを指し、物量に単価を乗じて、マテリアル

コストをプロセス別に算定する。この時、マテリアルロスの物量と金額を明確にしな

ければならない。ここで、電力や燃料などのエネルギーもマテリアルに含まれる。 
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②システムコスト 

製造設備の減価償却費や労務費などの加工費に相当し、上記のマテリアルコストと同

様に、このコストをマテリアルの物量比で 良品とマテリアルロスに配分する。これ

により、マテリアルロスの製造費用も計算できる。 

③配送／廃棄物処理コスト 

良品やロスを含むマテリアルの移動に要する移送コストと廃棄物処理にかかるコス

トであり、新たにデータ収集しなければならない場合も多い。 

 

上記の 3 つのコストが算定されると、フローチャートにコスト情報を付記したデータ付

きフローチャートおよびフローコストマトリックスを作成する。このとき、上記の 3 つの

分類毎にチャートを作成することが必要である。 

これらの手続きにより、マテリアルロスの発生プロセスや物量及びコストが明らかにさ

れ、マテリアルロスを削減するための改善が可能となる。改善の活動として設備投資が想

定され、マテリアルロス削減のための設備投資決定においてマテリアルロスの金額が重要

な情報として利用される。 

詳細な計算手順やケーススタディが、経済産業省による「環境管理会計手法ワークブッ

ク」に記載されているので、参照されたい。 

 

3.3.3 ライフサイクルコスティング(LCC) 

LCA は環境側面を評価する手法であるので、従来、経済情報は取り扱われない事例が

多かった。ここで、説明する「ライフサイクルコスティング」は前述した LCA 手法にコ

スト評価を加えた手法であるので、対象とすべきコスト範囲が非常に大きく、必要なデー

タベースは膨大となる。具体的には、企業内部コストにとどまらず、資源の採掘から使用、

廃棄までを含めた製品のライフサイクルをとおしたコストも考慮したものが、ライフサイ

クルコストである。 

①LCC の考え方 

資源の採掘コストや素材の製造コストを算出することは、一般的には非常に困難であ

るので、企業の財務会計データから製品の製造コストは算定される場合が多い。物量デ

ータに価格を乗ずることにより、購入材料費などが算定できる。また、使用時及び廃棄

時のコストは、それぞれのエネルギー消費量などに価格を乗ずることで算定される。具

体的には、LCA 手法のうち、インベントリ分析されたデータシートに、各素材などの

単価を乗じ、さらに使用、廃棄時等のエネルギー消費量にエネルギー単価を乗ずること

により、総計のライフサイクルコストが計算される。これを例えば、基準製品と新型製

品の 2 種類の間で比較することにより、ライフサイクルで支配的な費用が発生している

プロセスを特定したうえで、その改善のためにどのような対策があるのかを検討するこ

とが可能となる。 

詳細な計算手順やケーススタディは、経済産業省による「環境管理会計手法ワークブ

ック」7)に記載されているので、参照されたい。 
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②フルコストアカウンティング(FCA) 

上記の LCC では、素材の製造時、製品使用時及び廃棄時に環境に対して CO2ばかり

でなく、種々の大気圏や水圏への排出が伴う。これら排出物による被害がある場合には、

社会が負担しなければならないコストに相当し、外部不経済としての社会的コストであ

る。この社会的コストとライフサイクルコストを統合化した手法をフルコストアカウン

ティングという。 

ここで、社会的コストは LCＩ分析によって算定した排出物による環境影響被害量を、

価格に換算することによって求めることができる。この換算には、LCA の項で記載し

た「被害算定型影響評価手法」が利用される。この手法では、図 3.1.5の保護対象とし

て選定した「人間健康」「社会資産」「生物多様性」「一次生産」の 4 項目に対して、

排出物質毎に統合化係数を利用して、価格に換算することができる。この統合化係数は、

被害量を支払い意志額として換算するコンジョイント分析によって設定されており、社

会科学的な手法で求められている。 

 

上記のように検討の対象となる範囲が異なるものの、環境管理会計手法は多くの企業が

これらの手法を活用し、環境負荷の削減を実現して、持続可能な社会へと近づくことを目

的としている。 

 

[参考文献] 

1) Narita.N. 他：International Journal of LCA, 9(6) 355(2004) 
2) 日本規格協会：JIS Q 14040 (1997) 
3) LCA 日本フォーラム：http://www.jemai.or.jp/lcaforum/index.cfm 

4) 産業環境管理協会：http://www.jemai.or.jp/CACHE/ecoleaf_news.cfm 

5) 大阪ガス：環境・社会行動レポート 2004 (2004) 
6) アサヒビール：サステナビリティーレポート 2003 (2003) 
7) 経済産業省：環境管理会計手法ワークブック(2002) 
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第４章  グリーン購入･調達の現状に関する動向 

 

4.1 トヨタ自動車㈱のグリーン購入・調達の現状 

4.1.1 トヨタの環境取り組み 

 トヨタは、1992 年に制定した基本理念の一つに

「クリーンで安全な商品の提供を使命とし、あら

ゆる企業活動を通じて、住みよい地球と豊かな社

会づくりに取り組む」という項目をあげた。 
この理念に基づき、地球環境保全に取り組む基

本方針、行動指針、取り組み体制などを定めた「地

球環境に関するトヨタの取組方針（通称：トヨタ

地球環境憲章）を制定している。（図 4.1.1） 
さらに、1993 年には、この方針をより具体的に

企業活動に反映させ、着実に推進するため「トヨ

タ環境取組プラン」を策定し、自動車の開発、設

計、調達、生産、リサイクルの各分野で取り組む

べき項目と目標を定めて活動している。 
第 3 次取組プラン（01 年度～05 年度）に基づく調達分野での活動は、『サプライヤー

との活動充実』を掲げ、「グローバルなグリーン調達とグリーン購入の一層の推進」を図

っている。 
 

(1) 分野ごとの取り組み 

自動車の各分野の環境取り組

みは以下の項目を重点項目に掲げ、

取り組んでいる。（図 4.1.2） 

①開発・設計 
排出ガスの低減、燃費の向上

（CO2 排出量の低減） 
②生産 

生産活動における CO2 排出

量、化学物質（環境負荷物質）

の使用量及び廃棄物発生量

の低減、水資源の節約 
③リサイクル 

リサイクル設計の推進、解

体・リサイクル処理技術の開

発、リユース・リサイクルの

拡大 

トヨタ 
基本理念 

トヨタ地球環境憲章 

トヨタ環境取組プラン 
（中期計画） 

年度方針 

環境マネジメントシステム 

開発、設計

生産

リサイクル

排出ガスの低減

燃費の向上（CO
2 低減）

CO
2 排出量低減

化学物質（環境負荷 
物質）低減

廃棄物低減

水資源の節約

リサイクル設計の検討

解体・リサイクル処理
技術の開発

リュース・リサイクル
の拡大

図 4.1.2 分野ごとの取り組み 

図 4.1.1 トヨタ基本理念と環境取組方針
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(2) 取り組み体制 

「トヨタ地球環境憲章に基づき、会社を横断する推進体制として、社長を委員長とす

る「トヨタ環境委員会」を設置している。この委員会の下部に、自動車の開発から廃棄

までを網羅する製品、生産、リサイクルの各分野に委員会を設け、それぞれの環境課題

や対応方針を検討し、各関係部署が連携して取り組みを推進する体制を構築している。 

グリーン調達とグリーン購入では、全社方針である第 3 次取組プランに従い、全社体

制と関わりを持つプロジェクトとして関係部署が連携し、対応すべき事項を明確にして

展開している。（図 4.1.3） 

 

4.1.2 トヨタ調達の考え方 

自動車を構成する部品、鋼材等を多くの

サプライヤーから購入している。これら調

達部品の製造原価に占める割合は、7 割に

達することから自動車のライフサイクル全

般にわたる環境取り組み活動を効果的に推

進するには、トヨタとサプライヤーが連携

し、環境負荷の着実な低減と環境リスクの

回避を図る必要があると考えている。 
（図 4.1.4） 
 
(1) 調達の基本方針 

サプライヤーを「魅力ある製品をトヨタ

とともにつくりあげるパートナー」と位置

付け、次の 3 点を基本に調達活動を進めて

いる。 

 ①オープン・ドア・ポリシーに基づく公

正な競争 
国籍・規模・実績を問わず公正・公平

な参入機会を提供 
 ②相互信頼に基づく相互繁栄 

図 4.1.3 取り組み体制／グリーン調達取り組み体制 

トヨタ環境委員会
（委員長：張社長）
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製品環境委員会

生産環境委員会

リサイクル委員会

調達品 
70％

内製品
30％

図 4.1.4 自動車を構成する調達品の割合

図 4.1.5 基本方針 

1.Open Door Policy
オープン・ドア・ポリシーに基づく公正な競争

2.Mutual Benefit Based on Mutual Trust

相互信頼に基づく相互繁栄
3.Localization

良き企業市民をめざした現地化の推進

Toyota

Global
Optimum

Purchasing

世界最適調達の徹底

1.Open Door Policy
オープン・ドア・ポリシーに基づく公正な競争

2.Mutual Benefit Based on Mutual Trust

相互信頼に基づく相互繁栄
3.Localization

良き企業市民をめざした現地化の推進

Toyota

Global
Optimum

Purchasing

世界最適調達の徹底
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長期的ビジョンのもとで相互繁栄を図る信頼に基づく取引 
 ③良き企業市民を目指した現地化の推進 

海外生産の進展に伴い、地域に貢献する現地サプライヤー化の積極的な拡大 
 

この基本方針にもとづき、「世界最適調達」を進め、品質・コスト等に加え、環境に配

慮された最も競争力ある製品の調達を図っている。（図 4.1.5） 
 
(2) サプライヤーとの連携体制 

トヨタでは、「相互繁栄」の実現に向けトヨタ

とサプライヤーがあたかも一つの会社の様にコ

ミュニケーションすることが重要と考え、点で

も線でもない「面のインターフェイス」を志向

している。「面のインターフェイス」とは、下記

①～③の項目を常時密接に実施することである。

（図 4.1.6） 
 ①トップマネジメント：サプライヤーとトヨ

タのトップ同士による方針の共有 
 ②専門機能：開発・生産・品質保証・環境な

ど専門機能同士の連携 
 ③営業（サプライヤー）と調達（トヨタ）：互いが

専門各機能全体をコーディネイトし、会社方針の具体化に向けて活動をプロモート 
 
(3) 用語の定義 

調達と購入を次のように定義付け、それぞれのグリーン化を進めている。 

①グリーン調達：自動車を構成する部品、鋼材等の資材および工場で加工する材料 
及び加工するために使用する切削油等の副資材の仕入れ 

②グリーン購入：オフィスで使用する事務用品および OA 機材の仕入れ 
 
4.1.3 トヨタのグリーン化 

(1) 管理化学物質 

サプライヤーから納入される製品に含まれる化学物質は、工場での使用時に大気、水

域等へ排出され環境に影響を与えるものと、自動車に含まれ廃車時に環境に影響を与え

るものとに大別される。トヨタでは、いずれも環境負荷の少ない製品を使用することで

環境影響を軽減すべく「自動車を構成する部品」と「自動車を生産するために工場で使

用する材料、副資材」の二つのグリーン化を進めている。 

それぞれのグリーン化には、化学物質の「入口管理」が不可欠であり、トヨタは、仕

入先に化学物質データの提出と使用量の低減努力を要求している。（図 4.1.7） 

図 4.1.6 面のインターフェイス 

開発

生産

品質保証

生産管理

環境

開発

生産

品質保証

生産管理

環境

調達 営業

トップマネジメント トップマネジメント

トヨタ サプライヤー

開発

生産

品質保証

生産管理

環境

開発

生産

品質保証

生産管理

環境

調達 営業

トップマネジメント トップマネジメント

トヨタ サプライヤー

開発

生産

品質保証

生産管理

環境

開発

生産

品質保証

生産管理

環境

調達 営業

トップマネジメント トップマネジメント

トヨタ サプライヤー
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サプライヤーから納入 工場で使用 自動車の完成

自動車部品
（製品の化学物質）

塗装等
材料、副資材
（生産の化学物質）

(化学物質含有)

水域へ排出等

大気へ排出

サプライヤーから納入 工場で使用 自動車の完成

自動車部品
（製品の化学物質）

塗装等
材料、副資材
（生産の化学物質）

(化学物質含有)

水域へ排出等

大気へ排出

 
 
 

管理すべき化学物質は、国内外の法規制や毒性評価等によりトヨタ独自に選定してい

る。2000 年にグローバルな対応を図るため新たな知見を基に管理物質を従来の約 2,200
物質から約 3,400 物質に拡大し、うち約 460 物質を使用禁止とした。（図 4.1.8） 

 
信頼性の高いデータを得るには、サプライヤーでのマネジメントの確実な実行が不可

欠である。環境マメジメントシステム（以下 EMS）を構築、運用し、管理の徹底と環 
 

管理物質選定の基準とした 
法律・規定 

●化審法 
●水質汚濁防止法 
●大気汚染防止法 
●Cleen Water Act 
●Clean Air Act 
●PRTR 法 指定化学物質 
 （1 種・2 種） 
●環境ホルモン物質（環境省等） 
●北米 TRI／NPRI 法、 

欧州 EPER 法指定化学物質 
  ●欧州製品管理規定 
●ドイツ自工会自主管理物資 

使用禁止物質選定の基準とした
法律・規定 

●化審法 
  （第 1・2 種特定化学物質） 

●水質汚濁防止法 
  （環境基準、排水基準および 
  要監視項目に該当する 
  有機塩素系化合物、農薬） 

●大気汚染防止法 
  （指定物質） 

●オゾン層保護法 
●OECD

  リスクリダクションプログラム 
  （臭素系難燃剤） 

 
トヨタ管理対象
約 3,400 物質

 
 
 
 
 
 

管理・禁止物質数

 
使用禁止

約 460 物質

図 4.1.8 トヨタの管理対象化学物質

図 4.1.9 トヨタ生産方式とゼロエミッションへの挑戦

徹底したムダ排除によりゼロエミッションへ

トヨタ生産方式の追求

(徹底したリーン生産）

ゼロエミッションの追求

(徹底した発生源対策）トヨタのDNA

排出物の低減

生産効率の向上

徹底したムダ排除によりゼロエミッションへ

トヨタ生産方式の追求

(徹底したリーン生産）

ゼロエミッションの追求

(徹底した発生源対策）トヨタのDNA

排出物の低減

生産効率の向上 0

200
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'99 '00 '01 '02 '03 0

200

400

198

296

369 
425 447 累計取得社数

図4.1.10 サプライヤーのISO14001認証取得状況

（年度）

図 4.1.7 部品、材料、副資材等に含まれる化学物質の流れ 
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境負荷を低減（ゼロエミッションへの挑戦）することは、ムダを徹底的に排除し、生産

性を向上させる「トヨタ生産方式」と共通している。EMS の導入が企業体質の強化に

つながることをトヨタ自身が確認した上でサプライヤー各社に ISO14001 の認証を自主

的に取得するよう要求している。（図 4.1.9）（図 4.1.10） 

 

(2) 部品のグリーン化 

 開発・設計部門では、1995 年にリサイクル

委員会の下部組織として「環境負荷低減プロ

ジェクト」を（現：SOC タスクフォース）設

置し、自動車（部品）で使用する化学物質の

なかで約 300 物質を管理対象に選定した。そ

のうち、鉛、水銀、六価クロムを重点物質と

して低減活動を行ってきた結果、鉛の使用量

は 1996 年比約 95％減、メーターのバックラ

イト用蛍光管で水銀使用を廃止するなど成果

を上げている。（図 4.1.11） 

 
2003 年 7 月から規制開始となった欧州 ELV 指令1では 4 物質（鉛、水銀、カドミウム、

六価クロム）が段階的に使用禁止となるため、グローバルな対応を年頭に置き、欧州 ELV
指令を最重点対応事項と位置付け、サプライヤーと連携を図るべく説明会を実施し、理

解と次の対応を要求している。 
①宣言書の提出：欧州 ELV 指令で定める化学物質を含有していないことを会社とし

て宣言 
②切替証明書の提出：トヨタが指令する期限までに指定物質の対応を完了し規制に適

合していることの証明 
③IMDS へのデータ入力：自社製品の組成と欧州 ELV 指令で指定する物質の含有量

を材料データシステム「IMDS」に入力すること 
 
(3) 材料、副資材のグリーン化 

工場での生産活動は、環境に与える影響が大きいことから、トヨタでは何よりも「未

然防止の徹底」が重要と考え、1984 年に「環境保全事前検討制度」を制定し、化学物質

の管理及び設備導入時に大気、水質、臭気などの環境への影響評価を行い改善を図って

いる。1994 年には「どのような化学物質が、どこで、どれだけ使用されているか」を把

握できる制度に改定し、管理対象物質（約 3,400 物質、うち約 460 物質が使用禁止）に

ついて①使用禁止物質を含む製品、②成分データが提出されない製品は、調達できない

仕組みに変更した。 

                                                  
1 ELV 指令：使用済車両(End-of-Life Vehicle)からの廃棄物の低減、適正処理に関する EU 指令。新型

車の鉛・水銀・カドミ・６価クロムの原則使用禁止のほか、ELV 処理時の事前解体、リサイクル率、

回収ネットワーク、無償引き取りに関する規制がある 

0
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0

50

100

'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03

図4.1.11 鉛使用量の低減推移
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4.1.4 環境に関する調達ガイドライン 

 これらの活動を一元化してサプライヤーに要求す

るため「環境に関する調達ガイドライン（以下調達

ガイドライン）」を策定し、日本では 1999 年 3 月、

トヨタに直接納入する関係サプライヤーに提示した。

（図 4.1.13）このうち自主的な取り組みでお願いし

た ISO14001 の認証取得について多くの質問が寄せ

られたことから、1999 年 9 月に希望するサプライ

ヤー約 180 社に対し支援策として「取得のための説

明会」を開催し、既に認証取得済み会社の体験報告も行い、理解を深める機会とした。 
 

国内では、トヨタブランドの自動車を生産する連結会社にも調達ガイドラインの展開

を要請し、2000 年から 2003 年 2 月までに完了した。また、海外の連結生産会社では、

自社に直接納入する関係サプライヤーに、トヨタが共通して要求する事項と、国・地域

の独自の取り組み事項を加えて策定したガイドラインに基づき、2000 年 8 月の北米を

皮切りに、欧州、それ以外の国・地域でグリーン調達を進めている。（図 4.1.14） 

図4.1.13 調達ガイドライン

図4.1.14 調達ガイドラインでの要求項目

環境マネジメントシステムの構築

1.車の部品、資材のサプライヤー
2.工場で使用する材料・副資材の
サプライヤー

化学物質の管理

車の部品,資材の
サプライヤー

工場で使用する材料・副資材
のサプライヤー

継続的改善とレベルアップが図
れる環境マネジメントシステム
を構築しISO14001の外部認証を

取得

外部認証取得状況の調査
(年1回年度初め)

・物質名
・含有量
・代替、削減計画
等の報告書の提出
（年1回年度始め)
(新規採用計画)

・成分報告書
・排水処理性試験結果
・悪臭試験結果
・化学物質等安全
データシート
等必要書類の提出
(新規採用時計画）

図 4.1.12 環境保全事前検討制度 

①
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⑥

⑧

マニュアル

試験方法、評価基準

トヨタ化学物質管理リスト簿

品質設定
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調達担当
部署

計画部署 本社環境
管理部署

工場
工場環境管理組織

サプライヤー
臭気・排水
試験実施

事前検討結果

成分報告書

試験結果
成分報告書

データ提出
要請

④

⑦

各種手続き、使用禁止物質
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4.1.5 グリーン購入 

 オフィスで使用する約 2,000 種類の事務用品と約 300 種類の事務 OA 機器について環

境負荷の少ないグリーン製品の積極的な購入により、自ら資源の有効利用と環境保全に

貢献すると共に社会の一員として循環型社会づくりに参画することを目的として、2000
年 4 月からグリーン購入に取り組み、2002 年 3 月には｢グリーン化｣を完了した。(図
4.1.15） 
 グリーン購入の基本原則は、生産、使用、

廃棄の全ての段階で環境への影響を考慮して

購入することとし、まずグリーン製品の購入

基準を設定し、購入品の優先順位を決定した。

（図 4.1.16） 

最優先順位は、①国内外の団体組織が認定

したエコマーク、グリーンマーク等の「環境

ラベル」対象品、次いで②グリーン購入ネッ

トワークによる「環境データブック」掲載品

とした。（図 4.1.17） 

それ以外の製品については、リサイクル材

の使用、部品を交換して使用可能、使用後の

リサイクルが可能等、③トヨタ独自の社内基

準を設け 3 段階の購入順位としている。 
グリーン製品への切り替えは、価格改定時にサプライヤーからグリーン製品を掲示し

てもらい、購入の優先順位に照らし合わせ、性能・コスト等を評価し特に下記 2 点に留

意して順次変更した結果、事務用品は約 2,000 種類から約 1,300 種類に削減でき、OA
機器の約 300 種類と合わせ、予定品目の切り替えを完了した。 

①同等の機能を維持しつつ、種類の統廃合を行ない 1 種類当たりの購入量を増やす

ことと、単発的な購入は極力避けることでコスト低減を図る 
②消費・待機電力や過剰な材質・構造を見直す 

  
コストは、事務用品では種類を統合することにより上昇を抑え、OA 機器では市場ニ

ーズにより既にほとんどの機種がグリーン製品化されていたことにより、同等で購入可

能となった。また、2003 年度からペットボトルのリサイクル材を原料とする作業服の採

用等オフィス以外の用途にもグリーン購入を拡大している。 
 このほか「社有車のグリーン化」も積極的に進めており、クリーンエネルギー車（ハ

イブリット車、天然ガス車等）導入比率は約 15％となっている。 

図 4.1.16 購入の基本原則 

生産段階
（製造者）

・リサイクル材の使用が多い
・環境汚染物質を含んでいない

使用段階
（使用者）

・再使用可能
・エネルギー消費量が少ない

廃棄段階
（使用者）

・リサイクル可能
・材質別に分離可能

図 4.1.17 参考(代表的なマーク)

エコマーク

グリーンマーク

再生紙使用マーク

エコマーク

グリーンマーク

再生紙使用マーク

エコマーク

グリーンマーク

再生紙使用マーク

図 4.1.15 グリーン購入の対象品

・事務用品／文房具（筆記具・紙製品など）、各種印刷済み帳票、各種用紙（一般事務用、
印刷用、OA機器用）、ファイル、整理収納用品など

・事務用OA機器／パソコン、プリンタ、複写機、ファクシミリ

・事務用品／文房具（筆記具・紙製品など）、各種印刷済み帳票、各種用紙（一般事務用、
印刷用、OA機器用）、ファイル、整理収納用品など

・事務用OA機器／パソコン、プリンタ、複写機、ファクシミリ
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4.2 松下電器グループのグリーン購入・調達の現状 

4.2.1 環境に対する考え方 

松下電器グループ(以下、当社という)の事業活動は、生産に必要な資源やエネルギーは

もちろんのこと、様々な面で地球から多大なる恩恵を受けている。その地球環境が健全で

豊かなものでなければ私たちの生活環境も健全なものとはなりえない。 

当社の使命は「生産・販売活動を通じて社会生活の改善と向上を図り、世界文化の進展

に寄与すること」である。その理念を示した「綱領」をはじめとする経営理念を基礎とし、

1991 年環境管理基本方針を策定、続いて「環境宣言」を発表した。 

2001 年には環境への取り組み目標を 7 つの分野から定めた「環境ビジョン」と 10 年先

を見据えた「グリーンプラン 2010」を策定し、グリーン調達はこの計画に沿って推進し

ている。 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1 松下電器グループ 環境ビジョン 
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表 4.2.1 松下電器グループ グリーンプラン 2010 

2010年度目標

地球温暖化防止 同 50%向上

2005年4月出荷製品から禁止 鉛、カドミウム、六価クロム、水銀

即時禁止 特定臭素系難燃剤（PBB,PBDE）

2006年3月までに禁止 塩ビ樹脂

3R(Reduce、Reuse、Recycle） 同 70%向上

製品開発 同 90% 以上

同 10% 削減

同 7% 削減（日本）

化学物質 同 60% 削減

廃棄物と有価発生物 同 20% 削減

生産方法と仕組み

同本格普及

同事業の拡大

省資源化

地球温暖化防止 同　30,000本

LE活動の企業間
ネットワーク構築

同 80%以上

人材の育成

地球温暖化防止

項目 2005年度目標

エネルギー利用指標※1　30%向上

化学物質

発生量　売上高原単位　10%削減

水
使用量　売上高原単位　5%削減

水資源の有効利用推進
同 10% 削減

資源・エネルギー利用効率を高める新生産方法や仕組みの構築

製品リサイクルの強化
品目の拡大体制確立

リサイクル率の向上

全家電製品のリサ
イクル体制確立

企業市民活動

環境・エネルギー事業の取り組み

　　*2：資源利用指標＝1／[(ライフサイクル全体での資源投入量－3R部材質量－3R可能部材質量）／(製品機能×製品寿命）]

　　　　　　3R部材、3R可能部材は松下製品アセスメントの定義によるもの

環境NPOなどとのパートナーシップの強化、ネットワークの拡大

国際機関・政府・地方自治体の環境活動への積極協力と貢献

グリーン投資・地域貢献

森林保全活動の継続実施

工場敷地・建物屋上の緑化推進

グリーン投資の推進

グリーン基金の設立

情報発信

資源利用指標※2　50%向上

LE（地球を愛する市民）活動の社外展開

あらゆるステークホルダーとの対話推進

サイトレポートの発行

環境報告書の持続可能性報告書への進化

モーダルシフトの推進　鉄道コンテナ輸送20,000本（日本）

販売・物流の
グリーン化

環境コミュニ
ケーション

　　*1：エネルギー利用指標＝1／(ライフサイクル全体でのCO2排出量／製品機能×製品寿命）

クリーンファク
トリーの新た
な挑戦

グリーンプロ
ダクツの新た
な挑戦

環境会計制度の業
績評価への反映

環境経営と人
づくり

組織体制
グローバル全社の環境推進体制の強化

世界各地域での意思決定機能の強化

Webの活用による販売活動での省資源化

エネルギーマネジメント事業の強化

家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの販売本格化

(基準年：2000年度、グローバル目標）

全階層・部門ごとの環境教育カリキュラムの構築

経営評価制度
総合的な環境会計制度の確立

業績評価への製品や事業の環境負荷削減結果の反映

LEファミリーの拡大:全従業員世帯数の50%以上

パートナーシップ

使用量および排出・移動量　40%削減

CO2排出量　1990年度比　±0%（日本）

CO2排出量　原単位　5%削減

グリーンプロダクツ開発製品　70%以上
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4.2.2 グリーン調達の主な内容 

(1) 購入先の選定 

当社は、資材の購買活動に関するグリーン調達基準書の中で、地球環境との共存を目指

すグローバル企業として地球環境保全を推進するためのものとしてグリーン調達ガイド

ラインを定めている。このガイドラインにそって、「購入先の評価」と「資材の評価」の 2
つの選定基準により、資材の調達をする。 

購入先の選定は、国内外への門戸開放と取引機会の均等を図るとともに、品質、価格、

納期、サービス、技術開発力等に加え、ISO14001 を取得していることを基本として次の

各項のような環境保全活動に意欲的な取り組みを実践している購入先との取引を優先す

る。 

① 環境マネジメントシステム（EMS）を構築し、常に維持向上に努めていること 

② 環境保全活動に関する企業理念・方針を有し、関連会社を含む全部門、全従業員に

周知すると共に、一般の人々にも開示していること 

③ 環境保全活動を推進する組織および環境管理計画を有すること 

④ 法規制や製品アセスメントおよび環境側面を評価・管理するシステムを構築して改

善を進めていること 

⑤ 環境保全に関する教育・啓蒙を従業員および関連する業務従事者に対し行なってい

ること 

⑥ 省資源、省エネルギー、排ガス抑制等のための物流合理化に取り組んでいること 

 

(2) 資材の評価 

資材の選定に当たっては、必要な品質・機能・経済的合理性に加え、以下のような環境

負荷低減に関する諸項目を満たしている資材を優先的に採用する。 

① 再生資源ならびにエネルギー等に関する法律・条例に適合していること 

② 別途定める使用禁止物質を含有していないこと 

③ 別途定める化学物質の含有量が把握されていること 

④ 使用に当たり、騒音、振動、悪臭等の発生が少ないこと 

⑤ 廃棄に当たり、化学物質、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染の発生等の環境負荷が低

いこと 

⑥ 再生資源・部品の使用や小型化等により、省資源化や省エネルギー化が図られてい

ること 

⑦ リサイクル設計がなされていること 

⑧ 資材に関する環境情報を公開していること 

⑨ 梱包材についても、上記内容と同様、省資源、リサイクル、減量および化学物質の

含有量削減等がなされていること 

 

(3) 化学物質管理 

1999 年より当社の化学物質管理を推進するために対象化学物質とランクを定めた「化
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学物質管理ランク指針」を策定し納入部材における化学物質調査を行なってきた。現在

は「化学物質管理ランク指針（製品版）Ver３」で、当社が生産及び販売する製品を構

成する部品、材料等に含有される化学物質（環境負荷物質）について、製品の環境品質

を向上することを目的として、15 の使用禁止物質群と、16 の管理物質群が定められて

いる。後者は意図的使用を制限するものではなく使用実態把握、適性処理を考慮すべき

物質である。 

 近年、製品に含まれる環境負荷化学物質を規制する法令が強化されてきた。このよう

な社会情勢を鑑み 2002 年、納入部材のサプライヤーに更なる環境への取り組みのお願

いを要請し、環境面でのパートナーシップの再構築を図ってきた。 

 

サプライヤーに要請する環境対策とは、次のとおりである。 

①松下電器グループの環境取り組みに賛同する合意書の提出 

②RoHS 指令1などに見られる禁止化学物質の排除と禁止物質に対する不使用保証書の

提出 

③環境品質保証体制確立のための ISO14001 認証取得 

④含有量調査対象物質データ収集とデータ入力 

 

2003 年 2 月に RoHS 指令が発行され、当社はこの指令を完遂するため使用禁止期限

を 1 年前倒しし、グローバルに全製品で 2005 年 4 月出荷分から規制物質の製品への使

用を禁止することを決めた。 

この達成に向け環境・資材・品質・生産技術といった多くの部門から参画する「製品

有害物質不使用プロジェクト」を発足し、全社を挙げて取り組んできた。 

この全社プロジェクトをサプライヤーに理解・協力してもらうために 6 ヶ月間に亘り

グローバルに説明会を開催した。 

 

4.2.3 グリーン調達に向けての主な取り組み 

(1) 製品化学物質管理システム「GP－Ｗeb」の開発 

このシステムはサプライヤーが調査し「GP－Ｗeb」に入力した化学物質含有データを

当社が全社共通で活用し、RoHS 対応含め、今後の環境配慮設計に活かしていく目的で開

発したものである。 

システムの特徴として、以下のことがあげられる。 

①ワンフェース対応 

1 製品について、複数調査依頼は１回の登録 

②コピー機能対応 

                                                      
1RoHS 指令（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment 
電気・電子機器における特定有害物質の使用制限）：電気・電子機器における鉛、水銀、カドミウム、

六価クロム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニールエーテル（PBDE）の使用を2006
年７月１日から禁止するEU指令 
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登録済み類似製品のコピーが可能 

③効率的な登録作業 

入力データチェック機能充実による、手戻りの軽減 

④ワークフロー機能の導入 

電子メールを活用した、調査依頼、登録確認作業の自動化 

システムの稼動は、国内は 2004 年 4 月から、海外は 7 月から開始し、システムの稼動

に際し、グローバルに購入先へ説明会を開催してきた。 

 

(2) テクノスクールの開催  

化学物質の含有確認の徹底、分析技術や代替物質による製品づくりノウハウを共有する

ための目的でグローバルに開催してきた。 

 

(3) サプライヤー環境品質保証体制監査 

サプライヤーの環境品質保証体制（化学物質管理体制）が経営のしくみとして組み込ま

れ、当社に安全・安心な部品を供給してもらえる体制を有しているかの評価をチェックリ

スト（51 項目）によって、グローバルに推進している。また、結果に対してサプライヤ

ーのレベルアップのためのサポートを行なっている。 

 

(4) 分析体制の強化 

既存部品や新部品の監視体制を強化するために蛍光 X 線装置などを海外工場含め導入

をはかった。 

また、サプライヤーも活用できるように、グローバルに分析拠点をもっている外部検査

会社の推奨も行なってきた。 
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第５章 素形材企業の環境対応の現状に関するアンケート調査 

 
5.1 アンケート調査の概要 

 今、あらゆる企業は地球温暖化対策や循環型社会構築等の環境課題への対応を求めら

れているが、折しも 2 月には京都議定書が発効した。素形材企業も、これまでの地域環

境、作業環境の改善という視点に加えて、今後一層、企業経営と両立する環境対応を積

極的に進める必要があるといえる。そこで、素形材企業の環境問題に対する問題意識、

現在の対応状況等を調査するためにアンケートを実施した。 
 
 調査対象：鋳造業、鍛造業、金属プレス製品製造業、粉末冶金製品製造業 

調査内容：組織的環境対応 
環境マネジメントシステム（ISO14001 取得状況等） 
環境対応に関する考え方 
環境情報の公開状況(報告書等) 
グリーン調達の実施状況、対応、課題 

調査時期：2005 年 1 月 13 日(木)～2 月 2 日(火) 
実施方法：ウェブ上でのアンケートを原則として、一部を Fax により実施 
発送数 ：1,038 件 (メールでの依頼を原則とし、一部 Fax でも依頼。尚、この他に

素形材センターメルマガ読者（945 件）にも送付し、協力依頼) 
回収数 ：134 件（回収率 12.9％） 
アンケート調査票：巻末資料参照 
回答企業の概要 
 

回答企業(業種別内訳)
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回答企業の製品用途
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図 5.1.1 業種別内訳       図 5.1.2 回答企業の製品用途
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5.2 アンケート調査結果 

本項では、アンケートの集計分析に際して、特に断りのない限り、回答の母数を n＝
134 として割合を算出した。 

ところで、アンケートに協力いただいた素形材企業(素形材関連企業を含む。以下同じ)
は、素形材企業の中でも、環境配慮に対して深い関心を持ち、かつ、積極的に対応して

いる、環境先進企業と考えられる。したがって、本アンケート結果は、実態よりも環境

意識･対応が進んでいる結果になっている可能性が高く、低い回答率も考慮すると、素形

材産業全体の環境対応の実態を表しているとは必ずしもいえないことに留意されたい。 
なお、本項では 2000 年 11 月に当センターが実施した「素形材企業の環境対応に対す

るアンケート調査」（発送数：1,617 件、回収数：214 件 回収率：13.2％。以下、2000
年調査という）の結果を一部参照している。今回のアンケート調査とは、対象企業、調

査方法、内容、回収率等が異なり、その結果を単純に比較することは出来ないが、素形

材企業における環境対応の変化を探る上で参考になると考え、載せたものである。今回

の回収率の方が低く、より環境意識の高いサンプルの回答と考えられるため、必ずしも

直接比較できないことにも留意されたい。 
 素形材企業の環境対応について、アンケート結果により次のような実態が明らかにな

った。 
 

素形材企業の環境対応の実態 
○ 経営トップが環境対応に関わっている企業が半数など、企業の組織的対応が進んできた。 
 
○ 主な環境対応の対象が、かつての作業環境保全から、環境マネジメント、省エネルギー･省

資源へシフトしている。 
 
○ 環境問題に取り組むのは企業の社会的責務を果たすためとする企業が 63％である。 
 
○ 環境対応の経済効果に対する評価は比較的低いが、省エネルギー、廃棄物の 3R については

経営上のメリットありとする割合が高率である。 
 
○ 環境マネジメントに対する意識が高まり、ISO14001 の認証取得が増加しつつある。 
 
○ ISO14001 の認証取得により、省エネルギーについては 67％、廃棄物処理については 57％

の企業がコスト削減効果をあげている。 
 
○ グリーン調達の対象になる素形材企業が増加している。 
 
○ ものづくりにあたっては、リサイクルの推進に次いで、有害物質を含まない材料等の選択に

配慮する割合が高い。 
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5.2.1 素形材企業の組織的環境対応 （Q8,9） 

 ｢環境対応に経営トップがかかわっている｣企業が 50％（全回答企業 134 社に対する割

合。以下、特に断りのない場合を除き同じ）あり、環境対応の必要性が経営者に浸透し、

企業あげての対応になりつつあることが伺われる。このことは、「兼任の担当者がいる」

49%及び「専任の担当者がいる」20%や、「社内に環境部門がある」31%等にも現れてお

り、組織的対応が進みつつあることを示していよう。一方で、部門・担当者・委員会等

の環境対応組織がないとした企業が 23％ある。（図 5.2.1） 
 

素形材企業の環境対応をみると、図 5.2.2 に示すように、約 2/3 の企業が環境対応に

関する経営方針及び目標を定めている。 
また、環境対応に関する会合を定期的に開催している企業は、その内容別に、環境マ

ネジメント 54％、省エネ 38％、省資源 34％、作業環境 30％等である。2000 年調査で

は作業環境に関する会合が 31%で最も多く、素形材産業における作業環境保全の重要性

が高かったことを反映していたが、その後、主な環境対応の対象が、環境マネジメント、

省エネルギー･省資源にシフトしてきたと考えられる。 
 さらにユーザー企業または下請企業と一緒に環境対応について検討したことがある企

業については、内容別に「環境全般」30％、｢環境マネジメント｣29％、「産業廃棄物」

26%となっており、元請・下請け企業の結びつきがまだ強いことを示している。これに

対し、「省エネ」は 22％、「省資源」は 20%とやや低いのは、これらの解決は企業の固有

問題である度合いが高いためと推定される。 
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図 5.2.1 環境部門･委員会の状況 
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5.2.2 環境マネジメントシステムについて 

 (1) ISO14001 の認証取得状況 （Q10） 

ISO14001 の認証を既に取得している企業は、図 5.2.3 に示すように、75 社 56%であ

る。2 年以内に取得予定を含めると 68％で、将来的に取得が必要と考えている企業も合

わせると 91％となる。 

 
2000 年調査では、既に取得済は 15％に過ぎず、早期に取得が必要と考える企業を合わ

せても、37％であった。今回は環境経営に対する意識がより高い企業の回答が多いと推

定されることを考慮しても、素形材産業において ISO14001 の認証取得に拍車がかかっ

ていると考えられる。 
一方、｢取得が必要とは思わない｣と回答した企業は 7 社 5％で、このうち銑鉄鋳物が 5

社 (30 人未満 3 社、50-100 人 2 社) である。 
 
 (2) ISO14001 認証を取得してよかったこと （Q11） 

図 5.2.4 に示すように、ISO14001 の認証を取得している企業のうち、ISO の取得に

参考 2000 年調査結果 
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よってエネルギーコストを「20％以上削減」した企業が 4％、「１～20％削減」した企業

が 67％あり、合わせて 71％の企業がエネルギーコスト削減効果をあげている。 
また、廃棄物処理コストについては、「1～20％削減」及び「20％以上削減」をあわせ

ると、57％と半数以上の企業が削減効果をあげている。このようなコスト削減効果は環

境経営を進める上での動機付けともなるものである。 
さらに、認証を取得してよかったこととして、「環境配慮に対する社内の理解促進、結

束」をあげた企業が 71％あり、「取引先の評価が高まった」は 64％、「作業環境の改善」

は 57％の企業が挙げている。 
 

(3) ISO14001 の認証取得予定がない理由 （Q12）  

ISO14001 の認証を取得する予定がない理由としては、図 5.2.5 に示すように、「当初

の取得費用が高い」７件、「認証取得の意義が見出せない」7 件、「関心はあるが社内に

人材がない」｢取引先からの要請がない｣が、ともに 5 件となっている。 

 
5.2.3  環境対応に関する考え方と対応 

(1) 環境問題に取り組む理由 （Q13） 

 環境問題へ取り組む理由は、図 5.2.6 に示すように、「企業の社会的責務を果たす」の

63％で他の理由より抜きん出て高い。次いで、「地球環境保全は取り組みが急がれる重要

課題」25％、「取引先企業のグリーン調達に応えられる」25％、「働きやすい環境を作

る」 、「法的規制を遵守する」、「企業イメージが向上する」がともに 20％、等となって
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図 5.2.5 ISO14001 を取得しない理由
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いる。2000 年調査では、「法的規制を遵守する」や「働きやすい環境を作る」も比較的

高率であったことから、環境問題に取り組む理由にも変化が見られる。 
一方で、「環境配慮がコスト低減を生む」は 11％にとどまっており、「同業者との市場

競争力を高める」は 7％、｢環境配慮の対応で先行者利益を得る｣は 2％で、環境対応の経

済効果に関する項目への評価が比較的低い。 
環境対応の直接的眼目は、コストの削減ではないにしても、環境経営の観点からいえ

ば、経済と両立する環境対応、ひいてはプラスの経済効果も付随する環境対応との位置

づけが浸透し、理解が深まることを期待したい。 
 

(2) 環境関連事項への対応状況 （Q14） 

素形材企業が既に対応している割合が高い環境関連事項は、図 5.2.7 に示すように、

「廃棄物の 3R」76％、「省エネルギー対策」63％で多数の企業が対応しており、早期に

対応が必要と考える企業を含めるとそれぞれ、93％、86％になる。 

 次いで多いのは「PRTR」53％で、早期に対応が必要になると考える企業を含めると

65％になる。2000 年調査では、PRTR の「内容や必要性がわからない」13%、「言葉自

体がわからない」17%と、認知度が比較的低かったが、今回の回答企業では､約半数以上

が｢既に対応している」としており、PRTR が素形材業界でも対応課題となっている状況

がうかがえる。 
一方、既に対応している比率が比較的低いのは、「環境会計」19%、｢エコマテリアル｣

16％、「LCA」15％、「エコデザイン」13％、「エコマーク」7％で、これらについて将来

的には必要とする割合は 27～43％あるものの、わからないとする回答も 13～27％とあ

り、認知、理解が進んでいないと推定される。 
（ISO14001 については 5.2.3 で、グリーン調達については 5.2.2 で詳細を述べる。） 
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(3) 環境対応の経営的な評価 （Q15） 

環境対応に経営上のメリット有りとする企業は、図 5.2.8 に示すように、「省エネ」

80％、「廃棄物の 3R」66％が特に多い。これは 2000 年調査と同様の傾向であり、これ

らの２項目に対しては、業種･企業規模等の違いによらず、経営的な評価が高いと考えら

れる。経営上のメリットありと評価している項目は、前述の「対応状況」においても、

その実施割合が高い。 

 一方、「環境ラベル」、「エコデザイン」、「LCA」、「環境会計」については、メリットの

有無は「わからない」「どちらともいえない」とする企業が多く、前述の対応必要性と併

せ経営面も含め評価できない状況が見受けられる。 
 

(4)各種ガイドラインの活用  (Q16)  

環境省、経済産業省が各種のガイドラインを公表しているが、最も活用されている環

境報告書ガイドラインでも、活用したことがある企業が 11％にとどまっており、まだ、

十分に活用されていないと考えられる。（図 5.2.9） 

 

5.2.4 環境情報の公開 

(1) 環境報告書の発行状況 (Q17)  

環境報告書を発行しているのは、31 社 23％、準備中・将来発行したいを含めた数値は

61％で、ともに 2000 年調査より 10 ポイント増えた。（図 5.2.10） 
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図 5.2.9 環境ガイドライン 
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(2)環境報告書の公表方法 (Q18)  

環境報告書は、ホームページ上

で最も多く公表されている。製本

して公表している割合も高く、両

者による公表が一般的であると考

えられる。（図 5.2.11） 
 
 

 
(3)環境報告書の内容 (Q19) 

図 5.2.12 に示すように、ほとんどの企業が、環境報告書に環境負荷の現状･削減目標、

経営方針・経営者の緒言、環境マネジメントの実施状況、環境負荷削減取り組みを記述

している。その他の項目についても、2/3 の企業が記載している。 

環境報告書の発行状況

環境報告

書を発行

する予定

はない

38%

将来的に

は環境報

告書の発

行を検討

したい

34%

環境報告

書を発行

している

23%

環境報告

書を発行

予定で準

備中

3%

無回答

2%

図 5.2.10 環境報告書の発行状況 

図 5.2.12 環境報告書の内容
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図 5.2.11 環境報告書の公表方法 
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(4)環境報告書の配布対象 (Q20)  

環境報告書は、図 5.2.13 に示すように、自社向け、グループ企業向け、取引先の関係

者に多く配付されており、第三者への配布はあまり多くはない。素形材企業の多くは部

品サプライヤのであり、エンドユーザーとの直接的かかわりが薄いことを反映している

可能性が高い。 

 

(5)環境報告書の作成者 (Q21)  

 
図 5.2.14 に示すように、ほとんどの

企業は、環境報告書は社内で作成してい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6)環境情報の公表方法 (報告書以外)  (Q22)  

 素形材企業の、環境報告書

以外による環境情報の提供は

ホームページによるものが

28％あるが、積極的な公表を

していない企業も 36％ある。

（図 5.2.15） 
 

社外に作
成を依頼

した
6%

社内の担
当組織が
作成した

59%

社内の特
定の担当
者が主に
作成した

35%

図 5.2.13 環境報告書の配布対象 
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取引先(ユーザー)
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自社社員(環境担当者)

自社社員(経営者)

n=31

図 5.2.14 環境報告書の作成者 
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図 5.2.15 環境情報の公表方法 
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(7)関連企業の環境情報 (Q23) 

  
素形材製品の納入先の環境

情報を見たことある企業は

60％、購入先の環境情報を見

たことある企業は 28％であ

る。（図 5.2.16） 
 
 

 

5.2.5 グリーン調達について 

(1) 製品の納入先（ユーザー）からの要請 （Q24） 

素形材のユーザー企業のグリーン調達に関しては、図 5.2.17 に示すように、

「ISO14001 の取得」に対する要請が 57％で最も多く、次いで「生産工程での有害物質

の使用抑制」52％、「製品の有害物質の削減」51％、｢グリーン調達ガイドライン等の遵

守｣50％の順になっている。 
2000 年調査結果と比較すると、「ISO14001 の取得」が 30％から 57％に、｢グリーン

調達ガイドライン等の遵守｣が 13%から 50％にと、増加傾向がみられ、素形材企業にお

いてもグリーン調達の対象になる企業が多くなっている傾向がうかがえる。 

 また、生産工程及び製品の有害物質の削減についても、前回それぞれ 15％程度であっ

たのに対し、今回の回答企業においては、両項目とも約半数以上が要請されているとし

ている。 

 

60

28

28

0% 20% 40% 60% 80% 100%

納入先の環境情報を見たことがある

購入先の環境情報を見たことがある

見たことはない

図 5.2.16 取引関連の環境情報 

図 5.2.17 ユーザーからの対応要請 

6
8
10
10

20
25

28
32

37
37
39

42
50
51
52

57

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境保全技術の共同開発
製品分解性の向上

生産設備の変更
環境保全設備の改善、変更

生産工程の省エネルギー
納入製品等の設計変更

省資源（軽量化、小型化等）
情報の提示

使用材料の変更
納入製品の梱包材料・容器の変更

納入製品等の組成表示
環境管理体制の整備

グリーン調達ガイドライン等の遵守
納入製品の有害物質の削減

生産工程での有害物質の使用抑制
ISO14001の取得



  107

(2) 技術的・コスト的対応可能性 （Q25,26） 

グリーン調達への技術的対応可能性は、図 5.2.18 に示すとおり、「ISO14001 の取得」、

「環境管理体制の整備」、「梱包材料・容器の変更」等は対応可能とする企業が比較的多

い。 

 

コスト面での対応可能性としては、図 5.2.19 に示すように、前述の比較的要請が多い

項目の中で、「生産工程での有害物質の使用抑制」、「納入製品の有害物質の削減」は、

「困難」が｢容易｣を上回っている。 

また、要請自体は少ないが「生産工程の省エネルギー」「環境保全設備の改善、変更」

｢使用材料の変更｣は、コスト面、技術面とも、｢困難｣が｢容易｣を上回っている。 

 

グリーン調達に対するコスト的対応可能性
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納入製品の梱包材料・容器の変更
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環境管理体制の整備
情報の提示

納入製品等の組成表示
ISO14001の取得

コスト的対応可能性

図 5.2.19 グリーン調達に対するコスト的対応可能性 

図 5.2.18 グリーン調達に対する技術的対応可能性 
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(3) 素形材企業から部材等購入先へのグリーン調達 (Q27) 

素形材企業が自らの購買において、部材等の購入先にグリーン調達に関連して要請し

た内容で多いのは、図 5.2.20 に示すように、「納入製品の梱包材料・容器の変更」40%、

｢納入製品の有害物質の削減｣37％、｢使用材料の変更｣35%、｢生産工程での有害物質の使

用抑制｣34％などである。 

 

(4) グリーン調達への対応強化と課題 (Q28,29) 

ユーザー企業のグリーン調達に対応して、新たにあるいは従来以上に強化している

ことは、図 5.2.21 に示すように、「環境負荷物質の現状把握」が 40% (2000 年調査

15%)、「環境負荷物質の低減」33％、「産業廃棄物の適正処理の徹底」39％、「従業員へ

の環境教育の実施｣33％などである。 
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図 5.2.21 グリーン調達への対応強化 

図 5.2.20 素形材企業から部材等購入先へのグリーン調達 
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グリーン調達への対応に際しての課題としては、図 5.2.22 に示すように、｢自社のみ

では対応が困難｣37％、「所要コストに対する効果が不明確」33％、「要請内容に対応でき

るノウハウがない」「従業員の環境問題意識が様々である」、「社内に環境の統括部門がな

い」をあげる企業が多い。 

 

(5) ものづくりにあたって、実施している環境対応 (Q30) 

素形材企業のものづくりにあたって実施している環境対応は、図 5.2.23 に示すよう

に「廃棄物のリサイクルの推進」67％、「工程で発生した端材等金属屑の再利用」62％
等となっており、これに、有害物質等を含まない材料、副資材の選択が次いでいるの

が注目される。 
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工程での端材等金属屑の再利用
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図 5.2.23 素形材生産に際しての環境配慮 

図 5.2.22 グリーン調達への対応に際しての課題 
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第６章 素形材産業における環境対応のあり方 

 

6.1 素形材産業と環境経営 

 素形材産業は、これまで品質(Q)、コスト(C)、納期(D)で評価されてきたが、今後はこ

れに加えて「環境」が大きな評価ポイントになるものと思われる。素形材関連企業は、自

らの企業活動による環境への影響、環境保全のために必要な行動を的確に認識することが

重要であり、公害防止はもとより、資源・エネルギーの効率的利用や廃棄物の削減、生産

工程や流通過程からの環境負荷の削減など、ライフサイクル全体を見通して環境負荷の小

さいものづくりに取り組むことが重要である。 
 従来、素形材産業が追求してきた高強度化、ニアネットシェイプ化、軽量化、長寿命化、

工程短縮等は、省資源・省エネルギーにも寄与するものなので、環境対応の面からも評価

されるべきものである。したがって、環境対応技術開発は、必ずしも従来の取り組みと相

容れないものではない。 
 環境の世紀と言われる 21 世紀がスタートして早 5 年、企業の経済的成長と環境調和の

両立をめざす環境経営に重点をおいた企業経営が望まれる。環境対応が企業の責務である

のは言うまでもないが、環境対応がきちんとなされていない企業は、ユーザー企業のグリ

ーン調達の対象になることができないなど、経営的に行き詰まることにもなる。環境は最

早かつてのような経営上のマイナス要因ではない。企業の経営戦略の中に環境対応を明確

に位置づけ、全社的に環境意識の高揚を図り、それぞれの持ち場でできる環境対応を進め

ることが肝要である。公害防止、法令遵守といった規制追随型の環境対応から、資源循環

型の生産活動に転換し、環境活動情報を積極的に公開する経営戦略的の環境対応への転換

が望まれる。 
 
6.2 環境対応のためのマネジメントシステム 

 環境マネジメントシステムに関する規格として ISO14001 がある。これは、環境方針・

計画の策定(Plan)、実施・運用(Do)、点検・是正処置(Check)、経営層による見直し(Act)
の PDCA サイクルを繰り返すことによって、環境の継続的改善を図るとしている。この

中でも特に、Plan 段階において環境側面の洗い出し、環境改善の目標と方策の検討を進

めることが必要である。また、ISO14001 の認証取得や環境管理体制の整備は、グリーン

調達の主な要求項目になっている場合が多い。 
 環境報告書とは第 2 章で述べられているように、「事業活動における環境配慮の方針、

目標、取り組み内容・実績およびそのための組織体制・システム等、自らの事業活動に伴

う環境負荷の状況および事業活動における環境配慮の取り組み状況を、環境報告書の一般

的報告原則に則り総合的・体系的に取りまとめ、これを広く社会に対して定期的に公表・

報告するもの」であると環境省の環境報告書ガイドライン(2003 年版)に定義されている。

環境報告書は発行がはじまった当初は広報活動としての位置づけが大きく、企業にとって

都合の悪いことは開示せず、達成できたことのみを強調する傾向も見られた。しかし最近

は、説明責任がより重視されてきたため、環境報告書もその責任を果たす重要な機会の一

つと認識されている。たとえ目標の未達成や事件・事故などのマイナスの情報であっても、
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その理由や今後の対応を示し、コミュニケーションを図ることで利害関係者から誠実な企

業であるとみなされる。また企業が自らの環境活動の成果を毎年公表することは、企業の

従業員にとってよい意味でのプレッシャーとなり、取り組みの内容やレベルがおのずと引

き上げられる効果も期待することができる。 
 グリーン購入とは、環境への負荷が可能な限り小さい製品やサービスを優先的に購入す

ることをいう。これにより、環境に配慮した製品の需要を伸ばすことをもめざすものであ

る。国などのグリーン購入を進めるためにグリーン購入法が 2001 年 4 月 1 日から施行さ

れた。国等(国、独立行政法人および特殊法人)による環境物品等(環境負荷の低減に資する

物品・役務)の調達の推進や適切な情報の提供等について定めたものである。国が基本方

針を定め、これに沿って各機関の長は毎年度、調達方針を作成し調達すること等としてい

る。また、地方公共団体については同様の努力義務を、事業者、国民には一般的責務とし

て物品購入に際しできるだけ環境物品等を選択することとしている。法的規制と併せて、

グリーン購入の動きは企業間でも急速に広まっている。グリーン購入のうち、組立てメー

カー等の製造業が最終製品の購入ではなく、部品、原材料の調達の際に環境に配慮する場

合は「グリーン調達」と呼ばれることが多い。 
製造業のグリーン調達は、調達する部品、原材料そのものの環境影響だけでなく、取引先

企業の環境管理の取り組みも考慮して調達するというものである。大手の自動車や電機等

の組立産業は多くが、グリーン調達ガイドラインを作成し、取引先に提示して対応を求め

ている。その主な要請内容は、環境管理システムの整備と環境負荷物質(製品使用物質お

よび生産工程使用物質)の管理である。環境に配慮していない部品、原材料等は、グリー

ン調達の対象外となり、市場競争力が弱まると考えられる。素形材企業においても、ユー

ザーのグリーン調達に応えることができるように体制を整えることが重要である。また、

自社の環境負荷物質を的確に把握するためにも、自らも原材料等の調達先に対するグリー

ン調達を進めることが望まれる。 
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素形材産業の ISO14001 認証取得状況 
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排出･処理量 万 t/年(プレスは百万円/年） 

中間処理量 工業会名 
排出原単位 

総和平均＊ 自己 
中間処理量

委託
中間処理量

直接 

最終処分量

直接 

再資源化量

主な産業廃棄物等 

銑鉄鋳物 3 団体 375 kg/t 3.5% 31.5% 13.5% 51.3% 
鉱さい(廃砂等) 
金属くず、ばいじ
ん 

日本ダイカスト協会 254 kg/t 47.8% 36.2% 2.5% 13.4% 
汚泥、金属くず 
廃油、廃プラ 

日本鍛造協会 431 kg/t 22.1% 6.9% 4.5% 66.6% 鉱さい(スラグ) 

日本粉末冶金工業会 89.6 kg/t 8.0% 51.9% 5.7% 34.5% 
廃油、金属くず 
廃プラ 

日本金属熱処理工業会 6.3 kg/t 2.1% 70.0% 17.6% 10.3% 金属くず、廃油 

日本金属プレス工業協

会 
359 kg/百万円 1.3% 23.4% 1.0% 73.1% 金属くず 

内側：廃砂 (集塵ダスト以外 )と集

塵ダストの排出状況  
外側：鋳物廃砂の有効利用状況  

*1：ここでいう「産業廃棄物等」とは、「有価物」を含む。すなわち、売却した物、自社内で有効利用した物、

無償・逆有償で譲渡した物、廃棄物として処理した物、等の全てを含むものである。 

*2：本表における原単位(総和平均)はΣ（廃棄物排出量）/Σ（生産量） 

従業員数 有効利用率 埋立処分率

1～49人 26% 74%

50～99人 28% 72%

100～299人 37% 63%

300人～ 72% 28%

全　体 57% 43%
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銑鉄鋳物工場の産業廃棄物有効利用状況 

(従業員規模別．平成 8 年度) 

素形材産業の産業廃棄物等*1 排出･処理状況（平成 14 年度調査）
鋳造廃棄物のリサイクル方法 
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主な経緯 

1992年 5月 気候変動枠組条約の採択 

努力目標として先進国の温室効果ガス排出量を90年代の終わりまでに1990年レベルに戻す 

1994年 3月 気候変動枠組条約が発効（日本は1993年５月に受諾） 

1997年12月 COP３（京都会議）で京都議定書を採択 

・先進国に法的拘束力のある数値目標を設定（途上国には削減

義務なし） 

・2008～2012年の５年間平均で、先進国全体では1990年比-５％ 

・目標達成のための手段として、京都メカニズムの導入を決定 

 

 

2002 年 6 月 日本が京都議定書を締結 

 

 

 

2005 年 2 月 京都議定書が発効 

 

 

 

次ページ以降の「京都議定書とは」、「京都メカニズム」の出所：環境省ＨＰ （http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/kyoto.html） 

京都議定書 

2005 年 2 月 16 日 京都議定書の発効

問題点 

・温室効果ガスの世界最大排出国の米国

は、経済活動への悪影響を理由に、議定

書から離脱 

・経済発展に伴う排出増大が見込まれる中

国は、「途上国」に分類されているため、削

減義務なし  

・日本は６％の削減する必要があるが、逆に

８％増えているため、目標達成には１４％

削減する必要あり 

140 カ国及び欧州連合が批准

2001 年 3 月  
米国（ブッシュ大統
領）が離脱表明

2004 年 11 月 ロシア・プーチン

大統領が署名
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1. 京都議定書とは

◆1997年12月に京都で開催された「気候変動枠組条約第３回締約国会議（COP3）」において採択

温室効果ガスとし

て二酸化炭素、メ

タン、一酸化二窒

素 、 HFCs、PFCs、

SF6の６種類を指

定

数値目標は、2008～2012年の５年間（第１約束期間）に対して適用

☞ 基準年排出量と比べて、例えばＥＵは-8%、米国は-7%、日本は-6%

☞ 基準年排出量は1990年の温室効果ガスの排出量（HFCs、PFCs、SF6に

ついては1995年の排出量としてもよい）

☞ 基準年排出量と数値目標から、初期割当量を計算

☞ 植林等の吸収源活動による二酸化炭素の吸収増大量については、排出

枠として初期割当量に加えることが可能

◆先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標（P3参照）を設定

先進国とは気候変動

枠組条約の附属書Ⅰ

（P3参照）に記載されて

いる国であり、ロシア・

東欧等（市場経済移行

国）を含む

◆国として数値目標を達成するための補足的な仕組みとして、市場原理を活用する京都メカニズム（３つ）を導入

◆国だけでなく、事業者も京都メカニズムに参加することが可能
☞参加するためには、京都メカニズムへの参加資格を満たすことが必要（P42参照）

共同実施

（JI：Joint Implementation）

＜京都議定書 第6条＞

クリーン開発メカニズム（CDM）

（Clean Development Mechanism）

＜京都議定書 第12条＞

排出量取引

（Emissions Trading）

＜京都議定書 第17条＞

参考：温室効果係数（GWP：Global Warming Potential）

異なる温室効果ガスについては、GWPを用いて二酸化炭素排出量に
換算する。メタンのGWPは21、一酸化二窒素は310、HFCsは140～
11700、PFCsは6500～9200、SF6は23900となっている。つまりメタン１ｔ
の排出は、二酸化炭素21ｔの排出に相当する。GWPは、第１約束期間
については値が確定しているが、その後については 新の知見の獲
得により変更される可能性がある。

参考：日本の初期割当量［案/CMP1(7条4項) ANXﾊﾟﾗ5(a),p57］

日本の基準年排出量は、1990年の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の排出
量と、1995年のHFCs、PFCs、SF6の排出量を、GWPで換算した合計値として、12
億3300万t（CO2換算）となっている※。したがって、(12億3300万t)×(５年)×(94%)
＝57億9600万ｔ-CO2が、第１約束期間全体の初期割当量となる。ちなみに日本
の2000年度の排出量は、基準年排出量比約８%の増加となっている。

※基準年排出量は 新の知見の獲得等により変更される可能性がある。
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◆ 温室効果ガス排出量の数値目標が設定されている先進国が協力して、数値目標が設定されていない途上国内において排出削

減（又は吸収増大）等のプロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量（又は吸収増大量）に基づきクレジットを発行した上で、

そのクレジットをプロジェクト参加者間で分け合うこと

☞クレジットは、排出枠として活用が可能

☞CDMで発行されるクレジットをCER（Certified Emission Reduction）と呼ぶ［案/CMP1(12条) ANXﾊﾟﾗ1(b), p26］

☞実際にプロジェクトが行われる国をホスト国、当該プロジェクトの実施に対して協力する国を投資国と呼ぶ

◆ 結果として、先進国の総排出枠の量が増大する

☞クレジット発行に際して、審査が厳格

◆ 京都メカニズムの中で、唯一、京都議定書の第１約束期間が始まる前にクレジットの取得が可能（2000年から）（P14参照）

プロジェクト実施前

排
出
量
（
又
は
排
出
見
通
し
）

ホスト国内の
特定のサイト

CER

ホスト国内の
特定のサイト

投資国側
参加者へ移転

CER取得分
が増える

排
出
量

プロジェクト実施後

ホスト国（途上国）には総排出枠がない

ホスト国側に分配

投資国（先進国）の総排出枠

2.　京都メカニズムとは

2-1.　クリーン開発メカニズム（CDM）
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2.　京都メカニズムとは

2-2.　共同実施（JI）

◆ 温室効果ガス排出量の数値目標が設定されている先進国同士が協力して、先進国内において排出削減（又は吸収増大）等のプ

ロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減量（又は吸収増大量）に基づきクレジットを発行した上で、そのクレジットを投資国側

のプロジェクト参加者に移転すること

☞クレジットは、排出枠として活用が可能

☞共同実施で発行されるクレジットをERU（Emission Reduction Unit）と呼ぶ［案/CMP1(6条) ANXﾊﾟﾗ1(a), p8］

☞実際にプロジェクトが行われる国をホスト国、当該プロジェクトの実施に対して協力する国を投資国と呼ぶ

◆ 結果として、数値目標が設定されている（総排出枠が設定されている）先進国間での排出枠の取得・移転になるため、先進国全体

としての総排出枠の量は変わらない

ホスト国・投資国（共に先進国）の総排出枠の合計は変わらない

排
出
量

プロジェクト実施前

排
出
量
（
又
は
排
出
見
通
し
）

プロジェクト実施後

ホスト国内の
特定のサイト

ERU

ホスト国内の
特定のサイト

投資国側
参加者へ移転

ホスト国の総排出枠

ERU移転分
が減る

投資国の総排出枠

ERU取得分
が増える

ホスト国（先進国）の総排出枠 ホスト国（先進国）の総排出枠
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2.　京都メカニズムとは

2-3.　排出量取引

◆ 温室効果ガス排出量の数値目標が設定されている先進国間で、排出枠の取得・移転（取引）を認めるもの

☞先進国合計の総排出枠の量は変わらない

◆ 市場メカニズムにより、目標達成のための全体費用を低下させることが可能となる（下図参照）

削
減
量

排
出
量

排
出
枠

　　　　Ａ　国　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　国

排
出
枠

削
減
量

削
減
量

排出枠の取引

排
出
量

削
減
量

排
出
枠

　　　　　Ａ　国　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　国

排
出
量

排
出
枠

排
出
量

排出量取引がない場合 排出量取引がある場合

（注）B国はA国に
排 出 枠 １ 単 位 を
$150で販売すると
した。ただし、取引
のために必要なコ
ストは考慮してい
ない。

(例) Ａ国 Ｂ国 合計 Ａ国 Ｂ国 合計

取引前・総排出枠 10 8 18 取引前・総排出枠 10 8 18

排出枠の取引 - - - 排出枠の取引 1 -1 0

取引後・総排出枠 10 8 18 取引後・総排出枠 11 7 18

削減前排出量 12 10 22 削減前排出量 12 10 22

必要削減量 2 2 4 必要削減量 1 3 4

削減対策単価 $200 $100 － 削減対策単価 $200 $100 －

削減費用 $400 $200 $600 削減費用 $200 $300 $500

排出枠取引費用 - - - 排出枠取引費用 150 -150 0

目標達成費用 $400 $200 $600 目標達成費用 $350 $150 $500
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◆ 排出量取引で取得・移転が行えるものは、以下の４つ

☞割当量単位（基準年排出量と数値目標から算定される初期割当量の一部）

⇨AAU（Assigned Amount Unit）と呼ぶ［案/CMP1(17条) ANXﾊﾟﾗ1(c), p52］

☞（先進国における）吸収源活動（P52参照）による吸収量

⇨RMU（Removal Unit）と呼ぶ［案/CMP1(17条) ANXﾊﾟﾗ1(d), p52］

☞共同実施で発行されるクレジットであるERU（Emission Reduction Unit）

☞CDMで発行されるクレジットであるCER（Certified Emission Reduction）

◆ 排出枠（クレジット）の 小取引単位は、1t-CO2

◆ 国としての温室効果ガス排出量の上限である総排出枠は、保有している「AAU+RMU+ERU+CER」

☞AAU、RMU、ERU、CERは、排出枠として取引可能であるため、第１約束期間の国としての総排出枠は増減する

◆ 第１約束期間の調整期間末（P51参照）において、「総排出量」＜「総排出枠」であった場合、その差分については基本的に次期約

束期間に繰り越し（carry over）が行える［案/CMP1(7条4項)ANXﾊﾟﾗ15,p61］ ［案/CMP1(7条4項)ANXﾊﾟﾗ36,p64］

☞ただし、いくつかの制限がある（P44参照）

国としての

総排出枠
＝

割当量単位

（AAU）
＋

共同実施及びCDMで

発行されたクレジットの

取得分（ERU、CER）

＋
吸収量

（RMU）
±

排出量取引による排出枠

（AAU、ERU、CER、RMU）

の取得・移転分

2.　京都メカニズムとは

2-3.　排出量取引

参考：ERUとAAU・RMUの関係

共同実施で発行されるクレジットであるERUは、ホスト国の保有
しているAAU又はRMUが転換されて発行される。（ERU発行に応
じた量のAAU又はRMUが減少する、P37参照）。

参考：RMU

京都議定書では、植林等の吸収源活動による二酸化炭素の吸収量について
RMUを発行する。ただし、RMU発行量については様々な条件※や上限（P43,53参
照）がある。

※吸収量の計算方法の詳細については、まだ国際交渉中である。



 
                                                        
 

 
環境会計ガイドライン 2005 年版(環境省 17 年 2 月)  http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html 
環境管理会計手法ワークブック(経済産業省 14 年 6 月) http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/index.html   
 
事業者の環境パフォーマンス指標ガイドライン 2002 年度版 http://www.env.go.jp/policy/report/h15-01/index.html  
 
 
環境報告書ガイドライン（2003 年度版）http://www.env.go.jp/policy/report/h15-05/index.html 
環境報告書データベース(環境省)  http://www.kankyohokoku.jp/ 
環境報告書プラザ (経済産業省－産業環境管理協会) http://ecoreport.jemai.or.jp/ 
エコアクション 21（環境活動評価プログラム）2004 年版 環境省 http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/PRG/index.html 
 
「環境大福帳」（「エコアクション 21」小規模オフィス向け支援ソフト）http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/daifuku/setup.exe 

 
 
 

【関係機関】 

環境省   http://www.env.go.jp/     

経済産業省 http://www.meti.go.jp/  

(社)産業環境管理協会 http://www.jemai.or.jp/japanese/about/index.cfm （環境経営、LCA、環境マネジメント） 

EIC ネット(国立環境研究所) http://www.eic.or.jp/index.html  

日本規格協会 http://www.jsa.or.jp/  （ISO14001 審査登録状況） 

財団法人日本適合性認定協会（略称 JAB）」 http://www.jab.or.jp/  （ISO14001 審査登録制度） 

クリーン･ジャパンセンター http://www.cjc.or.jp/  

(財)省エネルギーセンターhttp://www.eccj.or.jp/  

NSC（サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク） http://www.gef.or.jp/nsc/  

環境経営関連情報 WEB サイト 

環境会計 

環境パフォーマンス評価 

環境報告書 

環境活動評価プログラム 



 
素形材企業の環境経営に関するアンケートへの協力のお願い 

 
今、あらゆる企業は地球温暖化対策や循環型社会構築等の環境課題への対応を求められていますが、

折しも、2月には京都議定書が発効することになりました。素形材企業も、今後一層、企業経営と両

立する環境対応を積極的に進める必要があるといえます。 

素形材センターでは木口昭二近畿大学教授を委員長とする委員会を設置し、素形材産業の環境経営

を促進するための方策を検討しております。このたび、この検討資料とするために、素形材企業及び

関連企業の皆様が環境問題をどう考え、どう対応し、あるいは対応しようとしているのかをお尋ねす

るアンケート調査を実施することになりました。 
  つきましては、ご多忙中お手数をお掛けして恐縮ですが、趣旨をご理解いただき、アンケートにご

協力いただきますようお願い申しあげます。 
 
○アンケート項目はご回答者の概要のほか、環境対応に関する6項目21問です。具体的には、組織

的環境対応 (2問)、環境マネジメントシステム(3問)、環境対応の考え方（4問）、環境情報の公開

（7問）、グリーン調達（4問）、環境配慮型ものづくり（1問）です。 
○本アンケートは、調査目的以外には使用しません。回答者に不利益になるようなことは一切ありま

せん。 
○アンケート調査方法はいわゆるウェブ・アンケートです。次のURLにアクセスし、ウェブ上でご

回答ください。 
URL： https://eresearcher.biz/ent/ski242.html  

○アンケート調査期間 平成17年１月13日（水）～2月2日（火） 
この期間中に、上記のURLにアクセスし、ご回答ください。 

○アンケート回答者には、アンケート結果の概要をお知らせします(ファイルをメールに添付して送

信します)。 
○また、アンケート回答者の中から抽選で、クオカード3000円券を5名様に、1000円券を10名様

に差し上げます。なお、当選発表は賞品の発送をもって替えさせていただきます。クオカードとは、

セブンイレブンその他全国の主要コンビニエンスストアで使用できるプリペイドカードです(詳細

は、http://www.quocard.com/)。 
○質問項目リストはhttp://sokeizai.jp/japanese/bosyuu/0112anketo.docをご覧ください。 (本アン

ケートはウェブ・アンケートで、上記のURL上で回答頂くことが原則ですが、これをプリントア

ウトして回答を記入し、FAXで送付頂いても結構です) 
○アンケートの内容等について、質問などがございましたら下記にお問い合わせください。 

財団法人 素形材センター 担当：山内、笹谷 
〒105  東京都港区芝公園3－6－8  機械振興会館201－3号室 
TEL  03－3434－3907    FAX  03－3434－3698 
メールアドレス yamauchi@sokeizai.jp 



素形材企業の環境経営アンケート調査 
   ご回答者  
Q1 : 貴社名（必須）  
必須項目に設定されています。(チェックNo1)  

 

  

Q2 : 部署名  

 

   

Q3 : 回答者のお名前（必須）  
必須項目に設定されています。(チェックNo3)  

 

   

Q4 : 電話番号（必須）  
必須項目に設定されています。(チェックNo4)  

 

   

Q5 : メールアドレス  

 

 Ⅰ．貴社の概要について  

Q6 : 貴社（貴工場）の主な業種を一つご回答ください。（必須）  
必須項目に設定されています。(チェックNo6)  

1) 銑鉄鋳物  
2) 可鍛鋳鉄  
3) 鋳鋼品 
4) 非鉄金属鋳物  
5) ダイカスト 
6) 鍛 鋼 品  
7) 鍛工品  
8) 金属プレス 
9) 粉末冶金 
10) 金型 

11) その他  



  

Q7 : 貴社（貴工場）製品の主な用途を一つご回答ください。  

1) 自動車用 
2) 自動車以外の輸送機械用  
3) 工作機械用  
4) 電子・電気・通信機器用 
5) 一般機械用 
6) 精密機械用 
7) 土木・建材用 

8) その他  

 

 Ⅱ．貴社の組織的環境対応について  

Q8 : 貴社には環境部門、環境委員会等の組織がありますか。（複数回答可）  

1) 環境部門がある 
2) 専任の環境担当者がいる  
3) 兼任の環境担当者がいる  
4) 環境関連委員会あるいは研究会等がある 
5) 環境対応に経営トップが関わっている  
6) 環境部門、担当者、委員会等はない  

   
Q9 : 貴社の環境対応について該当する番号すべてをご回答ください。  

1) 環境対応に関する経営方針を定めている  
2) 環境対応に関する目標を定めている 
3) 環境全般に関する会合を月1回以上開催している  
4) 作業環境に関する会合を月1回以上開催している  
5) 周辺地域環境に関する会合を定期的（年2回以上）に開催している 
6) 省エネルギーに関する会合を定期的（年2回以上）に開催している  
7) 省資源に関する会合を定期的（年2回以上）に開催している 
8) 環境マネジメント(ISO14001等)に関する会合を定期的（年2回以上）に開催している  
9) 環境関連の社内マニュアルがある  
10) 環境全般に関し、ユーザー企業または下請企業と合同会議を開催したことがある  
11) 産業廃棄物処理に関し、ユーザー企業または下請企業と合同会議を開催したことがある 
12) 省エネルギーに関し、ユーザー企業または下請企業と合同会議を開催したことがある  
13) 省資源に関し、ユーザー企業または下請企業と合同会議を開催したことがある  
14) 環境マネジメント(ISO14001 等)に関し、ユーザー企業または下請企業と合同会議を開催したこ

とがある  
 



 Ⅲ．環境マネジメントシステムについて  

Q10 : ISO14001の認証取得状況についてお訊きします。  

1) 既に取得済 
2) 半年以内に取得予定  
3) 1、2年後に取得予定（取得予定で現在準備中） 
4) 将来的には取得が必要になる 
5) 取得が必要とは思わない  
6) わからない  

   

Q11 : 既に認証取得をされている企業（Q10で、1とお答えの方）にお訊きします。ISO14001を取得し

てよかったことは何ですか。次の中から該当する番号すべてをご回答ください。   

1) 省エネルギーによりエネルギーコストが1～20％程度削減できた 
2) 省エネルギーによりエネルギーコストが20％以上削減できた  
3) 産業廃棄物処理コストが1～20％程度削減できた  
4) 産業廃棄物処理コストが20％以上削減できた  
5) 取引先の評価が高まった  
6) 取引先が増えた  
7) 作業環境が改善した  
8) 工程の見直しにより工数が削減あるいは生産性が高まった  
9) 材料歩留まりが向上し、材料費が低減した  
10) 環境配慮に対する社内の理解が深まり、結束した  
11) 社内の環境担当者の士気が高まった  
12) 社内に環境スペシャリストが育成された  

   

Q12 : ISO14001の認証取得の予定がない方（Q10で、5とお答えの方）にお訊きします。  
２つまで選択してください(チェックNo12)  

1) 取引先からの要請がない  
2) ISO14001の認証を取得する意義が見出せない  
3) 当初の取得費用が高い  
4) 更新時の費用が高い  
5) 登録審査の具体的な手続きが困難あるいはわかりにくい  
6) 社内に適切な人材がいない  
7) 相談できる機関、コンサルタントがない  
8) 認証機関の選択が困難  

 



 Ⅳ．貴社の環境対応に関する考え方について  

Q13 : 貴社が環境問題へ取り組む最大の理由を二つ選びご回答ください。  
２つまで選択してください(チェックNo13)  

1) 地球環境保全は取り組みが急がれる重要課題である  
2) 企業の社会的責務を果たす  
3) 企業イメージが向上する  
4) 取引先企業のグリーン調達に応えられる  
5) 同業者との市場競争力を高める  
6) 環境配慮の対応の先取りで先行者利益を得る  
7) 法的規制を遵守する  
8) 働きやすい環境を作る  
9) 環境配慮がコスト低減を生む  

   

Q14 : 次の環境配慮のための手法等について、対応の必要性に関する、貴社のお考えとして該当する箇所

をチェックしてください。  
 

   1 
既に対応

2 
早期に対応

が必要 

3 
将来的には

対応が必要

4 
対応は必要

ではない 

5 
わからない

1) 廃棄物のリデュース（減量化）、リユ

ース（再使用）、リサイクル（再資源化）

の実施 
     

2) 省エネルギー対策の実施      
3) 納入先からのグリーン調達要請への

対応      

4) 自社におけるグリーン購入の実施      
5) ライフサイクルアセスメントの実施      
6) ＰＲＴＲ対象物質対策      
7) エコデザインの実施      
8) エコマテリアルの選択      
9) 環境報告書の作成      
10) 環境会計の作成      
11) 環境ラベル（エコマーク）の取得      

   

Q15 : 次の環境配慮のための手法等について、経営的な評価に関する、貴社のお考えとして該当する箇所

をチェックしてください。  
 

   
1 

メリットの方が

大きい 

2 
デメリットの方

が大きい 

3 
どちらともいえ

ない 

4 
わからない 

1) 廃棄物のリデュース（減量化）、リユ     



ース（再使用）、リサイクル（再資源化）

の実施 

2) 省エネルギー対策の実施     
3) 納入先からのグリーン調達要請への

対応     

4) 自社におけるグリーン購入の実施     
5) ライフサイクルアセスメントの実施     
6) ＰＲＴＲ対象物質対策     
7) エコデザインの実施     
8) エコマテリアルの選択     
9) 環境報告書の作成     
10) 環境会計の作成     
11) 環境ラベル（エコマーク）の取得     

   

Q16 : 環境省、経済産業省等が作成している次のガイドライン等について、該当する番号をご記入くださ

い。  
 

   1 
活用した 

2 
見たことあり

3 
あるのは知って

いる 

4 
全く知らない

1) 環境報告書ガイドライン（環境省)     
2) 環境活動評価プログラム－エコアク

ション21（環境省）     

3) 事業者の環境パフォーマンス指標ガ

イドライン(環境省)     

4) 環境会計ガイドブック（環境省)     
5) 環境管理会計手法ワークブック 
 (経済産業省)     

6) 環境報告書データベース(環境省)     
7) 環境報告書プラザ(経済産業省－産業

環境管理協会)     

  

Ⅴ.環境情報の公開－環境報告書等－について  Q17、Q21 は一つを選んで、Q18～Q20、

Q22、Q23 は該当する番号すべてをご回答ください。  

Q17 : 貴社の環境報告書の発行状況について一つご回答ください。  

1) 環境報告書を発行している  
2) 環境報告書を発行予定で準備中  
3) 将来的には環境報告書の発行を検討したい  
4) 環境報告書を発行する予定はない  

   

 



Q18 : 環境報告書の公表はどのような形で実施していますか  

1) 製本  
2) パンフレット  
3) ホームページ  
4) その他  

 
   

Q19 : 環境報告書の内容は、どのような項目がありますか。  

1) 経営責任者の緒言  
2) 環境に関する経営方針  
3) 環境負荷の現状（環境データ）･削減目標  
4) 環境負荷の削減に向けた具体的取組  
5) 環境マネジメントシステム（ISO14001など）の実施状況  
6) 環境保全のための技術、製品・サービスの環境適合設計（DｆE）等の研究開発  
7) グリーン購入・調達実施状況  
8) 環境会計実施状況  
9) 環境に関する社会貢献活動の状況（従業員自らの環境社会貢献活動、環境NPO支援 等）  
10) 環境情報開示、環境コミュニケーションの状況（環境報告書、環境ラベル、地域懇談会 等）  
11) 社会的取り組みの状況（労働安全衛生、人権･雇用、地域文化の尊重、消費者保護・製品安全 等） 

 
   

Q20 : 環境報告書を配布している場合、どのような対象に配付していますか。  

1) 取引先(ユーザー)  
2) 取引先（同業者）  
3) 取引先（下請け先）  
4) 取引先（その他）  
5) 自社社員(経営者)  
6) 自社社員(環境担当者)  
7) 自社社員(その他)  
8) グループ企業  
9) 消費者  
10) 株主  
11) マスコミ  
12) 国、地方の行政機関  
13) 立地周辺地域関係者（住民）  
14) 業界団体  
15) 教育機関･学生  



 
Q21 : 環境報告書の作成は主に誰が担当しましたか。  

1) 社内の担当組織が作成した  
2) 社内の特定の担当者が主に作成した  
3) 社外に作成を依頼した  

   

Q22 : 貴社の環境配慮に関する情報を、環境報告書以外の方法で公表していますか。  

1) ホームページ上で公表  
2) 機関誌等の印刷物で公表  
3) 積極的な公表はしていない  

   

Q23 : 取引上で関連のある企業の環境情報をご覧になったことがありますか。  

1) 納入先の環境情報を見たことがある  
2) 購入先の環境情報を見たことがある  
3) 見たことはない  

  

Ⅵ．グリーン調達*について 

   *:企業によっては「グリーン調達」ではなく「環境に配慮する調達」等のことばを使用し

ていますが、ここではそれらを含みます。  

Q24 : ～２６ 貴社製品の納入先（ユーザー）から貴社に、グリーン調達に関連して何らかの要請があり

ましたか。ある場合またはもし今後あるとしたら、貴社の対応は可能ですか。  
 

   (a)要請の (b)技術的に対応が (c)コスト面で対応が

   1 
有 

2 
無 

3 
容易 

4 
困難 

5 
容易 

6 
困難 

1) グリーン調達ガイドライン等の遵守       
2) ISO14001の取得       
3) 環境管理体制の整備       
4) 納入製品等の設計変更       
5) 使用材料の変更       
6) 生産設備の変更       
7) 環境保全設備の改善、変更       
8) 省資源（軽量化、小型化等）       
9) 生産工程の省エネルギー       
10) 生産工程での有害物質の使用抑制       
11) 製品分解性の向上       
12) 納入製品の有害物質の削減       
13) 納入製品等の組成表示       
14) 納入製品の梱包材料・容器の変更       



15) 環境保全技術の共同開発       
16) 情報の提示       

   

Q27 : 貴社から部材等購入先に、グリーン調達に関連して何らかの要請をしたことがありましたら下表に

ご記入ください。  
 

   1 
有 

2 
無 

1) グリーン調達ガイドライン等の遵守   
2) ISO14001の取得   
3) 環境管理体制の整備   
4) 納入製品等の設計変更   
5) 使用材料の変更   
6) 生産設備の変更   
7) 環境保全設備の改善、変更   
8) 省資源（軽量化、小型化等）   
9) 生産工程の省エネルギー   
10) 生産工程での有害物質の使用抑制   
11) 製品分解性の向上   
12) 納入製品の有害物質の削減   
13) 納入製品等の組成表示   
14) 納入製品の梱包材料・容器の変更   
15) 環境保全技術の共同開発   
16) 情報の提示   

   

Q28 : ユーザー企業のグリーン調達の動きに対応して、新たにあるいは従来以上に強化されたことがあり

ますか。次の中から該当する番号すべてをご回答ください。  

1) 環境管理部門を創設  
2) 環境管理部門の拡充  
3) 環境計画の策定  
4) ISO14001認証取得の準備    
5) 従業員への環境教育の実施    
6) 省エネの徹底  
7) 省資源の徹底  
8) 産業廃棄物の適正処理の徹底  
9) 環境負荷物質の現状把握  
10) 環境負荷物質の低減  
11) 環境保全設備の整備  

   



Q29 : 貴社がユーザー企業のグリーン調達に対応するにあたって課題になっていることは何ですか。次の

中から該当する番号すべてをご回答ください。  

1) 社内に環境の統括部門がない  
2) 経営者の環境意識が不十分  
3) 従業員の環境問題意識が様々である  
4) 要請内容の量が多くてわかりにくい  
5) 要請内容への適合性評価基準がわからない  
6) 省エネなどどの程度まで対応すればいいかわからない  
7) 要請内容に対応できるノウハウがない  
8) 所要コストに対する効果が明かでない  
9) 所要コストを見積もれない  
10) 自社のみでは対応が困難  

 

 Ⅶ．環境配慮型ものづくり（環境適合設計）について  

Q30 : ものづくりにあたって、貴社が実施している環境対応は何ですか。次の中から該当する番号すべて

をご回答ください。  

1) 製造時の省エネ・省資源を考慮した材料選択・製品設計  
2) 製品使用時の省エネを考慮した材料選択・製品設計  
3) リサイクルを考慮した材料選択・製品設計  
4) 有害物質等を含まない材料の選択  
5) 有害物質等を含まない副資材の選択  
6) 有害物質等の排出の削減  
7) 副資材に使用されている化学物質の把握  
8) 省エネ・省資源を考慮した工程・設備の導入  
9) 工程で発生した端材等金属屑の再利用  
10) 副資材（油、砂等）の再（生）利用  
11) 廃棄物のリサイクルの推進  
12) 再利用を考慮した梱包資材の選択  

                                 ご協力ありがとうございました。 

 

  送 信  
 

取消
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