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■要約 

1．調査研究の目的 

本調査研究は、環境関連動向及び素形材企業の環境経営の実態を調査して、素形材産

業に有用な情報をとりまとめ、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．調査研究の概要 

環境マネジメントシステム、機械産業等の環境報告書、環境パフォーマンス評価、グ

リーン購入・調達の現状に関する動向を調査するとともに、素形材企業の環境経営の実態

をアンケート調査し、素形材産業における環境対応のあり方を検討した。 

以下に各章の概要を記述する。 

 

第１章 環境マネジメントシステムに関する動向 

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 年の BCSD (Business Council for Sustainable Development)の勧告を受けて以降、

ISO14001 規格が整備されてきた。ISO14000 シリーズは組織活動が環境に及ぼす影響を最小

限にすることを目的に定められた国際標準規格であり、2003 年末までの認証登録数は世界

で約 65,000 件、うち日本は約 14,000 件で世界全体の約 20%以上を占めている。 

1.1.2 ISO14001 規格の考え方 

ISO14001 では EMS 構築のための要求事項として 17 項目が規定されており、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。 

1.1.3 ISO14001、14004 の改定 

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。改訂の重要なポイントは要求事項の明確化である。 

 



1.2 環境活動評価プログラム（エコアクション 21） 

1.2.1 エコアクション21の構成 

エコアクション21は、環境省が中小事業者等に対して環境マネジメントの簡易な手段を

提供する目的で策定した。エコアクション21・2004 年版は、①環境への負荷の自己チェッ

クの手引き、②環境への取り組みの自己チェックの手引き、③環境経営システムガイドラ

イン、④環境活動レポートガイドラインの計4つで構成されている。 

1.2.2 環境経営システムガイドラインでの要求事項 

PDCAのサイクルを基本とし、環境方針の作成、環境負荷と環境への取り組み状況の把握

及び評価、実施体制の構築、教育・訓練の実施、環境コミュニケーション、代表者による

全体の評価と見直し等の12項目で構成され、「継続的な改善」を図ることを目指している。 

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 の認証・登録を受けるには、環境方針、環境目標、環境活動の計画

と取組み結果の評価等を盛り込んだ「環境活動レポート」を取りまとめ、公表し、エコア

クション21審査人による審査を受ける。既に100件以上が認証登録されている。 

 

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、環境負荷の状況、目標、取り組み内

容・実績、組織体制・システム等を総合的・体系的に取りまとめ、定期的に公表・報告す

るものである。2005 年 4 月施行の「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」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等としている。環境報告書を

発行する企業は毎年増加し、2003 年度には 743 の組織が環境報告書を作成している。 

2.1.2 環境報告書作成の意義・メリット 

環境報告書の基本的機能として、①事業者と社会の環境コミュニケーション、②社会的

説明責任に基づく情報開示、③利害関係者に有用な情報の提供、④事業者の環境保全活動

推進、⑤企業の環境方針・目標・行動計画等の作成と見直し、の機能が挙げられる。 

2.1.3 環境報告書のガイドライン 

環境省の「環境報告書ガイドライン」は、一般報告原則として、目的適合性、信頼性、

理解容易性、比較容易性、検証可能性を満たすことを求め、記載すべき項目として、経営

責任者の緒言、環境配慮の方針・目標・実績、環境マネジメントの状況、環境負荷の低減



取り組みの状況等を挙げている。また、「環境報告書作成基準案」は、最低限満たすべき

基本的枠組みを目指したもので、その構成は「本文」、「注解」、「付表」の 3 つから成り立

っている。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、記載項目も絞

られていて、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である。 

2.1.4 社会的取り組みの記載 

企業の社会的責任（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、これを果たすためには「労働慣行と公正な労働条

件」「人権」「製品責任」などの社会的な取り組みが必要である。CSR を報告する環境報告

書は、「環境・社会報告書」、「サステナビリティ報告書」、「CSR 報告書」などと呼ばれる。

現在、社会的取り組みを掲載している企業は、環境報告書発行企業の約 7 割になっている。 

2.1.5 報告書のターゲット 

 報告書のターゲットは、業種・業務内容・規模等により異なるが、取引先・株主・地域

住民・行政機関のような外部だけでなく、従業員や経営層といった企業の内部も含まれる。 

2.1.6 報告書の信頼性を高める方法 

 今後は、環境報告書の普及促進と信頼性の向上を図ることが重要で、第三者機関による

審査を実施または検討している企業もある。環境省では 2004 年 3 月に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す「環境報告書審査基準案」を発表した。 

 

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 

 トヨタは、「トヨタ地球環境憲章」、「環境取組プラン」に従い、環境取組みを進め、「異

常・苦情ゼロ」、「リスクの最小化」、「各種指標の世界№1、地域№1」の実現をめざす環境

マネジメントシステムを実施している。ゼロエミッションに向けて「5R 活動」を行ない、

2000 年には全工場・事業所の「工場からの直接埋立廃棄物ゼロ」を達成した。また、鋳造

工場ではエネルギー原単位を指標として、CO2排出低減に重点的に取り組んでいる。さらに

「資源製品化率向上活動」では、各工程のインプット（資材投入量）に対するアウトプッ

ト（製品重量）の割合を「資源製品化率」として資源ロスの極小化を評価している。 

(2) トヨタ自動車(株)の環境報告書      

 1998 年度から「環境報告書」を毎年発行し、2003 年度からは、「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。2000

年度版で記載した「明知工場の鋳造工程での環境取り組み事例」を次に紹介する。  



① 膨大な量の廃棄物のゼロ化への挑戦：スラグ約 12,100t／年をはじめ、廃棄物が大量に

発生する。工場長をトップとする明知工場環境委員会を発足し取り組んだ。 

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

効果も大きく、トヨタ全体の低減に大きく影響」との認識の下、1,900 人の従業員の意

識を高めるため、廃棄物の処理方法・費用、努力目標、成果を社内イントラネットで

誰もが確認できる体制をつくった結果、分別も徹底して、発生量は大幅に減少した。 

③ 逆有償から有価物への転換：逆有償処理廃棄物を有価物にする資源有効活用法の開発

を担う「戦略室」を設置し、再利用処理方法、売却先などを検討している。 

④ ゼロエミッションをめざして、不可能を可能に：目標より早く埋立廃棄物ゼロを達成

した。何よりの収穫は、「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。 

 

2.2.2 松下電器グループの環境報告書 

松下グループには世界に 34 万人の従業員がおり、国内だけでも 5 千社以上の資材購入先

等があり、45 ヶ国・約 240 工場で生産している。世界中の全ての事業場で環境負荷を削減

しながら事業や雇用を守り、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。 

(1) 企業経営と環境コミュニケーション 

環境コミュニケーションは企業と社会を繋ぐ役割を担い、その優劣は企業価値をも左右

する。地球温暖化防止京都会議直後の 1997 年に「環境報告書」の発行を始め、環境コミュ

ニケーションにおいて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。 

(2) 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、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り、次なる施策を進めるために重要である。環境報告書を

はじめホームページ、展示会等を通して世界各地で様々な環境情報開示を行ってきた。 

(3) 環境報告書の取り組み 

環境報告書の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 年には中国

語版も発行した。“わかりやすく”することは難しい挑戦であるが、制作の基本としてきた。  

UNEP（国連環境計画）らの世界の報告書ランキングで 2004 年に 34 位と評価を受けている。 

(4) GRI ガイドラインへの挑戦 

「GRI サステナビリティリポーティングガイドライン」が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。①および③

が重要と考える。日本企業もグローバルに意志を表明すべきである。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、世界の企業間競争が激しくなるだろう。 

(5) 環境経営報告書 2004～松下らしさの模索～ 

 昨年、名称を「The Panasonic Report for Sustainability2004」と変更し、「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。この一環として、従業員一人

ひとりが仕事を通じての社会貢献を目指すストーリー「ハイライト 2003」を企画した。 

(6) 今後の展望～市民社会と呼吸できる企業活動へ～ 

報告することは、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ている。 

 

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) 環境への対応 

 環境に配慮した循環型の生産を目指し、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。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と環境

レベルの向上に努めている。なお、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、連携活動を深めている。 

(2) 環境報告書発行に至る背景 

 従来にも増して企業としての社会的責任を遂行し、かつ、開示により更に環境管理のレ

ベル向上を図るため、2001 年に環境報告書の作成・発行を意志決定した。 

(3) 環境報告書の内容 －「環境報告書 2004」に沿って環境への取り組みを紹介－ 

①環境マネジメント 

1999 年 10 月に「環境理念」、「環境方針」を策定し、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、定期開催している。 

「2001～2005 年環境取り組みプラン」に沿って年度計画を策定し、全社展開を図り、1999

年に ISO14001 認証を取得した。また、内部環境監査の充実をねらいに、現在、103 名（管

理者層の 3 割）が監査員として登録している。 

2003 年度の環境コストは、投資額 182 百万円、費用 1,899 百万円であった。また、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。 

環境教育として、新入社員教育、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。加えて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。 

 ② 環境保全への取り組み 



・製品の軽量化、排気ガス清浄化技術など、環境に配慮した技術・製品開発を実施 

 ・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 

・廃棄物の発生量低減、リサイクルを進め、2002 年に全工場で埋立廃棄物ゼロを達成 

・地域環境保全、新規材料の事前評価、PRTR 法対象物質の低減活動を実施 

③ 環境アメニティ事業への取り組み 

 廃棄物を再資源化して、防音製品、音響製品等を開発・生産する新事業を展開している。 

④ 環境対応の経営上のメリット 

地域の行政や住民から情報開示の姿勢について評価、賛同が得られ、納品先の信頼も得

られた。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た。 

 

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 

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、ガ

スファーネスや立体式砂処理塔の開発、産業廃棄物保険(環境汚染賠償責任保険)への加入

等々を核に種々対策を進めてきた。1999年9月にISO14001の認定を取得した。 

(2) 環境報告書・環境会計報告書概要 

環境報告書は、横文字やカタカナの多用を避け、環境保全に向う企業スタンスとEMS活

動の経過報告に徹している。スタッフの手作りによる環境報告書の作成は、1999年9月の

ISO14001認定登録以来続いている。また、EMS活動の透明性を高めるためにホームページに

おいて、月一度、環境管理委員会議事録、そして環境報告書・環境会計を掲示している。 

①環境保全活動推進状況 

「人と地球に優しい鋳物造りを目指そう」を基本指針とし、省エネルギー及び廃棄物の

低減、環境に配慮した物造り、全社員の環境意識向上、環境経営の推進、環境マネジメン

トシステムの遂行、社員の「私の環境実行決意宣言」の公開などを推進方針としている。 

②ガス・電気使用量、CO２排出量の推移 

企業戦略上の生産シフト変更の中で、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た。 

③産業廃棄物排出量の削減と分別処理の推進 

産業廃棄物は、鋳物廃砂、中子廃砂、スラグ、集塵機ダスト等で、排出量の削減に努め

るとともに、発生部署毎に分別回収・管理を徹底している。廃棄物は、セメント材料・路

盤材料・土質改良材などに再利用されており、最終埋立処分はゼロである。 

④事務用紙の削減 



事務用紙は、会議資料廃止、コピー制限、Faxのパソコン画面確認方式など徹底したペ

ーパーレス化により、EMS活動開始前に比べ22％の削減が図られた。 

⑤環境会計 

外部環境会計報告を、対前年度比の表示で、環境報告書の中で報告している。環境会計

報告は、生産活動の変化と経費バランスを明らかにし、次年度への対応策の基本となる。 

(3) EMS活動および環境報告書のもたらすもの 

EMS活動は地球温暖化ガス・産業廃棄物などの確実な削減、徹底したムダの排除による

経費削減になり、環境報告書は次年度計画策の基本となった。また、経営トップの決定・

宣言を受けた全社体制の確立は成果といえる。さらに、二酸化炭素の削減はエネルギー経

費削減になり、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。 

 

2.3.3 日立金属㈱の環境対応と環境報告書  

(1) 環境への取り組み 

環境配慮製品を提供し続け、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す

る。1971 年に環境省力対策本部を設置し、2002 年に環境安全推進室に改組、環境担当役員

を頂点として組織的な環境保全活動を展開してきた。1999 年 4 月までに 9 サイト:7 工場、

1 事業所、1 事業部、4 研究所の全てで ISO14001 の認証を取得した。グループ会社は、国

内 39 サイト/33 社、海外 9 社が既に認証を取得した。 

(2) 2004 環境経営報告書  

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。｢環境経営報告書｣は、下記 4 つのカテゴリで記載されている。 

1) エコマネジメント･エコマインド(環境管理)：ISO14001 の認証取得、環境監査の徹底、

環境会計のほか、「グリーン 21」という達成度の点数評価システムを導入 

2) エコプロダクツ(環境に配慮した製品づくり)：製品の開発設計では｢環境配慮アセスメ

ント｣を実施。調達では 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実施 

3) エコファクトリー(環境に配慮した生産活動)：全サイトで環境負荷の軽減に取り組み。 

①廃棄物の中期計画目標：ゼロエミッションを目指し 2005 年度までに再資源化率 95％ 

②省資源・省エネルギーの長期目標：2010 年度までに 1990 年度比で生産高 CO2原単位を

25％削減、CO2総排出量を 7％削減 

③化学物質の目標等：「新規使用化学物質導入審査基準」による事前評価。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 



4) ステークホルダーとの共創：地域社会、製品ユーザー、従業員はじめ｢人｣を大切にした

社会貢献にも取り組み、さまざまなステークホルダーとの関係を重視した経営 

 

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、環境効率や原単位、環境会計に代表される「環境経営指標」である。 

2.4.2 環境経営指標としての環境効率 

 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”ことを意味する。「環境負荷」には“製造時”の環境負荷と、“使用時” の環境負荷が

ある。「経済価値」は、製品等の生産量・販売量や売上高などである。多くの企業が評価指

標としている原単位は、環境効率の逆数である。また、最近の環境報告書で、環境効率又

は原単位と併記される環境会計は、環境保全対策の費用対効果を評価する指標である。 

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。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。環境負荷は、様々な環境負荷を

個別に評価する「個別環境負荷」と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「環境負荷総量」の 2 種類がある。評価対象となっている環境負荷は、

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。 

 

第３章  環境パフォーマンス評価に関する動向 

3.1 ライフサイクルアセスメント（LCA） 

LCA は、製品やサービスの生産から廃棄まで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）、環境への影響を評価する（環境影響評価）手法である。 

3.1.1 ISO に基づく LCA 手法の特徴 

LCA 実施の枠組みは、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。LCA では透明性が高い分析手法が求め

られており、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 

平成 10～14 年度の 5 年間にわたり経済産業省は、LCA プロジェクト実施し、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（50 以上の工業会から 250 品目

以上のデータを収集。さらに資源採掘などのデータ含め約 550 品目）の開発、ネットワー

クシステム（会員制で LCA 日本フォーラムによって運営）の開発を実施した。 

 

3.1.3 環境ラベルへの応用 

 環境ラベルは、ISO の規定に基づいて、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。タイプⅠ（ISO14024）は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。 タイプⅡ（ISO14021）は事業者の自己宣言による環境

主張で、第三者による判断が加わらない。タイプⅢ (TR14025) は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、合否の判断は消費者に委ねられる。 

3.1.4 LCA に関する ISO 規格の見直し 

ISO 規格は 5 年ごとに、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。 

 

3.2 環境パフォーマンス指標 

環境パフォーマンスは、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。 

3.2.1 評価の枠組み 

環境パフォーマンス評価の手順は、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。計画(Plan)段階では、環境指標(EI)、環境状態指標(ECI)、環境パフォ

ーマンス指標(EPI)のいずれかを選択できる。最近は指標として環境効率を用いて、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。 

3.2.2 環境効率・ファクター 

統合化した環境効率は、「総合的な改善度」を把握しやすいが、統合化手法の妥当性、

統合化の考え方を理解するのが困難である。一方、複数の環境効率の個別提示は、環境情

報を企業が作成しやすく、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、トレードオフの関係（例えば、リサイクルによって資源消費量は削減したが、CO2排出

量が増大した）を把握し総合的改善度を判断することが困難な場合も想定される。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ものである。 

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、資源生産性や

CO2排出量削減等が評価対象となっている。LCA 手法と環境会計手法を組み合わせた環境経

営指標の適用事例として、大阪ガスと、アサヒビールをとりあげた。 



 

3.3  環境会計 

環境会計は、企業の環境活動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、環境の観点から経営効率を高める手法である。 

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、対象とする「環境コスト」の範囲が異なる。外部環

境会計では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。一方、環境管理会計は、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する。 

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。 

3.3.3 ライフサイクルコスティング(LCC) 

ライフサイクルコスティングは、LCA 手法にコスト評価を加えた手法で、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対象とするので、必

要なデータベースは膨大となる。 

 

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、「地球環境に関するトヨタの取組方針」を受けて「トヨタ環境取組プラン」

を策定している。この第 3 次取組プラン（01 年度～05 年度）で、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。 

4.1.2 トヨタ調達の考え方 

部品、鋼材等を多くのサプライヤーから購入しており、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。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、①オープン・ドア・ポリシーに基づく公正な競争、②相互信

頼に基づく相互繁栄、③良き企業市民を目指した現地化の推進点を基本に調達をする。 

4.1.3 トヨタのグリーン化 

「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。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。管

理すべき化学物質は、トヨタ独自に選定しており、2000 年にグローバル対応を図るため従

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。 

 使用済車両からの廃棄物の低減、適正処理に関する欧州 ELV 指令を最重点対応事項と位

置付け、サプライヤーに、指令で定める化学物質について、含有していないとの宣言書や

切替証明書の提出、材料データシステムへの含有量入力を要求している。 

管理対象物質について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している。 

4.1.4 環境に関する調達ガイドライン 

 「環境に関する調達ガイドライン」を策定し、直接納入する国内サプライヤーに提示す

るとともに、連結会社にも要請した。また、海外でも、グリーン調達を進めている。 

4.1.5 グリーン購入 

約 2,000 種類の事務用品と約 300 種類の事務 OA 機器のグリーン購入に取り組み、2002

年 3 月に｢グリーン化｣を完了した。「環境ラベル」対象品等を優先している。 

 

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 

2001 年に環境への取り組み目標定めた「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。 

4.2.2 グリーン調達の主な内容 

資材の購買活動に関するグリーン調達基準書の中で、グリーン調達ガイドラインを定め、

「購入先の評価」と「資材の評価」の 2 つの選定基準により、資材の調達をしている。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、ISO14001 の認証取

得をしている購入先との取引を優先する。資材の選定に当たっては、環境負荷低減の面で

評価される資材を優先的に採用する。また、2003 年 2 月に発行された RoHS 指令を完遂す

るため、使用禁止期限を 1 年前倒しし、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いる。 

4.2.3 グリーン調達に向けての主な取り組み 

サプライヤーが調査した化学物質含有データを松下電器グループは全社共通で活用し、

RoHS 対応含め、今後の環境配慮設計に活かしていく目的で、製品化学物質管理システム「GP



－Ｗeb」を開発した。また、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

営のしくみに組み込まれ、松下電器グループに安全・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。 

 

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 

 素形材企業（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）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、134 件（回

収率 12.9％）の回答を得た。回答した素形材企業(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先進企業と考えられ、実態よりもいい結果になっている可能性が

高いが、アンケート結果により次のような素形材企業の環境対応実態が明らかになった。 

・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。 

 

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 

 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。環境は最早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。 

 

6.2 環境対応のためのマネジメントシステム 



 環境報告書はかつて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。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、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

ることをいい、グリーン購入の動きは企業間でも急速に広まっている。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られる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。 

 

 

 この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。

 


