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序 

 

 米国発の金融危機は、実体経済へも波及し、世界同時不況が深刻になりつつあり、先進国

ばかりでなく、中国やインド等の新興諸国の経済も減速傾向を強めています。 

我が国機械産業も大きな影響を受けており、自動車の世界的な需要減少や産業機械、電

機等の世界規模での受注低迷は企業の業績を著しく悪化させています。我が国経済を牽引

してきた輸出の大きな減少が影響し、昨年 10-12 月期の国内総生産（GDP）は前期比 3.2％

減、年率 12.1％減(速報値)と大幅な減少率となりました。 

我が国の今後の回復について、外需依存を脱却し、内需主導型への転換を求める意見が

ありますが、人口の高齢化が進行するなど国内市場は成熟化しており、今後は内需に従来の

高成長を期待することは難しい状況です。一方、海外では米国や中国等で巨額の財政出動

が予定されており、世界景気回復に繋がる可能性も出ております。また、欧州では環境関連

の投資の増加が予想されます。 

このような状況の下、我が国機械工業の再浮上の鍵は海外需要の開拓が握っていると申

せましょう。企業が海外事業を拡大するには、その前提として海外現地情報の収集が不可欠

であり、海外情報のニーズが高まっています。当会では自ら現地情報を収集することが難し

い中小企業などの要望を受け、海外機械工業に関する情報収集、提供事業を行っていま

す。 

  本報告書は、日本機械輸出組合に委託し、ＥＵにおける環境経営とＣＳＲ（Corporate 

Social  Responsibility、企業の社会的責任）について調査した結果です。 

各位の事業活動の参考として頂きたく、ご高覧に供する次第です。  

 

平成 21 年 3 月 

                        社団法人 日本機械工業連合会 

                                              会 長  金 井  務 
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はじめに 

 

日本企業による「環境経営」に対する関心が高まっている。欧州では、｢環境経営｣に該当するコ

ンセプトとしては｢エコイノベーション｣が最も近い。環境への取り組みを企業の経営戦略の中核に

位置づけ、事業の更なる発展と進化を目指す考え方を指す。この意味では、欧州企業にとって環

境経営は、CSR 戦略の中で環境分野の取り組みをどう位置づけていくかの問題ともなっている。 

  

本報告書は、こうした視点から競争力強化を目指す欧州固有の CSR アプローチに注目し、欧州

企業は環境分野の CSR 活動を経営戦略上どのように位置付け、具体的にどういった活動を重視、

展開し、どのような成果をあげているのか、について評価分析することを主眼としている。 

 

第一章では、欧州企業はどのように CSR を通じて競争力強化を図るのか、また欧州企業はどう

いった環境問題について CSR として取り組んでいるかを概観している。具体的には、CSR を通じた

競争力強化アプローチを、コスト削減、人材育成・能力向上、顧客の評価、イノベーション、リスク＆

風評管理、資金調達などの視点から整理している。また、欧州内の企業が対応すべき環境分野の

法規制要件の全体像とともに、それら要件の遵守を越えて CSR として重点的に取り組むべき分野

や具体的課題を明らかにした。「地球温暖化の防止」「化学物質の管理」「資源の有効活用」の 3 分

野の取り組みに大きく類型化した上で、それぞれの個別規制領域の取り組み課題を抽出した。 

 

第二章では、欧州企業による環境経営の先進事例に注目し、企業毎に経営戦略における CSR

の位置づけ、環境分野の CSR の具体的取組状況やその方法（LCA や CFP など）などを明らかにし

ている。対象としたのは、ノキア、エリクソン、シーメンス、フィリップス、フォルクスワーゲンという先進

的な欧州機械メーカー5 社である。分析にあたっては各社へのインタビューや公表資料を使用した

他、CSR・環境団体、社会的責任投資（SRI）指標や格付け機関の評価も参考にしている。なお、特

にノキア、エリクソンについては、日本企業及び政府による携帯リサイクル制度化の取り組みの参

考とするため、携帯端末の回収・リサイクルの取り組みにも注目している。 

  

第三章においては、欧州企業による CO2 削減に向けた取り組みに注目し、排出権取引制度の

活用方法やカーボンフットプリント導入の具体的事例を調査した。特に、欧州機械メーカーによる

排出権取引制度の活用実態あるいはその取り組みが企業の実質的な CO2 削減に寄与しているか

どうかに注目した。また、欧州企業による CFP の導入状況や関係機関による CFP 手法の開発の動

き及び今後の政策枠組み検討の最新状況も明らかにしている。 

  

第四章では、欧州企業による環境経営あるいは環境分野の CSR における取り組みの主な特徴

に注目し、環境ソリューションビジネスの企業事例、マテリアルフローコスト会計や欧州固有の環境

コンサル手法の導入による環境負荷低減と廃棄物削減によるコスト削減の取り組み、そして、欧州



 II

企業によるグリーンマーケティングの展開事例を明らかにしている。 

 

欧州企業が注力する「マテリアルフローコスト会計（MFCA）」「カーボンフットプリント（CFP）」「ライ

フサイクルアセスメント（LCA）」は、日本企業においても環境経営の基本手段となりつつある。本報

告書では、こうした分野の欧州内の先進的な取り組み事例を明らかにしており、日本企業による環

境経営の取り組みの更なる発展ならびに日本政府が積極的に推進するこれらの国際標準化作業

の参考となれば幸いである。 



 III
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第一章 欧州における CSR と環境課題 

  

本章では、欧州企業によるCSRを通じた競争力強化の取り組みに注目し、如何なる取り組みに

よってどのような効果をあげているかについて、欧州内の CSR を巡る 近の動向を含めながら概

観する。その上で、欧州企業の環境経営あるいは環境分野の CSR 戦略とその具体的取り組みを

把握するため、欧州企業に求められている主な環境法規制要件の内容とその要件を超える CSR

活動として何が期待されるのかを明らかにする。 

 

１ CSR を通じた競争力強化の取り組み 

 

近の欧州企業による CSR への取り組みは、競争力効果(ビジネスケース)を目指したものへと

急速に進化している。政策当局もこの観点からの取り組みを後押ししている。例えば、欧州委員

会企業総局は、企業が CSR を通じて競争力強化に取り組むことで、EU の「成長と雇用」ならびに

「持続可能な発展」戦略に対する自主的な貢献を行うことができると明確に位置づけている。その

ため、欧州委員会は、CSR を事業活動や戦略に深く組み入れることで如何なる競争力効果があ

るかについての理解を広めるための様々なプロジェクトを展開している。 

 

欧州産業界の競争力課題を特定する欧州委員会企業総局年次報告書 新版「競争力レポー

ト 2008 年版」1においても、CSR と競争力の相関関係はひとつの大きな焦点となっている。同レ

ポートは 6 つの評価分野（①コスト②人材③顧客評価④イノベーション⑤リスク＆評判管理⑥資金

調達）に注目し、全体的に CSR の取り組みが企業や産業の競争力に好影響をもたらす「ビジネス

ケース」が多いと分析している。但し、影響の度合いや範囲は産業や企業の分野、サイズ、事業

環境により様々である。以下では、こうした欧州委員会の分析を手がかりに、欧州企業は競争力

強化を目指してどのような CSR 活動を展開しているかを環境分野の取り組みを中心に概観する。 

 

１-１ コスト効果 

欧州内のCSR推進派は、責任ある企業行動がコスト節約を導き、それが競争力につながること

を強調する。一方、慎重派は、CSR はコスト負担が発生するのは明らかであり、プラス効果が得ら

れるとしても長期的なものでしかないという点に注目する。確かに CSR にはいずれの側面もある。

だからこそ、企業利益に及ぼす効果は小さくとも、継続的に CSR を実施しながらそれによって得ら

れる利益を如何にコスト以上のものにしていくかが、欧州企業にとって CSR 戦略上 大の課題に

なっている。 

 

                                                  
1同報告書は下記の通り欧州委員会コミュニケーションとして 2008 年 11 月末に発表された。 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/competitiveness/1_eucompetrep/eu_compet_reports.htm 
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例えば、環境分野の取り組みで言えば、エネルギー消費や原材料投入などの削減は、コスト効

果が明確に現れやすい分野である。エネルギーや原材料コストの節約という直接的効果にとどま

らず、全社的なコスト意識の浸透、そして何も実施しない場合に発生しうる訴訟費用や保険料アッ

プなどを考慮した場合のコスト効果もある。一方、実際に企業が廃棄物削減に本格的に取り組も

うとすると、多大のコストを伴うことも事実である。今後ますますエネルギー価格の上昇や炭素排

出コストの制度化によってコスト圧力が強まれば、CSR 活動を強化することで得られるコスト効果

は高まるものと見てよいだろう。 

 

１-２ 顧客評価 

欧州企業に限らず、CSR に積極的に取り組む企業は、概して市場における顧客の評価獲得あ

るいはその結果としての競争力効果が狙いである。 

 

 特に欧州では、CSR に積極的な企業やその製品に対する顧客の評価は高いものの、実際に消

費者は価格が割高でも購入するかどうかは微妙であり、製品や市場の特性によって異なる。一般

に、ハイエンド市場の企業にとっては、CSR が顧客評価の決め手になる場合が多く、逆にローエン

ド市場で競争力を維持強化したい企業は法令順守以上の取り組みをできるだけ避け、むしろ CSR

よりはコストを如何に引き下げるかが顧客評価を得る上で決定的に重要となる。但し、消費者の

製品の安全性や環境配慮に対する信頼がますます不安定化する現在、これらについて一定基準

に達していることを顧客に明確に示す対応はいずれの企業においても必要不可欠となっている。 

  

CSR の取り組みが顧客の評価や消費行動に影響を与え需要を伸ばしている典型的な事例とし

ては、フェア･トレードやオーガニック製品市場の急速な成長をあげることができる。国際フェアト

レードラベル機構（FLO）によると、フェアトレード保証された商品の売り上げは、過去 5 年間毎年

40%の割合で成長しており、2007年はおおよそ23億ユーロとなった。これまでは市場ではマイナー

な存在とみなされていたが、多くの小売業者や生産者が同分野に参入する意向をみせるように

なっている。こうしたビジネスモデルが成長した経験に基づき、欧州内では、製品の生産工程に関

する社会環境面の影響がさらに分かり易く消費者に情報提供されるようになれば、消費者による

「社会的責任に基づく消費行動」が更に促され、CSR のビジネスケースすなわち企業競争力効果

もさらに強まる環境が創出されるとする議論が強まっている。しかしながら、現下の経済危機のよ

うに経済環境が悪化すればこうした消費者行動は変わってしまうリスクも大きく、まだまだあらゆる

企業や製品を巻き込む動きになっていないのが実情である。 

 

B2B における顧客評価を重視する観点から、サプライチェーンにおける CSR の取り組みを強化

する動きも強まっている。例えば、ビジネス・ソーシャル・コンプライアンス･イニシアティブ（Brussels 

Social Compliance Initiative）2やグローバル・ソーシャル・コンプライアンス・プログラム（Global 

                                                  
2 http://www.bsci-eu.com/index.php?id=2012  



 3

social compliance programme3）などの望ましいサプライチェーンパートナーシップのあり方を検討

する活動に参加する欧州企業が増えている。こうした取り組みは、購買側となる大企業にとっては

社会環境上の責任を果たすためのものであり、サプライヤー企業にとっては自らの CSR パフォー

マンスを通じて購買企業の取り組みをどれだけ支援できるか示す良い機会となる。また、欧州内

各地で公共部門のグリーン（持続可能な）調達活動が急速に広まっていることで、環境問題を真

剣に考慮し、革新的な環境ソリューションを提供できるサプライヤーの競争力が強化される環境

ができつつある。欧州委員会は、 近、2010 年までに欧州域内の公共調達の 50%をグリーン調達

とする提案を行った。加盟国の中には、さらに野心的なグリーン調達方針を掲げるところもある。

例えばオランダ政府は 2010 年までに 100%持続可能な調達にすることとしている。なお、この公共

調達基準については、環境のみならず雇用や人権などの社会的要件を組み込むことも検討され

ているが、欧州委員会の政策策定作業は遅れている。実現すれば、こうした CSR の社会的側面

に注目する企業の競争力も強化されることになるだろう。 

 

自らの環境分野の取り組みについて適切な情報を発信し、社会的信頼を得ることも重要になっ

ている。環境 CSR の取り組みに対する欧州内の顧客の評価基準が厳しくなっている事実は、「グ

リーン･ウォッシング」4批判の高まりでも明らかである。環境に優しい企業や製品のイメージを不当

に植えつけようとする広告キャンペーンを行う企業が NGO から強い批判を受けるようになったの

である。特にイギリスでこの種の批判が強まっており、英広告基準協議会は、2007 年の 1月から 9

月の間に「グリーンウォッシュ」とされた 19 件（前年の 2 倍）のグリーンキャンペーンを禁止した（詳

細は、第 4 章参照）。こうした過度の環境広報は、消費者あるいは市民の懐疑的な反応や誤った

理解をもたらすのみならず、企業の社会的信頼が失墜する大きなリスクを持つとの理解が企業関

係者の間でも広まりつつある。これを踏まえ、CSRヨーロッパは持続可能なマーケティングガイドを

発表し、「消費者は企業への信頼感を何より求めており、グリーンウォッシュは企業ブランドにとっ

て危険なものになりかねない」と警告している。消費者が懐疑心を抱くことになれば、企業や製品

のブランドに傷がつくだけでなく、実際に環境性能に優れた正当な製品が待つ市場での競争力も

害することになることが懸念されているのである。 

 

１-３ イノベーション 

欧州では、CSR がイノベーションの可能性を広げることによって競争力にポジティブな影響を与

えるという側面が注目されている。この関係は、環境管理、労働力の多様性確保といった CSR の

社会的側面、外部ステークホルダーとの関係構築、などを行う中で特に現れる。 近のイノベー

ションは労働者間の密な連携によって生み出される傾向があり、また社会問題に取り組むイノ

ベーションから新たなビジネス価値が創出されているという事実と符合するといえるだろう。 

 

                                                  
3 http://www.un.org/partnerships/Docs/GSCP_Guide.pdf  
4 詳しくは、第 4 章のグリーンマーケティングの項参照。 
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CSR が新たな企業価値や収益の向上につながった欧州企業の事例は数多く指摘されている。

専門家によれば、CSR のイノベーション効果は、通常以下の３つの取り組みから生まれている。 

 

①他のステークホルダーへのエンゲージメント 

CSR は社内外のステークホルダーとの対話や協調を求める。これにより、多くの企業は、以前

は殆ど接する機会を持たなかった草の根レベルの団体から世界的な NGO に至まで幅広い範囲

のステークホルダーとの対話やパートナーシップを持つことになる。こうした企業外のステークホ

ルダーとの関わりあるいは協調が、意図すると意図せざると関わらず、イノベーションをもたらして

いるケースが多いという。CSR の先進的企業ほど、既存のビジネスモデルを企業外の視点から捉

え、社会との関係を再構築する新たなビジネスモデルを生み出すヒントを得ているといえる。 

 

②社会的課題への取組み 

環境分野のCSRがイノベーションをもたらす事例などが入る。環境管理の徹底が、環境分野に

おけるプロセスイノベーションあるいは環境技術の進化につながった企業事例は数多い。例えば、

近年は、温暖化問題に対する取り組みとして、特に低炭素技術の開発を目指す企業が増えてい

る。既述の通り、先進企業ほど、社会における企業の目的と役割を考え、企業価値のますます大

きな部分が、気候変動や高齢化社会、貧困や社会的包摂などのような社会的課題へのビジネス

ソリューションを提供することによってもたらされるという認識を持つに至っているのである。 

 

WBCSD（持続可能な発展の為の世界経済人会議）は、2000 年に発表した報告書で、「2020 年

には、世界の先進企業は社会が抱える主要課題の解決につながる商品やサービスを提供するこ

とで、新たな顧客を開拓することになるだろう」と述べている。企業価値は、社会的課題への取組

みにおいて革新的なソリューションを提供する中で創出されるという指摘である。実際、既に、新

商品の開発段階でその商品の潜在的な公共性や社会的価値を測ろうとする企業は増えている。

欧州委員会は、こうした社会的利益をもたらす事業分野での企業による投資やイノベーションを促

す、6 分野の「リードマーケット・イニシアティブ（LMI 提案）」5を 2007 年 12 月に提案している。LMI

とは、社会的に意義のあるリードマーケット（新興産業分野）で活動する企業が世界市場での主導

権とスタンダードを獲得できるための政策的支援を意味する。具体的には、法令（イノベーション

の促進、イノベーション企業の負担軽減）、公共調達（イノベーション製品を率先して購入）、規格・

表示（イノベーションに適した規格、新規顧客に魅力的な表示）等を主な手段としてリードマーケッ

トの育成や成長を支援する政策展開である。第一陣のリードマーケットに選ばれたのは、下記の 6

分野である。6 

                                                  
5 6 分野のアクションプラン詳細は、以下参照。 

http://www.euractiv.com/29/images/LeadMarketInitiative_COM-2007-860_SEC-2007-1729_Annex%20I_en_tcm29

-169407.pdf 
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e ヘルス 

高齢化や医療費の財政負担が拡大する中、患者、医療サービス提供、支払い機関のシステムに

ICT 技術を適用し、より良い治療と安価なサービス提供を図る。欧州域内では、社会保険制度も

大きく異なり、医療サービス市場が未統一で、システム上の相互接続が難しいという問題があっ

た。情報交換フォーマット、相互接続可能なシステムの認証、大規模なデモ・プロジェクト（法的側

面と組織的なフィジビリティー）などの標準化を目指す。 

持続可能な建築 

EU の総エネルギー 終消費に占める建築物の割合は部門別 大で 42%を占め、温暖化ガスの

約 35%を排出している。持続可能性実現のためには、環境に配慮した効率的な電気機器や空調

設備、利用者の健康への配慮した室内の空気、高齢者に配慮した利便性などが求められる。EU

及び加盟国レベルの規制が錯綜していることが、企業側の過度の行政負担と市場の健全な発展

を妨げている。中でも需要の 40%を占める公共部門を先頭に、ライフサイクル・アプローチやコスト

ベネフィット分析を導入し、調達に関する既存の法的枠組みをイノベーション志向へと変えていく。

防護繊維（PPE） 

防護用の衣料や器機に使用される高性能技術の繊維は、欧州内で今後数年間に 50%以上の市

場拡大が見込まれ、繊維産業の新たなセグメント拡大をもたらすとみられている。バクテリア、ウ

イルスなども含め、有害危険物質からの保護機能を持つ同繊維は、市民生活や軍事面の非常用

器具、医療や製造現場での利用が見込まれる。更なる市場拡大には、グローバルな欧州基準の

普及、適切な IPR 保護措置、SME への支援が求められる。公共部門も市場拡大に重要な役割を

果たすが、地域機関の需要を統一性あるものとし、革新的な製品に対する理解も向上させる。 

バイオ製品 

この分野の市場で欧州は好位置を築いているが、製品資産に対する不確実性あるいは市場の不

透明性が新製品の迅速な投入を遅らせている。非食料分野のバイオ製品やエネルギーの開発が

多様化している中で、相互の連携がバイオ製品の導入のタイミングや規模の鍵を握る。複雑な相

互依存関係やバリューチェーンが市場規模や採算性を不透明性にしている。相互のコミュニケー

ション、標準化、ラベリング、認証などの統一的な環境政策によって同市場の拡大を支える。 

リサイクル 

大きく市場が伸びる可能性があり、今後さらに持続可能な消費や生産が求められていく中で中心

的な役割を果たす。EU は世界の環境産業の約 30%を占め、廃棄物リサイクル分野では約 50%を

占める。世界の原料需要やリサイクル原料の国際貿易は大きく伸びている。 

市場障壁の除去やイノベーションによる効率性や能力の改善、効果的な生産プロセスや技術の

改良がなされれば市場はさらに拡大する。自動車や電機電子機器分野などの EU 規制がこうした

市場拡大や産業発展を後押ししてきたが、市場ベースのアプローチで補完する必要がある。規

制、スタンダード、ラベリング、公共調達、資金調達、知識共有、国際的アクションなどの統一的な

政策パッケージを作成する。 

再生可能エネルギー 

コスト高、低需要、市場の分断、行政面あるいは市場の障壁が同エネルギーの発展を妨げてい

る。2020年に再生可能エネルギー比率20%というEU目標は、生産者に規模拡大に伴うコスト削減

見込みをもたらし、生産拡大が見込まれる。 

障害の第一は、エネルギー使用の外部コスト（温暖化ガス、大気汚染、供給不安定）が価格に適
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正に反映されず、外部コストが低い再生可能エネルギーへの需要が二次的なものにとどまるこ

と。第 2 に、現在の需要レベルが低いため、特定分野の技術における重要な学習効果があまり吸

収されず、価格低下も実現しない傾向があること。第 3 に、EU 内の支援制度が統一されておら

ず、行政面あるいは市場の障壁がこの分野の域内市場の発展を阻んでいること。 

2008 年 1 月に発表された政策パッケージは、旧来の再生可能な電力指令に代わるものだが、加

盟国目標の配分とその達成方法における柔軟性を認める内容であった。目標到達方法、計画策

定や認可上の障害の除去、バイオ燃料の持続可能性に基づく体制作りが焦点である。低炭素技

術としては、特にバイオ燃料、ソーラー、風力の 3 つが重視されている。市場価格の低下、再生可

能な電力の送電網への統合、エコデザインやエネルギー消費の計測方法統一などの標準化やラ

ベリングを検討していくこととしている。 

 

イノベーションをもたらす社会的課題に対する欧州企業の積極的な取り組みの中で、もうひとつ

注目されるのは、いわゆる「ボトムオブピラミッド」と世界的な貧困層へのビジネスアプローチであ

るである。発展途上国の貧困層を企業の重要な顧客として捉え、彼らに相応しい商品やサービス

を提供する事業モデルを指す。国連開発プログラム（UNDP）は、この取り組みは企業競争力をも

たらすイノベーションを導くことができるとしている。「貧困層の嗜好やニーズを満たす為に、企業

は価格と性能の新しい組み合わせを提供しなければならない」ことに加えて、「輸送が難しいこと

から始まり、契約を遵守させるができないことに至るまで、貧困層を対象としたビジネスの際に企

業が直面する困難が企業に創造的な対応を課す」（UNDP 2008）からである。先進国でも見られる

ミクロ信用市場の拡大も、こうしたビジネスモデルの具体的な一例と見ることができる。 

 

社会的に有用なイノベーションを遂げることで事業を拡大している中小企業は数多く存在する。

特に、環境分野は、中小企業が切り開くニッチ市場となりやすい。企業サイズに関わらず、社会環

境課題を企業のコアの事業戦略にどの程度統合するかが、社会的課題に対応する中で新たな事

業機会を見い出す企業能力を左右するといえるだろう。社会環境への関心を事業戦略の周辺に

追いやり、広報活動の一環としてのみ捉える企業は、これらの機会を十分活かすことはできない

というのが欧州内のコンセンサスとなりつつある。 

 

③イノベーションを生み出し易い職場環境の創出への取り組み 

職場環境や社員の待遇や健康への配慮を通じ、社員と企業あるいは社員同士の間の信頼関

係が生まれ、それが組織力となってイノベーションを生み出している事例は多い。欧州委員会の

2006 年のイノベーションに関するコミュニケーションにおいても、「革新は変化を受けいれることだ

けではなく、生産性を高めながら、人材管理の点で機会を提供する方法を通じて達成される」とし

ている。 

  

参加と信頼に基づく新しい雇用システムを持つ企業が、製品やサービス、事業プロセスにおけ

るイノベーションを成功裏に生み出し、競争力効果やその他の成果をもたらした事例が明らかに

なっている。従業員を信頼し、彼らに決定権を与えた方が、社内の創造性やイノベーションが生ま
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れやすいという理解が広まっているのである。 

 

特に、労働力の多様性が欧州内で CSR の社会的側面の重要要素となっているのは、イノベー

ションに大きな影響を与えるという視点からである。欧州では、「同じ意見を持った人々は同じよう

な決定しかできない」と捉える傾向が強い。逆に、視点、背景、専門能力が違えば、より創造的な

考え方や効果的な問題解決法を導くことができるという視点が労働力の多様性を促す政策の背

景にある。 

 

2008 年に実施された欧州ビジネス試験パネル（European Business Test Panel）によると、参加

した欧州企業の 56%は何らかの平等性と多様性を尊重する雇用慣行を持っており、そのうち 63%

の企業が、職場の多様性は企業のイノベーションや創造性に貢献していると答えている（大企業

中小企業問わず）。また、ジェンダーバランスが取れている労働グループがイノベーションの高パ

フォーマンスを生み出しているという研究結果もある。 

 

しかし、職場環境の多様性は、必ずしも企業に対し容易に利益をもたらすわけではない。結束

力が弱まり、衝突を増やしコミュニケーションや参加が問題となるリスクもある。よって、先進的欧

州企業においては、これらのリスクを 小化し、イノベーションや他の利益を実現する為、企業の

多様性を管理する能力を如何に構築するかが経営戦略上の重要課題となっている。 

  

１-４ リスクと社会的評価の管理 

欧州では、CSR はリスク管理や社会的評価の管理を行う上で不可欠な状況となっている。単に

社会との関係構築を図る道具として CSR を活用するのでは無く、企業価値や事業の中に CSR を

浸透させる強い圧力が生まれているといえる。リスク管理という視点から、透明性や人権、サプラ

イチェーンに取り組み始めた企業も、CSR が更なるポジティブな影響を持ちうることを認識し始め

ている。 

 

①リスク管理と社会的評価の向上 

戦略的にリスク管理を行うために CSR を行う欧州企業は多い。CSR に取り組むことで、政府規

制や労働者の不満、環境影響などのビジネスリスクとなる要因が特定され、その要因を減らすこ

とができるからである。CSR の意義は、こうした企業と社会、環境の間の利害の衝突を 小限に

抑えるという意味でのリスク管理が可能となる点にあるとみる専門家もいる。 

 

特に欧州の場合、規制リスクの問題は重要である。CSR は、社会環境問題に関する新たな規

制に企業が対応する上で有益な役割を果たすからである。中でも、企業が CSR でどこまで取り組

むかどうかは、気候変動への取組みや持続可能性の促進を巡る新たな規制枠組みが検討されて

いる中では極めて重要な意義を持つ。 
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一方、CSR をこうしたリスク管理目的のみならず、顧客や潜在的な従業員、政策当局からの評

価を上げるために行う欧州企業も増えてきた。企業が社会的制裁を受ける機会が増えているから

である。そのため逆に、CSR を通じて社会的関与を強めれば、NGO や他のステークホルダーから

批判を受ける機会が増すと懸念する企業も一方である。CSR が企業の価値や運営に深く浸透し

ていなければ、こうした批判を乗り越え、中・長期的に社会的評価を獲得して競争力強化を図るこ

とは難しいといえる。 

  

企業が社会的制裁を受ける機会が拡大したという事実は、CSR のあり方が企業の社会的評価

を左右するリスクが高まっていることを示すものである。それだけCSRが大きな競争力効果を持ち

うるようになっているといえる。また、知識経済化の流れも、社会的評価の改善によって競争力の

優位性をもたらす CSR の潜在力を高めている。特に、新たな企業価値の創出には他のステーク

ホルダーとの協力共同が必須であり、知識経済化の下での競争力確保には信用、評価、関係構

築が重要要素となる。経済のグローバル化によって、欧州企業は、厳しい価格競争、高度に専門

的な技術革新、提携関係の強化が求められている。そのため、EU は、欧州企業の責任ある行動

を通じて自らの発展を支える新たな社会的資本を生み出していくという考え方を強調している。 

 

②人権 

欧州では CSR を通じた人権に対する取り組みへの期待が高い。本格的な人権政策を持つ企業

はまだ少ないが、多くはモラルへの配慮とリスク管理を動機としてこの問題に取り組んでいる。「人

権に関するビジネス・リーダー・イニシアティブ」7は「リスクを好機に変えられるかどうかは企業が

戦略的に人権にアプローチする際の鍵となる要素だ」としている。企業は人権への取り組みによっ

て、ステークホルダーとの信頼関係構築や事業の混乱の回避や 小限化、社会やメディアとのよ

り良い関係、投資家からの信頼や従業員のモラル改善にもポジティブな影響を与えることができ

ると考えられている。 

 

③サプライチェーン 

サプライチェーンにおける CSR の徹底も、リスク管理と新たな機会を見出そうとするアプローチ

の双方が混在した領域である。サプライヤーに対して社会や環境基準の法令遵守をしなかった企

業の多くが社会的評価を下げたのを学習したことによってサプライチェーン管理が広まったという

経緯を踏まえれば、 初の動機はリスク管理だったと言える。しかし、調達側企業の多くは、サプ

ライヤーとの持続可能な関係を構築しブランド価値をあげるという利点を見出している。またサプ

ライチェーンを構成する中小企業の側にとっても、調達企業からの指導でより良い管理制度の導

入が促されるなど、単なるリスク管理を超えて新たな事業機会につながる利点を見出すに至って

                                                  
7 Business Leaders’ Initiative on Human Rights（http://www.blihr.org/）は、エリクソン、GE、ヒューレットパッカード

などが有力メンバー。 
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いるといえるだろう。  

 

④透明性と報告 

欧州では、そもそも CSR 報告書やサステナビリティー報告書の作成は、NGO などによる企業へ

の批判からの事項防衛、すなわちリスク管理を目的として行われた。この目的は必ずしも全面的

に達成できているとはいえないが、欧州企業は、これら報告書の発行によって企業活動の透明性

を図ることで、従業員のプライドやモラル、外部ステークホルダーとの良好な関係構築、企業内の

社会環境課題へ取組みの評価や管理能力の改善などの利点を得ている。透明性を高め自らの

事業活動を客観的にみることができれば、外部ステークホルダーとの関係で直面する問題をあら

かじめ予測でき、もし問題が発生したとしても対応コストを抑えることができるという考え方である。 

 

１-５ 資金調達 

株式市場などの企業の資金調達活動においても CSR の経済的な効果がみられるようになって

いる。株式の価格は基本的には全体的な企業業績を表す指標といえるが、資本市場が効率的な

状態になっていれば、当該企業の CSR の取り組みもその株価に一定程度反映される。 

 

①資金調達市場の小さいがポジティブな関係 

CSR の株式市場にたいする影響は、ポジティブ及びネガティブな効果、あるいは明確な効果は

ない、という様々な見方があるが、小さいがポジティブな効果があるとの見方が欧州内の 大公

約数だとみてよい。 

 

こうした見解の相違は、どの側面の CSR と企業の財務業績に注目するかで生じるものである。

例えば、社会的評価が上がれば財務業績も上向くという関係は一般的にみられる。また、慈善事

業への貢献や環境パフォーマンス、犯罪行為の表面化が財務業績と相関関係を持つのは明らか

である。しかし、環境パフォーマンスが上がれば資金市場での価値もあがるという強い相関関係

はみられるものの、労働力の多様性に積極的に取り組む企業を市場が評価するという相関関係

は今のところまだみられない。 

 

財務業績が良くなったために CSR を積極的に取り組むのか、CSR によって財務業績を上げた

のか、両者の因果関係はまだ不明なところが多いが、少なくとも CSR に取り組むことで金融市場

から罰則を受けることはない。 

 

②社会責任投資（SRI） 

欧州でも、投資家や企業アナリストが CSR を考慮した投資活動（SRI）を行うことで、企業の資金

調達への介入を強める傾向が顕著である。SRI は、経済的な基準同様に、社会や環境基準に基

づいて投資先や資金投入額を決める。欧州の SRI 市場は歴史が浅いが、急成長を続けている。
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欧州社会投資フォーラム（EUROSIF）によれば、EU 内の投資家資金の内約 15－20%を占めている

という。今後もSRIの市場シェアは成長するか少なくとも継続するだろうとの見方が支配的である。

SRI の影響が強まれば強まるほど、CSR に積極的に取り組む企業が国際的な資金調達市場にお

ける競争力を獲得できることになる。単に SRI 業者のみならず、機関投資家やアナリストが企業の

評価や投資にあたって CSR 基準を考慮するようになれば、欧州企業の CSR はさらに更に促進さ

れるだろう。 

 

③機関投資家とアナリスト 

実際に、機関投資家やアナリストが社会環境問題に対してより重点を置く動きは確実に広まっ

ている。2006 年に始まった、責任ある投資に関する国連原則（The UN Principles for Responsible 

Investment）は、350 件以上の署名を受け、合計約 8.2 兆ユーロの資金力を投資家の支持を得て

いる。世界の主要なファンドマネージャーの多くも、SRI 産業と連携して調査を行い、投資技術を磨

いているというが、まだまだベストプラクティスという状態には遠い。ESG（環境、社会、ガバナン

ス）が投資利益やリスクに影響することを認めるファンドマネージャーは増えているが、全社的に

まとまって対応するだけの能力開発を行っているファンドはまだ少ない。 

 

2007 年、ゴールドマンサックスが、社会と環境問題を企業価値に統合する為の方法論として

「GS SUSTAIN」を発表した。これによって、代替エネルギーや環境テクノロジー、バイオテクノロ

ジーや栄養などの世界的課題に重要な課題に取り組む新興産業や企業の特定が可能になる。

同社は、この中で、環境や社会、ガバナンスで優れ、 適な経営だとみなされる企業が収益を改

善したり、業界のリーダーとなるとの予測は正しいと言える状況になっているとしている。 

 

④測定とコミュニケーション 

投資家やアナリストが社会や環境課題を考慮する上で大きな障害となっているのは、信用・比

較できる情報にアクセスし、適切な評価を行う手法が固まっていないことである。欧州内では、SRI

業界のみならず、いずれの投資家も、企業の社会環境行動の開示方法は標準化されるべきであ

り、義務付けされるべきだとする声が急速に強まっている。欧州の政策関係者も企業経営者も、

財務指標のみでは企業の強さと弱さを認識するのに十分ではないということについては認めてい

る。しかし、多くの欧州企業にとって、競争相手から戦略的情報を守ることと非財務指標分野の透

明性確保の同時達成は難しい課題である。 

 

このため、CSRアライアンスは、主要な非財務指標の管理やコミュニケーションのための基準と

戦略枠組みを生み出すための活動を行っている。また、UNEP Finance InitiativeやEnhanced 

Analytics Initiativeなどの同様の取り組みを行っている。 

 

こうした課題への取り組みは、無形資産や知的資産の測定や評価、情報開示をより良くするた
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めの取り組みである。EFFAS（European Federation of Financial Analysts Societies）は、自らの知的資

産を体系的に分析しようとしない企業は、何が企業の価値創造をもたらすのかに対する理解が不

十分だとして、この取り組みを強く支持している。また、 近OECDの支援のもと、企業レベルの知

的資産の管理と報告の促進とこの問題に関する国際的な対話促進を行う、WICI（The World 

Intellectual Capital Initiative）が開始された。Enhanced Business Reporting Consortium も同イニシ

アティブの一環で、企業報告書の鍵となる行動指針を含めた非財務の自発的な情報開示に関す

る世界的な枠組みを発展させていくこととしている。 

 

無形資産は実質上、単に CSR 関連問題のみならずそれ以上の内容が含まれる。但し、無形資

産全体のよりよい測定、評価に向けた圧力や進捗があれば、CSR 行動の方法、評価、そして開示

にも影響を与えるとみられている。 

 

１-６ まとめ 

ますます多くの欧州企業が、競争力強化を目指しながら社会環境上の責任を果たしていく CSR

を追求していけば、欧州 大の政治課題である「成長と雇用」をキーワードとするEUリスボン戦略

を実現できる。これが、欧州の政策当局と産業界が描く CSR の共通理念である。 

 

例えば、CSR は EU の「成長と雇用」戦略の枠組みにおいて重視されている労働市場の統合と

スキル向上に大きな貢献ができる。従業員の多様性に努力し労働市場の統合を図れば、労働者

人口の減少に伴う競争力懸念を払拭でき、また従業員の技能向上の為になされる投資がグロー

バル化の下での競争を乗り切るために役立つという意味で、CSR は単なる個別の企業競争力に

留まらないマクロ経済効果を持ちうるのである。 

 

実際に、こうした競争力強化の観点から CSR の政策枠組みを策定した加盟国もある。例えば、

デンマークは、2008 年、同国の責任ある成長に対する国際的な評判を高めることを意識した CSR

戦略を策定した。同戦略は、有能な労働力、投資や市場シェアを目指して激化する世界的な競争

の中で同国が競争力を維持発展させる上で役立つと期待されている。 

 

一方、欧州ではリスボン戦略の下、主要業界が抱える競争力課題の洗い出しを進めているが、

その課題の多くは業界固有の戦略的 CSR をどう構築するかの問題とほぼ重なることが明らかと

なっている。例えば、以下の 4 業界における競争力と CSR 課題が指摘されている。 

① 化学産業 

気候変動、天然資源、再生可能エネルギーの生産、高齢化社会の 4 課題の解決に取り組むこ

とで新たな事業機会を見出すとともに、同産業に対する社会的評価の向上と不必要な規制を

回避できる。 

② 鉱業 
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土地へのアクセスと優秀な労働者の獲得という２つの戦略的課題を持つが、いずれも同業界に

対する社会の認識、特に、その環境パフォーマンス、健康、安全性あるいは汚職に対する認識

を改め、透明性を改善することで解決できる。 

③ 情報技術 

欧州域内の e スキルやデジタル化対応能力の向上が同産業発展の基礎であり、このための

ICT 企業による戦略的な支援活動が望まれる。 

④ 観光 

旅行商品とサービスの質は、従業員の訓練や行動、自然環境や地域社会との良好な関係に左

右されるため、旅行会社の CSR 政策として取り組まれるべき。 

 

これらの検討を踏まえ、EU は、業界全体でそのステークホルダーと共同で CSR に取り組むこと

によって、同セクターの競争力を強化するアプローチを提案している。セクター全体で取り組むと

個々の企業による差別化の機会が無くなり競争力上の利点が薄くなるという指摘もあるが、セク

ター全体の CSR パフォーマンスが向上する中で、個々の企業は新たな差別化の機会を見出し、

企業活動の活性化につながるとみてよい。欧州委員会は、2009 年から 2010 年に掛けて、数々の

多様のステークホルダーや産業ベースの CSR プログラム支援を通じて、企業レベルでの CSR と

競争力の関係に対する更なる研究を行うこととしている。 

 

欧州企業にとって、CSR は競争力強化をもたらす取り組みとの認識が強まるにつれ、企業戦略

のコアに CSR を位置づける動きも顕著になっている。この視点から、個別企業レベルの CSR 戦略

の詳細とその具体的展開を第二章以降で明らかにすることとしたい。 

 

 

 

 



 13

CSR による競争力強化アプローチの要旨 

1．概して CSR は人材、リスクや社会的評価の管理、イノベーションの面で企業にプラス効果をもたらす

例えば、労働市場がタイトになれば、CSR は有能な人材を惹き付ける上で有効。企業によっては、CSR

活動の初期段階ではコストが利点を上回るケースもあるが、人材が能力を発揮して 企業競争力強化

につながる事例は数多い。 

企業活動に対する社会的な監視が厳しくなっているため、リスクや社会的評価の管理も CSR 活動の重

要な一部となっている。透明性の確保、人権への配慮、サプライチェーン要件の実現に対し、リスク管

理の観点から積極的に取り組むことによって、CSR の新たな効果を発見した企業も多い。 

働きやすい職場を創出してイノベーション能力を発揮する企業もある。イノベーションの創出にはますま

す人的ネットワークあるいは社内の連携協力が必要になったこと、あるいは社会的な問題に取り組むイ

ノベーションから新たな事業価値が生み出される傾向が大きくなったために、CSR とイノベーションの相

関関係が一層強まった。 

2．しかし、必ずしも CSR がコストや顧客評価、資金調達面に良い影響をもたらすとは言えず、その影

響は一般化できない。全体としては、プラス効果をもたらしつつあるとみて良い。 

3．ビジネスケースをもたらす要因は多く、大きく変化しながらその影響力を強めている。 

例えば、従業員の期待や顧客の意識、官民の調達傾向、将来の規制見通し、イノベーションプロセス

の性質、そして金融市場による社会環境問題に対するプライオリティー、などの要因がビジネスケース

を左右する。 

4．ビジネスケースとなるかどうかはどれだけ価値の創出をできるかによって決まる。 

CSR 活動が進化するにつれ、欧州企業はネガティブな影響を 小限にとどめるアプローチから、ポジ

ティブな影響を 大限にするための創造的なアプローチを模索し始めている。従来は、価値保護（第一

にリスクと評判管理）に重点を置く企業が多かったが、先進的な取り組み事例を通し、CSR は新たな価

値創造を生み出す機会をもたらしうるものだという理解が広がっている。 

5．ビジネスケースの度合いは、企業の競争力ポジションで決まる。 

通常、法令順守以上の取り組みは、コストを招き、競争力を弱めることになる。低コストを競争力の武器

とする企業は特にそうである。しかし、CSR が競争力上あるいは他社との差別化戦略上重要な意義を

持つように企業、産業、市場が変化しつつある。従って、CSR は経営戦略のコアを成す部分にならなけ

ればならない。CSR を広報機能などに限定して経営戦略の周辺に追いやるような企業は、競争力効果

獲得の機会を失う。この意味で、CSR は欧州委員会方針で定義されている通り、「企業の戦略的意思

決定プロセスや事業活動、ステークホルダーとの自主的なコミュニケーションの中に社会環境問題の関

心を統合していくこと」である。 

6．CSR の影響は大企業のみならず中小企業にも及んでいる（特に、人材、評判管理、イノベーション

分野）。個別企業レベルを超え、欧州全体、国家、地域、産業レベルに影響を持つ。 

競争力とマクロ・産業レベルの相関関係は、一般的に期待されている以上に大きい。しかし、どのように

マクロ・産業レベルの競争力を高めるかの分析には更に調査が必要。 

出所：欧州委員会企業総局年次報告書「競争力レポート 2008 年版」
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２ 欧州における主な環境課題と企業の取り組み 

 

欧州では、CSR は、社会環境課題の解決のために規制が求める要件を超えた企業による自主

的な取り組みと理解されている。よって、本節では、まず欧州企業が対応すべき環境分野の主な

法規制要件を全体的に把握した上で、それら要件の遵守を越えて欧州企業が CSR として重点的

に取り組む活動分野あるいはその具体的課題を明らかにする。欧州内の環境規制は、「地球温

暖化の防止」、「化学物質の管理」「資源の有効活用」の 3 分野に大きく類型化した上で、それぞれ

の分野内の法規制の内容や企業の取り組み課題に注目する。 

 

欧州内の個別の環境規制に影響を与えるそれぞれの 3 分野の長期的な政策目標とその背景

は、以下の通り。 

 

① 気候変動及び温暖化防止対策 

EU は、域内の統一的な気候変動及び温暖化対策として野心的な目標を設定し、加盟国もこれ

に合わせた独自の気候変動目標を設定している。2007 年 3 月、EU は、所謂 20/20/20 目標の設

定に合意した。20/20/20 とは、2020 年までに温室効果ガス排出量 20%削減、エネルギー効率を

20%改善、そして再生可能エネルギーの割合を 20%以上に引き上げるという目標である。この目標

達成に向けた一連の施策を含む気候・エネルギーパッケージが、2008 年 12 月に採択された。さら

に 2007 年 3 月の首脳会議では、2012 年以降の次期温暖化対策を定めたポスト京都について世

界の主要国が野心的な内容で合意すれば、EU の温室効果ガス排出削減目標を 30%にまで引き

上げることを決定している。2050 年を目指した野心的な長期目標についても EU 内では議論され

ているが、まだ正式には採択されていない。加盟国レベルでは、例えばイギリスは 2050 年までに

温室公開ガス排出量を 80%削減という極めて野心的な長期目標を設定した。 

 

② 化学物質管理 

EU の REACH(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)が長期的にみて 終的

な解決策になるとみられている。RoHS 指令は、使用が禁止される電子機器用の特定化学物質を

REACH 枠内に追加することを模索している。現在でも RoHS をはじめとする REACH を取り巻く

様々な化学品規制との連携がうまく調整されていないものの、 終的には REACH に全てが集約

されると見られる。 

 

REACH は、あらゆる有害化学物質管理にまつわる問題を解決する 終手段として、2006 年に

採択された。この長期的な視点に立った REACH の目標及び運営は、例えば年間生産（輸入）量

が 1 トンから 100 トンまでの化学物質の登録期限が 2018 年に定められていることからも伺える。

元々REACH の存在の根拠は、「過去の負債」を解決する事にある。1981 年から EU（EC）は
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EINECS 番号を導入し、市場流通が認められる 10 万 106 化学物質を管理してきた。しかしそれだ

けではこれら化学物質のもつ有害性が把握できない状態だった。REACH はそれら化学物質の大

部分（但し年産量 1 トン以上のみ）の登録を求めるだけではなく、欧州市場に投入される新たな化

学物質の登録とリスク管理を求めている。REACH 以前の化学物質規制との大きな違いは、（行政

ではなく）化学品メーカーと一部の川下ユーザーに安全性の立証の責任が移行したことである。 

 

既述の通り REACH は 終手段であり、失敗した時の「プラン B（代替策）」は存在しない。このた

め EU は、化学物質の安全性管理のための全ての努力を REACH に注いでいる。また REACH の

基本理念には「予防原則」も含まれている。この原則は EU 条約に導入されており、EU 政策の基

本概念として扱われる。予防原則とは、科学的に因果関係が立証されていない状態でも、環境保

護と安全性のための規制措置をとる必要があるという概念である。 

 

③ 資源の持続可能な利用/廃棄物の管理 

EU は 2002 年に第 6 次環境行動計画を採択し、計 7 つあるテーマ別戦略において、廃棄物抑

制・リサイクルと持続可能な資源利用（双方とも 2005 年に採択）を示している。これらはリサイクル

率基準の引き上げや、廃棄物発生を抑制すること、そして廃棄物による環境影響を 小限に抑え

ることを目指している。このより効率的な資源活用は、経済成長による資源枯渇、環境破壊という

繋がりを断ち切り、全体的な持続可能な発展に通じている。このテーマ別戦略は 2010 年に見直し

が行われる。 

 

EU の廃棄物規制枠組みは、もう一つの長期政策における原則、つまり廃棄物ヒエラルキーを

定めている。これはつまり、まず廃棄物の発生抑制を 優先し、それが不可能だった場合のみ、

再使用、リサイクル、その他の再生処理、 後に 終手段として処分が認められるという原則で

ある。 

 



 

主要環境政策分野における個別の EU 規制 

 

 

 

① 気候変動/ 温暖化防止対策 ② 化学物質管理 ③ 持続可能な資源利用 / 廃棄物管理 

EU 排出量取引制度に関する指令 

Directive 2003/87/EC 

2008 年 12 月 17 日修正 

1)

電気・電子機器に含まれる特定有害物質の

使用制限に関する指令(RoHS 指令)  

Directive 2002/95/EC - COM(2008)809  

2008 年 12 月修正法案 
9) 

廃電気・電子機器廃棄物指令（WEEE 指令） 

Directive 2002/96/EC - COM (2008)810  

2008 年修正法案 

14) 

新車に対する CO2 排出基準に関する法案 

COM(2007)856 

2007 年 12 月 委員会提案 2)

化学物質の登録、評価、認可及び制限に関

する規則（REACH 規則） 

Regulation 1907/2006 10)

廃棄物輸送規制 

Regulation 1013/2006 

15) 

再生可能エネルギー電源の導入促進に関

する指令 

Directive 2001/77/EC 

2008 年 12 月 17 日修正に合意 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

包装と包装廃棄物に関する指令（包装廃棄

物指令） 

Directive 94/62/EC 11)

包装と包装廃棄物に関する指令（包装廃棄

物指令） 

Directive 94/62/EC 11) 

 

 

バッテリー及びバッテリー廃棄物に関する指

令（廃バッテリー指令） 

Directive 2006/66/EC 12)

バッテリー及びバッテリー廃棄物に関する指

令（廃バッテリー指令） 

Directive 2006/66/EC 12) 

 

  

廃棄物輸送規制 

Regulation 1013/2006 13)

廃棄物輸送規制 

Regulation 1013/2006 13) 

家庭機器のエネルギー表示に関する指令 

92/75/EEC - COM(2008)778  

2008 年 11 月に対象範囲拡大の提案 4)

 

 

家庭機器のエネルギー表示に関する指令

92/75/EEC, COM(2008)778  

2008 年 11 月に対象範囲拡大の提案 4) 

エネルギー使用製品に対するエコデザイン

要求事項の設定の枠組みを設けることに関

する指令（エネルギー使用製品指令） 

Directive 2005/32/EC 5)

エネルギー使用製品に対するエコデザイン

要求事項の設定の枠組みを設けることに関

する指令（エネルギー使用製品指令） 

Directive 2005/32/EC 5) 

エネルギー使用製品に対するエコデザイン

要求事項の設定の枠組みを設けることに関

する指令（エネルギー使用製品指令） 

Directive 2005/32/EC 5) 

建築物のエネルギー性能改善に関する欧州

指令 Directive 2002/91/EC - COM(2008)780

2008 年 11 月修正法案 6)

 

 

建築物のエネルギー性能改善に関する欧州

指令 Directive 2002/91/EC - COM(2008)780

2008 年 11 月修正法案 6) 

自主的エコラベルスキーム規制  

Regulation 1980/2000 

2009 年 4 月中旬時点で見直し中 

7

）

自主的エコラベルスキーム規制  

Regulation 1980/2000 

2009 年 4 月中旬時点で見直し中 7) 

自主的エコラベルスキーム規制  

Regulation 1980/2000 

2009 年 4 月中旬時点で見直し中 7) 

環境管理監査制度規制(EMAS 規制)  

Regulation 761/2001 8)

環境管理監査制度規制(EMAS 規制)  

Regulation 761/2001 8) 

環境管理監査制度規制(EMAS 規制)  

Regulation 761/2001 8) 
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1) EU 排出量取引制度に関する指令 

EU Emissions Trading System, EU-ETS 
Directive 2003/87/EC、2008 年 12 月 17 日修正 

概要 

温室効果ガスを多く排出する業界（製鉄業、電力、セメント、製紙・パルプ産業等が含まれる）の

個々の企業に対して排出枠に上限（キャップ）を設定する制度。これら企業は、上限以上の温室

効果ガスを排出した場合、排出超過分に相当する排出クレジット（アローワンス：EUA）を排出量取

引市場より購入しなければならない。逆に、上限以下に排出を抑えた場合は、余剰分を市場で売

ることができる。 

企業の取り組み 

EU-ETS への参加を義務付けられていない企業も自主的に EUA やその他のクレジットを購入する

ことができる。EUA を購入した後に、管理当局に対してクレジットの「キャンセル」を申し出れば、同

企業はこのシステムを活用できない。すなわち、取引期間中の総割当量が減少することになる。

企業はこれらのクレジットを排出量の相殺（オフセット）として購入することもできる。この副次的な

排出量取引市場は、自主的な市場あるいはオフセット市場と呼ばれている（詳細は第 3 章参照）。

仮に第三者機関の厳格な基準に基づく監査により、購入されたクレジットが排出削減に相当して

いると判断されれば、その企業は市場に対して、カーボンニュートラルな経営をしていると宣言す

ることが認められている。たとえば、製品を販売する企業が配送用のトラックから排出される CO2

量に相当するクレジットを買った場合、カーボンニュートラルだと示すことができる。あるいは、企

業が主催するイベントや何らかの活動からの排出をオフセットしたいと考えた場合にもこの制度を

活用することができる。2006 年にドイツで開催されたワールドカップの主催者はトーナメントの開

催による全排出を相殺するに相当した排出クレジットを販売するためにオフセット会社と契約を結

んだことはよく知られている。 

EU-ETS 指令対象企業は、積極的に排出削減努力をしてクレジットを売る企業と努力ができずに

クレジットを購入する企業に分かれる。対象企業及び対象外の企業が CSR の見地から排出削減

を進め、同制度を積極的に活用するケースがみられる（詳細は第 3 章参照）。 

 

2) 新車に対する CO2 排出基準に関する法案 

CO2 emission standards for new passenger cars 
2007 年 12 月委員会 COM(2007)856 提案、2009 年 4 月修正に正式合意 

概要 

1998 年から 1999 年にかけて、欧州、日本、韓国の自動車業界３団体が、自らの会員メーカーにより欧

州市場で販売される新車からの CO2 排出平均値を、2008 年から 2009 年にかけ 140g CO2/km まで削

減するという自主協定を欧州委員会との間で締結した。これにより、各メーカーの平均 CO2 排出量はそ

の後減少したが、協定目標値を達成する見込みには至らなかった。このため、2007 年 12 月、欧州委員

会は 2012 年（実質的には 2015 年までに段階的に達成）に 130g CO2/km（エンジン以外の補助的削減

装置を加えて 120g CO2/km）に抑えるというより厳しい削減目標を義務付ける規制案に切り替えた。こ

れにより、各自動車メーカーは長期的な CO2 排出削減努力を義務付けられることになり、規制値を達成

できない場合は、その度合いに応じた高額な罰金を支払うことになる。 

企業の取り組み 

自主協定に基づく各自動車メーカーの CO2 削減努力は、あくまで法的拘束性の無い自主的なものだっ

たことに加え、業界内の平均値目標だったこともあり、個別メーカーの努力責任は不明瞭かつ限定的な

範囲にとどまった。新規制により、今後は、罰則を伴う規制枠組みの中で個別メーカーとして削減責任を

負うこととなり、販売車両構成の大幅な見直しや内燃エンジンのエネルギー効率（燃費）の改善あるいは

電気自動車など代替燃料車の技術開発や普及への取り組みなども含めてビジネスモデルの画期的転
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換が見込まれる。欧州メーカーの中でも特に大型重量車両中心のビジネスモデルを展開してきたドイツ

メーカーの更なる CO2 排出量削減に向けた取り組みに注目が集まっている。 

  

3) 再生可能エネルギーの導入促進に関する指令 

Promoting energy from renewable sources (RES-E)  
Directive 2001/77/EC、2008 年 12 月 17 日修正に合意 

概要 

既述の通り、ＥＵは、2008 年 12 月、いわゆる「20/20/20 目標」を実現するための政策パッケージに合意

した。いずれも 2020 年までに達成すべき目標である。新指令（2009 年 4 月時点で公式文書は未発表）

は、既存の RES-E 指令をより強化し、加盟国に対して、2010 年までに電力、交通、冷暖房部門における

再生可能エネルギーのシェアを定めた行動計画を適用するよう義務付けている。 

企業の取り組み 

エネルギー集約産業における各企業は、各々の企業活動で使用するエネルギーを再生可能エネル

ギーへと転換することで目標達成に貢献できる。たとえば、大規模な電力消費を伴う企業の場合、可能

な限り再生可能資源を用いる電力供給会社からの調達へと切り替えることが考えられる。あるいは、工

場の屋根に太陽光発電パネルを取り付けることや、敷地内に風力タービンを設置することも考えられ

る。 

これまでのところ、企業や個人消費者に対して、再生可能資源を用いた電力供給会社への切り替え等

の義務的措置は課せられていない。しかし、加盟国の多くは、固定価格買い取り制度を用いて、太陽光

発電パネルや風車の導入を強く奨励している。同制度からの支援により、再生可能資源から発電した電

力の余剰分を有利な価格で売ることもできる。こうした制度を有効活用して再生可能エネルギー普及に

向けた企業活動が広まるかどうかが焦点となる。  

同指令の再生可能電力 20%の義務付けは、加盟国に課された義務であり企業を対象としたものではな

い。よって、個々の企業は自らの電力需要を満たす再生可能エネルギー源に積極的に投資することに

よって、義務付けレベルを上回る取り組みを行うことができる。個々の企業に対する義務付けがないだ

けに、CSR の見地から EU 及び加盟国の政策目標の実現に積極的に協力する姿勢が問われることにな

る。 

 

4)  家庭機器のエネルギー表示に関する指令 

Energy labelling of household appliances 
92/75/EEC,2008 年 11 月 COM(2008)778 で対象範囲拡大の提案 

概要 

1992 年に冷蔵庫や冷凍庫など特定の家庭機器に対するエネルギーラベル表示を義務づける指令が成

立。2008 年 11 月にこの表示の対象をシャワーヘッドや断熱板等にまで拡大する内容の法案が発表され

た。同法案は、エコデザイン指令の対象を、エネルギー利用製品からエネルギー関連製品へと拡大する

試み（次の規制項目参照）と類似している。どちらの指令も、対象を「すべての製品」とすることは当面難

しいとみられている。 

製品のエネルギー効率をAからGのスケールで示すエネルギー表示に対する消費者の認知度は高い。

しかしながら、近年、多くの製品が 高の A マーク表示されるようになっており、仮にある程度の割合以

上の製品が 高レベルをマークするようであれば、表示の意味が薄れてしまう。さらに、同じ A マーク製

品の中でもより真にエネルギー効率の改善を図っている製品を区別できなくなる可能性も出ている。そ

のため、ラベルの再構築と測定基準の修正の検討が行われている。 

企業の取り組み 

エネルギー効率ラベルの表示は義務だが、指令では満たすべき特定のエネルギー効率レベルを設定し

ていない。今後、 高基準を満たすことが難しくなれば、各メーカーの製品の製造やマーケティングを高
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める価値が増し、エネルギー効率の更なる改善を目指した取り組みが増す可能性もある。 

 

5) エネルギー使用製品に対するエコデザイン要件設定の枠組みに関する指令 

Framework for the setting of eco-design requirements for Energy using Products（エネルギー使用製品
指令） 
Directive 2005/32/EC 

概要 

枠組み指令であり、特定製品に対する具体的な目標や要求を定めたものではない。同指令は、全体的

な環境影響評価を共通に行う特定の製品グループを選定していく際のカテゴリーを提供するものであ

る。この予備調査に基づき、エコデザインの要求が義務付けられる。これは、実施措置（implementing 

measures）と呼ばれる規則を通じて行われる。 

企業の取り組み 

同枠組み指令は製品の全ライフサイクルにおける環境影響を考慮に入れる必要があるとしている。従っ

て、エコデザイン要件は、これまではエネルギー効率のみを目標としていたが、それ以外の化学物質の

利用、水消費等あらゆる種類の環境影響を対象とする可能性がある。 

たとえば、家電のスタンバイとオフモード時のエネルギー消費に関する実施措置は、 大ワットレベルを

特定期限までに適合させなければならないと定めている。期限内にこれらの要求に見合わない製品に

ついては、市場での販売は認められない。しかし、逆にメーカーは、市場で販売されている他の製品の

対応レベル(たとえばスタンバイやオフモードのエネルギー消費が指令の義務レベルより少ない製品)を

更に上回ることで自社製品を差別化していくこともできる。実際に、実施措置においてはこうしたベンチ

マークされるべき 高クラスの製品の性能が明らかにされている。これらベンチマーク製品は、実施措

置を決める欧州委員会が、現在の義務レベルを見直しより厳しい新たな目標を設定する際の判断材料

となる。 

 

6) 建築物のエネルギー性能改善に関する指令 

Energy performance of Buildings Directive（EPBD） 
Directive 2002/91/EC、2008 年 11 月修正法案 COM(2008)780 提出 

概要 

加盟国に対し、新築及び大規模改修が行われる建築物に関するエネルギー性能改善の 低基準の設

定を求める指令である。断熱性だけでなくより総合的なエネルギー性能を計算する手法を含めており、

加盟国は同性能に基づき 低基準を設定する。指令は、住居、オフィス、公共建築物に適用されるが、

歴史的建造物や工業用建築物は対象としていない。 

2008 年の修正法案は、EU 内で合意された 20/20/20 目標を取り入れ、同指令をより効率的かつ効果的

な内容へと改善したものである。法案は、旧指令を明確化、強化し、規制スコープを拡大しているが、全

体的な構成は以前のままである。 

企業の取り組み 

エネルギー効率の基準の設定は、加盟国政府に求められている。企業としては、CSRの見地から、各国

レベルで設定された 低基準を超えてより高いエネルギー性能を改善に取り組むかどうかが注目され

る。 

 

7) 自主的エコラベルスキーム 

Voluntary EU eco-label award scheme（エコラベル規制） 
Regulation 1980/2000、2009 年 4 月時点で見直し中 

概要 

エコラベル規制は、ラベル表示の対象となる製品群が増えるように、満たすべき基準を順次設定してい
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くメカニズムを備えたものだった。しかしながら、EU のエコラベル「エコフラワー」は、今のところ、広く普及

しているとは言い難い。  

企業の取り組み 

エコラベル認定を行うかどうかは、完全に企業側の自主的選択に任されている。それ故、エコラベル基

準が適用されている製品のメーカーは、ラベル表示の基準に適応した製品開発を進めるか、あるいは既

存製品がラベル基準を満たしているかどうかを確認するだけで済ますか、のいずれかの対応をとること

になる。 

 

8) 環境管理監査制度規制 

Environmental Management and Audit System（EMAS 規制） 
Regulation 761/2001 

概要 

EU の EMAS は、国際的な ISO14001 と同様の環境管理制度だが、より厳格な要件を備えている。たとえ

ば、企業がある施設もしくはすべての施設に関して EMAS の取得を希望する場合、既存の企業活動と環

境に対する取り組みをあらゆる角度から見直しを行った上で、環境方針および管理制度を整備し遵守し

なければならない。さらに、環境パフォーマンスの改善を継続的に示さなければならない。これらの要件

は ISO14001 では求められない。  

企業の取り組み 

施設は内部もしくは外部監査員による監査を受ける必要があり、監査結果は環境報告書もしくは環境宣

言で明記しなければならない。報告書/宣言は、実際に実施した環境プログラム、戦略及び管理制度の

詳細も説明する必要がある。これらも ISO14001 では求められてない。 

そして報告書/宣言書もまた、品質保証機関の証明を受けなければならない。このため当然のことなが

ら、ISO14001 に比べて EMAS 制度に参加する欧州企業は少なくなっている。 

換言すれば、自主的に EMAS に参加する企業は、CSR の取り組みにおいても高いレベルにあるとみて

よい状況になっている。 

  

9) 電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令 

Restrictions on the use of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 
（RoHS/ RoHS 指令） 
Directive 2002/95/EC、2008 年 12 月修正法案 COM(2008)809 提出 

概要 

主な規制は、電気・電子機器に含まれる 6 種の物質（カテゴリーに属する物質）、鉛、水銀、カドミウム、

六価クロム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）および／またはポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）の使用禁

止である。特定製品に対しては適用除外措置が認められている。これは、該当物質の使用がどうしても

必要で、代替物質の存在が確認されていない場合のための措置である。 

企業の取り組み 

こうした RoHS 指令に対し、関連する欧州メーカーはすでに規制対象範囲を超える物質を使用禁止する

取り組みを進めている。あるメーカーは、指令開始時に適用除外申請をしたものの、審査中に補完若し

くは代替物質を発見し、決定が下る前に申請を取り下げた。他にも、適用除外を認められている物質の

使用を停止するメーカーも多くみられる。 

さらに、RoHS 指令で定められている 6 種以上の物質使用を禁止するメーカーも多く出ている。たとえば、

ポリ塩化ビニール（PVC）やフタル酸類（phtalates）、臭素化難燃剤（brominated flame retardants）、ビス

フェノール A（bisphenol A）の使用を停止等である。 

2008 年 12 月の修正法案は、即時に使用禁止物質を増やそうというものではないが、4 つの有害物質、3

種のフタル酸類と臭素化難燃剤を禁止対象候補としている。検討に際してはREACH規則（次項参照）の
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手法に基づく評価が行われる。修正案は、適用除外の厳しさにバラつきがある点についても変更を加え

たいとするものである。 

 

10) 化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規制 

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH/ REACH 規制)  
(有害化学物質の制限を課す EEC 理事会指令（Directive 76/769/EEC）に代わる規則) 
Regulation 1907/2006 

概要 

REACH は 849 ページに及ぶ長文かつ複雑な規制で、適切に実施するために数千ページのガイドライン

が作成されている（法的拘束力はない）。REACH は、製造工程で使用する化学物質の安全性を保証す

る責任をメーカーに課しているのが特徴である。以前は、保証責任は当局にあった。REACH は、事前登

録、評価、認可等のメカニズムと各要件がセットになって機能する。これは同規制が適切に機能するた

めのベースである。 

同規制の主な目的のひとつは、各企業に対して化学物質管理の目標策定を促すことでもある。高懸念

物質（Substances of Very High Concern, SVHC）のリストは許可を受けなければならない。これらの物質

は、認可がなければ、法的に欧州市場で用いることは認められない。2009 年 3 月時点で、15 の SVHC

が定められている。このうち少なくとも 7 物質については明確な認可が必要である。これに対し、NGO の

ケムセック（ChemSec） は、269 の物質を SVHC として規定する独自のリストを作成した。同リストは SIN

リスト（Substitute It Now）と呼ばれ、許可申請プロセスを適用すべき物質を幅広く含めている。ケムセッ

クはこれらの物質の使用制限若しくは禁止を推進する企業と共同し、その企業数をさらに増やす活動を

展開している。 

企業の取り組み 

膨大かつ複雑な規制のため、各企業がどのように REACH 規制を超えて環境/CSR 活動に取り組んでい

るかを一義的に捉えるのは難しい。しかし、同規制は、企業の環境 CSR を触発する役割を果たしている

ことは事実と言って良い。 終製品のメーカーは通常、製品に含まれる化学物質が何かについて正確

に把握していない場合が多い。しかし、REACH 規制は、そうしたメーカーに対し、SVHC の含有情報開示

を求めている。この要求を満たすためには、複雑かつ広範囲なサプライチェーンから情報を集める必要

がある。この「情報開示」の規定は、サプライチェーンからの情報収集の経験がない、若しくは困難な企

業にとっては「法の抜け穴」となる可能性さえある。従って、 終製品に含まれる化学物質を把握するた

めの包括的な方法を探すための継続的な努力を行うことこそが、企業にとってはCSRの取り組みとほぼ

同様の意義を有することになると考えられる。 

この分野で規制要件を超える CSR 活動を展開するもうひとつの方法としては、もちろん RoHS 指令の場

合と同じく、認可若しくはその他の REACH 要件が求められている物質以外の化学物質使用禁止を進め

ることであろう。多面性を持つ規制のため、その目的や内容範囲を超えて、企業が積極的に対応してい

く様々な余地があるといえる。 

 

11)  包装と包装廃棄物に関する指令 

Packaging and Packaging Waste（包装廃棄物指令） 
Directive 94/62/EC 

概要 

包装廃棄物指令は、特定の廃棄物に関する包括的方針を定めた欧州初の取り組みの一つである。同

指令はいくつかの側面を持つ。まず、製品の包装に 4 種の重金属（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム）の

使用を厳しく制限あるいは禁止する 大許容濃度を定めている。次に、 小リカバリー率及びリサイク

ル率目標を定めている。さらに、包装された製品が市場に出回る前に満たすべき必須要件を定めてい

る。例えば、包装は、その機能を果たすために 低限必要な量のマテリアルのみを使用するようデザイ

ンされる必要がある。また、4 種の重金属だけでなく有害物質の使用はできるだけ制限すると同時に、包
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装は再利用可能なものでなければならない、としている。 

企業の取り組み 

上記必須要件の複数項目を満たすいくつかの欧州統一基準が策定されているが、同基準は上記の本

質的な要件を全て十分に満たすものではない。にもかかわらず、大手包装デザイン会社、包装利用企

業、小売業者は環境影響が 小になるような包装デザインを可能にする様々な手法や仕組みを活用し

ている。企業ごとに用いるアプローチが異なるため企業間の達成度を比較するのは難しい。しかし、企

業努力は包装指令の要件を超え、より環境配慮型にデザインされた包装を実現しつつある。これらの努

力により、将来的には、有害物質ゼロの包装、より簡易なリサイクルが可能な包装、そして何度も再利

用可能な包装が実現していくものとみられる。 

 

12)  バッテリー及びバッテリー廃棄物に関する指令 

Batteries and Batteries Waste（廃バッテリー指令） 
Directive 2006/66/EC 

概要 

2006 年に制定された廃バッテリー指令は 2001 年に制定された旧指令の修正版である。指令の基本機

能としては、包装廃棄物指令（本質的要件は除く）及び廃車指令及び廃電気電子機器指令（第 14 項参

照）とほぼ同様である。2001 年の指令は限られた種類のバッテリーのみを対象としていたが、現行指令

はすべてのバッテリーを対象とし、水銀及びカドミウムの使用を禁止した（適用除外措置有り）。リサイク

ル目標や 終処理に関する 低要件に加え、 低回収目標も定められた。 

企業の取り組み 

低回収目標の達成は EU 加盟諸国の責任であるが、メーカーが共同で 低要件を超える回収を目指

して取り組むこともありうる。 

 

13) 廃車指令 

End of Life Vehicles（ELV)  
Directive 2000/53/EC 

概要 

自動車の廃車を対象とする指令であり、自動車から出る廃棄物の削減と、廃自動車が与える環境への

影響を軽減することを目指し 2000 年 5 月に成立、同年 10 月 21 日に公布された。具体的には、廃自動

車の回収・リサイクルの実施とコスト負担を自動車メーカーに義務付けることにより、廃自動車から出る

廃棄物を削減し、リサイクルを促進することを目的としている。指令施行以前に販売された自動車につ

いても、｢生産者責任の原則｣を遡及させ、自動車製造企業に回収・リサイクルを義務付けている。更に、

処理過程で排出される有害物質を削減し、また、リサイクル処理を容易にする目的から、一部重金属の

使用制限も盛り込んでいる。 

企業の取り組み 

包装廃棄物指令、廃バッテリー指令、WEEE 指令と同様の効果を企業の取り組みにもたらすものと考え

られる。例えば、個々の企業は、ELV の要件を超えた取り組みを行うことができる。第一に、廃車、廃棄

物の回収割合を高めることである。究極的には、閉ループを確立して、販売するあらゆる製品が廃棄物

となった際に全て回収されるようにしてしまうことだが、B2B 以外の一般消費者を対象とする事業ではな

かなかこの実現は難しい。法律で定められた以上の回収を行う取り組みが現実的である。次に、再利用

率あるいはリサイクル率を高めて法律が定めた 低要件を超えることができる。さらに、法律が使用禁

止物質と定めた以外の重金属などの有害物質、化学物質も使わない企業もある。 

   

14) 廃電気・電子機器廃棄物指令 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE/ WEEE 指令)  
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Directive 2002/96/EC、2008 年修正法案 COM (2008)810 提出 

概要 

RoHS 指令の採択と同時に、基本的には電子・電子機器（EEE）と同じカテゴリーを対象とする廃棄物指

令として検討、採択された。コスト負担(生産者責任)、回収、 終処理、リカバリー/リサイクルなどに関

する指令の基本構成、目的、アプローチは、廃車指令や廃バッテリー指令、包装廃棄物指令と類似して

いる。  

企業の取り組み 

2008 年修正法案は WEEE 指令の実効性を改善すべく、回収及び再生/リサイクル目標を高めることを狙

いとしている。法案ではさらに、WEEE の輸送について法的拘束力を持たないガイドラインを定めている。

これは、WEEE の域内外への輸送により、中古製品が 終的にはアジアやアフリカにおいて不適切な処

理や解体が行われることになるのを防ぐための方針である（詳しくは第 15 項参照）。 

 

15) 廃棄物輸送規制 

Shipments of Waste 
Regulation 1013/2006 

概要 

既述の各廃棄物に関する個々の指令においては、廃棄物の EU 域内及び域外輸出に関する直接的規

定を設けられていないため、これに対応するための廃棄物輸送に関する規制が制定された。同規制は

廃棄物の分類毎に輸送方法を定めている。たとえば、有害廃棄物類は特別な事前許可申請がなけれ

ば輸出することはできない。廃電子機器の特定部品や廃車部品も有害であると認識される。  

企業の取り組み 

廃電気・電子機器、バッテリー、自動車等のメーカーは、自らの管理が及ぶ範囲においてこのような有害

廃棄物の輸出を回避及び予防するよう努めることができる。あるいは、廃棄物を製品が廃棄物になった

場所からできる限り近い場所で処理する、いわゆる「近接原則(proximity principle)」に従い、違法輸送の

防止、地域のリサイクル及び処理施設の活用を促進することが望まれる。 
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第二章 欧州主要機械メーカーの CSR 及び環境戦略 

 

本章では、先進事例とみられる欧州企業の経営戦略における CSR の位置づけやその推進体制、活

動分野、その方法、環境分野の CSR の具体的取組状況を個別に明らかにする。 

 

１ ノキア 

  

ノキア(Nokia Corporation)はフィンランドに本社を置く世界的な電気通信機器メーカーであり、携帯電

話端末の販売では世界一のシェアを誇る。世界 120 カ国の従業員数は 12 万 8,445 人。 

 

１-１ ノキアの CSR/環境経営ビジョン及び戦略 

（1） CSR 活動の基本理念 

ノキアの経営ビジョンは、「世界中の人々のコミュニケーションへのアクセスを増やすこと」である。同

社は CSR を企業責任(CR)と称し、企業活動の基盤、ブランド、そして文化だと位置づけている。 

 

企業責任を果たす際の基準である企業行動規範として、人権の尊重、高い倫理規範、環境への配慮、

労働環境、汚職の防止などの原則を定めている。同規範は、世界人権宣言、国際労働機関（ILO）憲章

及び国連グローバル・コンパクトの原則に則ったものである。この原則の下で実施される企業責任の特

徴をノキアは「Good CR（良い企業責任）」としている。同社によれば、企業責任とは、単に善人になること

ではなく、企業責任原則を適用することによって、企業利益を積極的に見出すことである。 

 

（2） 運営体制 

ノキアでは、取締役会において CR 担当の上級副社長が CR 活動を主導する。同副社長をサポートす

るのが、CR 運営グループである。このグループは、環境や CR 担当だけでなく、法務、財務、戦略マー

ケティング、コミュニケーションなどの幹部役員たちにより構成されており、全社をあげて CR、環境活動

に取り組む体制を整えている。具体的な活動は、グループをサポートする CR 経営チーム及び環境経営

チームによって実施される。 

 

ノキアの環境経営チーム(Nokia Environmental Management Team、NEMT)はグループ全体の環境戦

略、目標、優先事項を決定する。NEMT によって決定された主要課題は、ノキア環境運営グループによっ

て承認される。同グループも CR 運営グループ同様に CR 担当の上級副社長を中心として各部門の幹部

役員により構成されている。 

 

（3） 重点課題 

ノキアは 2007 年の CR 活動の重点領域として、「アクセシビリティ」「環境」「サプライチェーン」および

「人権」を上げている。環境問題は、明確に CR 活動の重点領域に位置づけられている。 

 

（4） 環境経営 

「環境責任は制約というよりも新しい機会である。」これは、ノキアの環境経営に対する基本姿勢を示
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す考え方である。同社は、携帯電話機器製造業界の世界的リーダーとしての大きな責任を担っており、

環境活動においてもリーダーとなることが求められている、としている。「すべての人々がつながりを持ち

持続可能な発展に貢献しうる世界」というビジョンを掲げている。 

 

 これを実現するための環境活動の基本的考え方は、「ゆりかごからゆりかごまで8」のライフサイクル・

アプローチである。同アプローチに基づき、ノキアでは企業活動、ライフサイクルの 終段階におけるリ

サイクルや処理まで含めた製品の環境影響及び環境フットプリントの 小化に取り組んでいる。 

 

ノキアの環境活動の展開方針及び実施原則は以下の通りである。 

 

 

（5） 各種イニシアティブへの参加 

ノキアは、以下の CSR もしくは環境イニシアティブに参加している。 

 

参加組織・サイト 

バーゼル条約・携帯パートナーシップイニシアティブ（Mobile Phone Partnership Initiative） 

http://www.basel.int/industry/mppi.html 

欧州委員会の包括的製品政策・携帯部門（Integrated Product Policy, IPP on Mobile Phone） 

http://ec.europa.eu/environment/ipp/mobile.htm 

EU CSR アライアンス 

                                                  
8 同概念は、ドイツ人化学者のマイケル・ブラウンガードとアメリカの建築家、工業デザイナーのウィリアム・マクドノーフに

より提唱された。自然との共存を考えた「Cradle to Cradle」というリサイクル・システムで、役目を終えた製品を廃棄するの

（墓場）ではなく再び製造（ゆりかご）に戻すという LCA に沿った製品設計を提唱した。このプロセスでは人体や環境に被

害を与える有害物質を出さないことも重視される。同氏らは企業やデザイナーと組んでさまざまなエコロジー・デザインを

生み出している。詳細は著書” Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”を参照。 

環境方針 

- ビジネスを成功に導くためには、製品のライフサイクル全体にわたって環境パフォーマン

スが要求される 

- 環境保護に対する積極的で オープン、かつ倫理的なアプローチこそが、環境問題におけ

る「Nokia Way」である 

- 国際商業会議所（ICC）ビジネス憲章に基づいた持続可能な発展を目的とする 

実施原則 

- 環境方針は経営活動の一部である 

- 各組織に専門家と 適な技術を用いた行動プログラムを作成し実行する 

- 行動プログラムは製品ライフサイクルの全ての環境影響を理解したうえで策定する 

- 環境影響の 小化は、継続した努力と、結果のレビューによって達成される。これは、企

業活動の改善につながる。 
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http://www.csreurope.org/pages/en/aboutalliance.html 

グローバル・コンパクト・北欧ネットワーク（The Global Compact Nordic Network） 

http://www.gcnordic.net/ 

持続可能な開発のための世界経済人会議（World Business Council for Sustainable Development、WBCSD） 

http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1 

WWF の気候セーバーズプログラム（Climate Savers） 

http://www.worldwildlife.org/climate/climatesavers2.html 

グローバル・e サステイナビリティ・イニシアティブ（Global e-Sustainability Initiative、GeSI） 

ICT 企業が持続可能な開発のための技術を促進するためのグローバルパートナーシップ  

http://www.gesi.org/ 

国連 StEP イニシアティブ（Solving the E-waste Problem、StEP） 

各種国連組織によるイニシアティブ。産業界、政府、国際組織、NGO、研究者とともに、電気電子機器廃棄物問

題を解決することが目的 http://step-initiative.org/index.php 

電子製品のリサイクル推進のための包括アプローチ（Comprehensive Approach for Recycling of Electronics、

CARE） 

http://www.care-electronics.net/ 

 

（6） ノキアに対する評価 

欧州内の主な第 3 者機関による同社の CSR 及び環境経営に対する評価は以下の通り。 

ダウ・ジョーンズ・サステイナビリティ・インデックス(Dow Jones Sustainability Index：DJSI)9の常連企業となってお

り、2008 年には DJSI_World に選ばれた。 

2009 年版「世界で も持続可能な 100 社10」に選ばれた。 

カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト(CDP)11が、2008 年に実施した CDP6 のカーボン・ディスクロージャー・

リーダーシップ・インデックス(CDLI)2008 において、100 ポイント中 95 ポイントを得、 高ランクの評価を獲得12。 

グリーンピースのグリーンエレクトロニックス13では、2009 年 3 月の第 11 回評価において、第 1 位にランキング。 

 

１-２ 各分野における取組 

ノキアの環境戦略の重点分野は、（1）エネルギー効率の向上、（2）製品物質の管理、（3）中古機器の

回収と適正なリサイクルである。 

 

（1） エネルギー効率の向上  

気候変動/地球温暖化防止対策として、ノキアはエネルギー効率の向上に力を入れている。エネル

                                                  
9 http://www.sustainability-index.com/  
10 カナダのコーポレート・ナイツ社によるカナダ・コーポレートナイツ社が、米国イノベスト・バリュー・ストラテジック・アドバ

イザーズ社の調査分析データをもとに評価。2009 年版の企業リストについては下記を参照。

http://global100.org/2009/index.asp 
11 CDP の詳細に関しては以下を参照。www.cdproject.net 
12 http://www.cdproject.net/carbon-disclosure-leadership-index.asp  
13国際環境 NGO のグリーンピースは 2006 年 8 月から電気・電子製造業の環境対応を定期的に評価、「Guide to Greener 

Electronics」を発表している。

http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up  
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ギー効率向上のためには、製品の環境影響を評価する必要があるが、ノキアは、携帯電話に適したより

効果的な LCA 手法の開発に取り組んできた。具体的には、欧州委員会の包括的製品政策・携帯部門

（Integrated Product Policy、IPP on Mobile Phone）プロジェクトのタスクフォースに参加し、携帯電話製造

業者、オペレーター、政府、リサイクル企業、研究機関、NGO との共同研究を進めてきた。その結果、同

タスクフォースでは、携帯電話に関する LCA 手法としては、「主要製品に関する環境パフォーマンス指標

（Key Environmental Performance Indicators、KEPIs14）の適用がより簡易で適しているとの結論に至っ

た。 

 

ノキアは自社製品に対する LCA を実施し、事業活動から排出される CO2 の大半はサプライヤーによ

る製造過程若しくは製品の使用段階で発生することを明らかにした。そのため、同社は CO2 排出削減策

として、まずは自社のカーボンフットプリントの削減に取り組み、そして各利用者個人のフットプリントを削

減するための意識啓発や他産業における ICT およびモビリティを活用した CO2 排出削減にも取り組ん

でいる。 

 

成果と新たな目標 

欧州委員会が 2009 年 3 月に発表したコミュニケーション「エネルギー効率向上のために ICT の活用」

では、まず ICT 部門が自らのカーボンフットプリントを 2015 年までに 20%削減し、他部門に対してその結

果を示すべきだとしている。ノキアも携帯電話機器メーカーの世界 大手として多大な責任を担うことに

なる。 

 

2003 年から 2006 年の間にノキアは世界中の自社設備のエネルギー効率を改善し、エネルギー使用

を 3.5%削減した。2012 年までの目標はさらに 6%のエネルギー削減に努めるとともに、使用電力の 50%を

風力や太陽光などの再生可能エネルギーでまかなうこととしている。 

 ノキアは、同目標を達成するために「気候変動戦略」を策定している。以下の通り、a) 製品及びサービ

ス、b) 操業活動、c) 設備(施設)、d) 労働環境、e) 外部イニシアティブへの参加の 5 分野からなる取り

組みである。 

 

表 1 ノキアの気候変動戦略 

a) 

- 平均的な携帯充電器“ノー・ロード・モード（無負荷状態）（no-load mode）”の電力消費を

2010 年までに 2006 年比 50%削減を達成する(V*) 

- 太陽光パネルや運動エネルギーなどの再生可能エネルギー活用技術の研究を継続する

- データセンターのエネルギー消費の削減方法を改善する  

b) 

- エネルギー効率の改善が、製造単位ごとの効率改善に見合う若しくは上回るよう保証す

る 

- 全主要サプライヤーがエネルギー効率の向上及び CO2 削減目標を確立する 

- 輸送サービスの提供者に対しても CO2 削減目標を定める 

                                                  
14 KEPIs の詳細は、http://www.lcainfo.ch/DF/DF27/Stutz2KEPIPaper2004.pdf  
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c) 

- 2007 年から 2012 年の間に、建物のメンテナンスシステムのエネルギーを 2006 年比で 6%

削減する。(2003 年から 2006 年の 3.5%削減に対する追加目標) (V) 

- 2009 年から 2010 年にかけて、ノキアが操業活動を行う国及びグリーン購入が CO2 削減

に大きな影響を与えうる国々においてグリーン電力購入を展開する 

(但し、各地域の電力産業がどの程度カーボン集約的か、あるいはグリーン購入そのもの

が可能かどうかによる) 

- 上記の方法によって、CO2 排出を 2006 年比で、 低でも 2009 年 10%、2010 年には 18%

削減する。 

d) 

- 遠隔での作業及び遠隔での仕事の可能性を高めることで、出張や出勤を削減する。同時
に、エネルギー消費および CO2 排出の原因となっているオフィス空間の無駄を削減する

- 従業員の飛行機利用に際して CO2 排出のオフセット機会を提供する 

- オフィスおよびオフィス設備のエネルギー節約技術を効果的に活用する 

e) 

- 産業界のさらなるエネルギー効率向上を促進する自主的イニシアティブに参加する 

- 気候変動政策を担う政策立案者に対して、ICT が経済全体のエネルギー消費を削減する

役割と可能性を持つことを伝え、解決策を提示する 

* 表中で(V)マークは、目標に対して ECOFYS15の外部認証を受けていることを示す。  

 

製品の改良によるエネルギー効率向上 

製品の使用段階における も効果的なエネルギー効率向上方法は、一人一人のユーザーが充電方

法を変えることである。現在、携帯電話を通じて消費されるエネルギーの 3 分の 2 がノー・ロード・モード

で無駄に消費されているという。そのため、ノキアはこの無駄なエネルギー消費の防止に取り組み、

ノー・ロード・モードの消費エネルギーを 2000 年比平均 70%、 大で 90%削減した。2010 年までに、2006

年比で 50%削減するとの目標を持っている。そのため、2007 年には、携帯メーカーとして初めて、ユー

ザーに対してフル充電状態を知らせるアラート機能を搭載した。2008 年末には多くの同社製品がこの機

能を搭載することになっている。仮にユーザーが同機能を活用して充電方法を改めた場合、ヨーロッパ

の 10 万世帯分の省エネルギーが可能であるとの試算が出されている。このためノキアは、充電器の省

エネルギー化とともに、ユーザーに対してフル充電後にソケットから充電器を抜くよう促すキャンペーン

等を行っている。 

 

新エネルギーの利用 

ノキアは太陽光や燃料電池などの新エネルギーの 適な利用方法についても検討している。自社内

の活動のみならず、関連業界と協力してエネルギー効率の向上に取り組んでいる。例えば、製品レベル

では、ノキアの機器及び付属製品で 2 ミリの充電プラグがついているものには、代替充電、特に太陽光

を用いた充電を可能にするソフトウェアが組み込まれている。これは、代替エネルギーの開発が促進さ

れるよう、オープン・スペシフィケーションとなっている。 

 

バイオマテリアル利用 

                                                  
15http://www.nokia.com/NOKIA_COM_1/Environment/Our_responsibility/Environmental_strategy/Ecofys_Short_Independe

nt_Assurance_Statement_2008-10-15.pdf  
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携帯電話機のカバーにバイオプラスティックを使用した製品開発に取り組んでいる。バイオプラス

ティックは、植物性の再生可能物質から作られ、既存のプラスティックと同様の質を保つことが可能であ

る。現在、既存のプラスティックとの混合ではあるものの、バイオプラスティックの活用が始まっている。

2007 年には、 初のバイオプラスティック使用製品、Nokia2110 Evolve が発売された。製品の裏面カ

バーの 50%が再生可能物質で製造された。これにより、石油系プラスティック製品と比較した場合、エネ

ルギー効率は 15%向上し、CO2 排出も 15%削減できると見込まれている。 

 

（2） 化学物質管理 

マテリアル管理 

ノキアは製品に使用する物質の管理についてサプライヤーとの緊密な協力関係を構築し、問題に対

して素早く対処できるよう体制を整えている。製品が健康及び環境規制に適合することを徹底し、予防原

則に基づいた物質管理を行うこととしている。 

 

製品の全機種が RoHS 指令に準拠しており、PVC フリーである。さらに 2010 年からは、臭素及び塩素

化合物、三酸化アンチモンも使用を禁止する。これは、RoHS 指令の準拠を超える取り組みである。加え

て、REACH 規則における 有害物質リストの候補に挙げられている物質についても使用を禁止してい

る。 

 

同社は、使用を禁止、制限、使用禁止を目指した削減目標を示した物質リストを作成している。リスト

は使用禁止、監視物質の 2 部に分かれ、毎年更新される。さらに、個々の物質に関する情報に関しても

暫定的に更新が行われる。このリストを活用し、サプライヤーとの協力の下、代替物質や全製造過程か

ら禁止または監視物質を取り除くための解決策に関する調査を実施している。 

 

ノキアが課す物質管理要件は、使用される部品やパーツに関する情報収集、調整、管理を含む。その

ため、すべてのサプライヤーに対しデザイン過程とサプライチェーンマネジメントの過程における環境配

慮を求める。サプライヤーは供給製品の含有物質についてノキアに報告する義務を課せられる。ノキア

は全サプライヤーに対してこれらの要件および社会面、倫理面の基準の順守に関する監査、検査を実

施している。仮にサプライヤーが基準を満たしていない場合は、改善要請をし、結果を精査する。その際

はサプライヤーに対して、ベストプラクティスの事例提供や研修その他のサポートを通じた改善の手助け

をする。仮にサプライヤーがこれを拒否した場合、契約関係を見直すこともあり得る。 

 

また、数社のサプライヤーとともに、製品の部品や物質に関する環境パフォーマンス指標を作成して

いる。サプライヤーを物質管理に巻き込むことで、新たな環境要件を素早く満たすことができる。 

 

  以上の同社による化学物質管理に関する取り組みは、グリーンピースの「Guide to Greener 

Electronics」で高く評価されている。 

 

（3） 製品回収及び適切なリサイクル  

まず、製品デザイナーによる製品設計段階で、リサイクルの観点から製品に使用される物質が検討さ
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れる。さらに、リサイクル処理を環境効率の高いリサイクル会社に委託する。このため、ノキアの携帯電

話の 65～80%はリサイクルあるいは再利用される。中には、物質の 100%が(一部はエネルギーとして)再

利用される携帯もある。 

 

ノキアは、中古携帯の回収・リサイクルに も力を入れている携帯機器メーカーの一つである。ノキア

は世界の 85 カ国に不要携帯の回収ポイントを設けており、これは携帯産業界で 大の自主的スキーム

である。これにより、人々は中古携帯をノキアの店舗及び 5,000 ヵ所のノキアセンターに返却することが

できる(携帯電話リサイクルの現状、取組については 1-3 を参照)。 

 

１-３ 特に注目すべき活動 

 

（1） 欧州における携帯リサイクルの現状 

ノキアが実施した、13 カ国(英国、フィンランド、ドイツ、イタリア、ロシア、スウェーデン、アラブ首長国連

邦、米国、ナイジェリア、インド、中国、インドネシア、ブラジル)の 6,500 人を対象としたグローバル消費調

査によると、多くの携帯ユーザーは一人当たり約 5 台の携帯を使用したことがあるにもかかわらず、わず

か 3%のユーザー分しかリサイクルに回されていないという結果が明らかとなった。リサイクルされない携

帯で廃棄され埋め立てられている製品は 4%のみである。他方で半数近くの 44%は家に一生使われない

まま置かれている。さらに、回答者の 4 人に 1 人の人がこれまでに一度も携帯リサイクルについて考えた

ことがなく、半数近くの人が、携帯リサイクルができるという事実に気づいてすらいないという。すなわち

同調査は、消費者の中古携帯・リサイクルに対する意識の低さを明らかにするものとなった。 

 

EUは、携帯機器の回収及びリサイクルについて、WEEE指令のカテゴリー3に分類している。そのため、

WEEE 指令をベースに国内法制化を進めた各国においては、携帯機器はモニター、IT およびテレコム製

品と同様の処理が行われている。しかし、ノキアの調査が明らかにしているように、携帯回収・リサイクル

の状況は良好であるとは言い難い。 

 

（2） 先進事例 

EU の中でも、スウェーデン、スペインそして、EU 非加盟のスイスの 3 国は、リサイクル会社が中古携

帯機器の回収・リサイクルを進めるための調査や独自の取り組みを進めている。 

 

一例として、スウェーデンの仕組みを紹介する。スウェーデンでは、WEEE 指令の施行前の 2001 年 7

月より、「電気・電子機器の製造者責任に関する法令(Ordinance on Producer Responsibility for 

Electrical and Electronic Products/SFS2000:208）」を施行している。これにより、2001 年に 21 の事業者

団体の共同出資による回収・リサイクルサービスを提供する非営利企業、エル・クレッツェン(El Kretsen)

が設立された。エル・クレッツェンは、サービスを活用する企業の会費により運営されている。会費は、会

員企業の自己申請による売上高毎に決められる。現在、エル・クレッツェンの管理システムはスウェーデ

ンで唯一の仕組みであり、スウェーデン国内のすべての自治体と共同で実施スキームを確立している。

すべての電子・電気製造業者及び輸入業者はこの仕組みを活用したリサイクルを行うことが求められて

いる。 
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携帯電話端末製造事業者団体であるスウェーデン携帯事業者団体(MobilTeleBranschen、MTB)もエ

ル・クレッツェンの所有団体であり、携帯回収・リサイクルもこのスキームによって実施されている。ス

ウェーデンの一般世帯の人々が携帯電話をリサイクルしたいと考えた場合、各自治体の所定するリサイ

クルステーションに持参し、回収場所に置く必要がある。 

 

スウェーデンの携帯回収・リサイクルの現状については、スウェーデン 大のオペレーターであるテリ

ア・ソルナ（Telia Sorna）が 2008 年に実施した消費者調査がある。16同調査では、スウェーデンでは毎年

300 万台の携帯が購入されているが、そのうち、2007 年に回収された携帯電話は 30 万台(平均年間販

売台数比 10%)にとどまることが明らかになった。さらに、2008 年に 4,000 人を対象に行われたアンケート

調査では、中古携帯を家に所有している割合は 83%に達した。ここからおそらく、家庭に眠っている中古

携帯は 1,500 万台（人口約 900 万人）に上るであろうという試算が出されている。 

 

EU 加盟国として、スウェーデンは基本的には WEEE に則ったスキームで回収を進めているが、既存の

回収スキームでは限界があることが明らかである。そこで同国では現在、各メーカー、オペレーター、リ

サイクル会社は独自のキャンペーン活動を展開し、回収及びリサイクルを推進している。 

ノキアスウェーデンと子どもの人権保護団体であるプランスウェーデン(Plansverige)が協力する「モバ

イルコンポスト(Mobilkomposten)」プロジェクトはこの一環である。同プロジェクトの目標は、250 万台の携

帯電話の回収・リサイクルであり、回収された携帯電話 1 台につき、30 スウェーデンクローナ（約 360 円）

が、プランスウェーデンが展開する気候変動により被害を受ける子どもたちへの支援プロジェクトに充て

られる。回収ボックスは、テリア（Telia）などオペレーターの販売店他、各小売店との協力で全国に設置さ

れている(このプロジェクトの成果については 2009 年 4 月時点でまだ明らかになっていない)。 

 

（3） ノキアの取り組み 

キャンペーン 

ノキアは、仮に30億人の人が一人につき中古携帯を一台返却すると、24万トンの原料を節約するとと

もに、40 万台の車を道路上から無くすに等しい温室効果ガスの削減につながるという調査結果を明らか

にしている。さらに、全てのノキアユーザーが１人台の使用済み携帯をリサイクルすると、8 万トンの原料

の節約ができるという。 

 

同社は、携帯機器の回収・リサイクルを促進するために、1990 年代の終わりから回収キャンペーンを

実施してきた。このキャンペーンは常に環境団体や NGO と共同で行っている。たとえばフィンランドでは、

2006 年末に、20 万の回収封筒を配布し、一台回収するごとに、2 ユーロを WWF に寄付するキャンペーン

を展開した。結果として、2 万 5 千台(約 11%)の回収に成功した。上述のスウェーデンにおける取り組みも

同キャンペーンの一環である。 

 

各種イニシアティブへの参加 

                                                  
16 調査の詳細は以下参照（スウェーデン語）。 

http://www.el-kretsen.se/upload/Dokument/Rapp_stat/Rapport_sm%C3%A5elektronik.pdf 
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 ノキアは、欧州委員会の包括的製品政策・携帯部門(IPP)およびバーゼル条約・携帯パートナーシップ

イニシアティブ (MPPI)の主要メンバーである。また、国連主導による StEP イニシアティブのメンバーでも

ある。同業他社や他のステークホルダーと共同で調査研究を進め、携帯のデザイン、回収、修理、リサ

イクルに関するグローバルガイドライン策定を促すなど、携帯電話機器の回収・リサイクルに関するグ

ローバルなイニシアティブに積極的に関与している。 

 

外部ステークホルダーとの対話 

しかし、2007 年 11 月には、グリーンピースの「Guide to Greener Electronics」において、ノキアの携帯

機器回収ポイントのうち 6 か所が機能していないことが批判の対象となった。これに対してノキアは、す

べてのサービスポイントにおいて確実な回収が可能となるよう、再研修を実施した。このような外部評価

を積極的に受け止め、状況の改善に努めた結果、 新の「Guide to Greener Electronics」(2009 年 3 月)

では、ノキアの製品回収活動は高評価を得ている。 

 

（4） 経済的インセンティブの活用 

欧州委員会は、包括的製品政策・携帯部門(IPP)でパイロットタスクフォースを設置し、携帯リサイクル

の促進策に関する調査研究を行ってきた。17同調査では、携帯回収・リサイクルを推進するためには、消

費者に対するインセンティブの活用が有効だとしている。上述のスウェーデンの事例のように、メーカー

やリサイクル会社主導のキャンペーンにより、消費者の自主的参加による回収・リサイクルはある程度

の成果は出されている。しかし今後、より大規模の回収・リサイクルを推進するためには、消費者に対し

更なる経済的インセンティブ提供が求められる。これまでの欧州内のベストプラクティスでは、以下のイ

ンセンティブが提供されている。 

- 現金 

- 無料通話・通信時間 

- 無料 sms(ショートメッセージ) 

- プレゼント 

- 寄付 

 

 これらの制度化にはコストが伴うため、今のところ取り組みは限定的だが、今後は各メーカーやオペ

レーター等による取り組みが本格化する可能性が高い。 

                                                  
17 IPPは、リサイクルだけでなく、LCAやエネルギー効率の向上、化学物質管理等の調査も含む、包括的研究プロジェクト

である。 終報告書は IPP の Web サイトより入手可能。http://ec.europa.eu/environment/ipp/pdf/mobile_report.pdf  
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２ エリクソン 

 

エリクソン(Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson)は、スウェーデンに本社を置くテレコミュニケーション分

野の世界的リーディングカンパニーである。150 カ国以上にオフィスおよび工場を構え、総従業員数は 7

万 8,750 人。 

 

２-１ CSR/環境経営のビジョン及び戦略 

（1） CSR 活動の基本理念 

エリクソンは、「人々が、誰とでも何の制限もなく自由にコミュニケーションできる世界の先駆者になる」

ことを経営ビジョンに掲げる。同社も、ノキア同様、CSR を企業責任（Cooperate Responsibility、CR）と表

現している。同社 CR は、「コアテクノロジーで地球規模の経済、社会、環境の向上に貢献」することであ

り、企業文化やコアビジネスと直接結びついたものだとしている。 

 

エリクソンの CR の取り組みには 2 つの流れがある。一つは、「テレコミュニケーションが社会に対して

環境・社会的利益を還元できるかを考え続けること」、もう一つは、「企業活動のガバナンスに配慮し、テ

レコミュニケーション分野のリスクを 小化するために必要な統制を整えること」である。 

 

CR 活動は同社が持つ 3 つのコア方針である「環境方針」、「企業倫理原則」、「行動原則」に基づき行

われている。これらの方針はエリクソングループ・マネジメントシステムの一部ともなっている。このことか

ら、CR 活動ならびに環境戦略は、同社の経営基本方針に基づく重要な経営戦略のひとつとして展開さ

れているとみることができる。 

 

（2） 運営体制 

エリクソンの CR 活動は、CR ディレクターが主導する。CR ディレクターは企業内のあらゆる分野のス

タッフとのパートナーシップにより CR 活動を展開する。その活動は、コミュニケーション部門を統括する

上級副社長に報告され、同副社長は社長へと報告する。CR 活動のすべてのプログラム及び行動は、上

級管理職らによる「CR およびサステイナビリティ共同運営委員会」により統括されている。 

 

（3） 主要課題 

2007 年のエリクソンの CR 活動の重点分野は、以下のとおり、①「すべての人にコミュニケーションを」

と②「気候変動への挑戦」であった。 

 

① すべてのひとにコミュニケーションを（Communication for All、CfA） 

これは、世界中の人々が地球規模の情報社会に参加できる社会づくりへの貢献を CR 活動の一つと

する考え方に根ざす。CfA は、貧困削減のための国連ミレニアム開発目標やミレニアムビレッジプロジェ

クト18、人権問題解決のイニシアティブ等に参加し、主に新興国におけるテレコミュニケーションの推進を

                                                  
18 国連開発計画 http://www.undp.or.jp/aboutundp/mdg/  
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通じた解決策を考案、提供するものである。全世界の携帯電話の契約者は、2006 年に300億人を超え、

2012 年までには 550 億人まで増加する見通しである。そして、その増加分の 90%は新興市場によるとみ

られている。 

 

 この CfA により、同社の CR 活動は、社会発展に貢献すると同時に、高成長を遂げる新興市場におけ

るビジネス成長にもつながる重要な戦略あるいはマーケティング活動でもあると位置づけられているの

がわかる。 

 

② 気候変動への取り組み 

もう一つの重点的な活動は、気候変動への取り組みである。エリクソンは、自社製品に関するエネル

ギー使用の削減及び、コミュニケーション技術そのものを通じた顧客及び契約者のカーボンフットプリント

削減を目指している(詳細は後述 2-2 を参照)。 

 

欧州委員会が 2009 年 3 月に発表したエネルギー効率向上のために ICT の活用を促すためのコミュ

ニケーション19では、まず ICT 部門が自らのカーボンフットプリントを 2015 年までに 20%削減すべきだとし

ている。各 ICT 企業は自主的な削減目標を設けているが、エリクソンは、2008 年までに 2006 年比で

15-20%のエネルギー効率向上を目指す目標を掲げている。現時点の実際の成果について、同社は、

2007 年までに自社製品のエネルギー効率の大幅な改善がみられたことを明らかにしている。WCDMA 無

線基地局に関しては、2008 年までに 2006 年比 20%効率改善の目標に対して 2007 年に 30%の改善を達

成し、2008 年にさらに 10%改善する努力目標が掲げられている。同様に GSM 無線基地局についても、

2008 年までに 15%の改善目標に対して 2007 年に 13%の改善を達成し、2008 年までに残りの 2%の改善

達成が可能だとしている。2008 年以降の新たな長期目標として、グループ全体で今後 5 年間（2013 年）

で CFP を 40%削減するとしている。目標 1 年目となる 2009 年は CFP10%削減を目指す。このように同社

は、この数年で気候変動への取り組みに も力を入れた主要欧州企業の一つと見てよい。 

 

（4） 加盟イニシアティブ 

エリクソンは CR 活動に関連する以下のイニシアティブに参加もしくは合意している。 

参加組織・内容・サイト 

国連グローバル・コンパクト（The Global Compact） 

http://www.unic.or.jp/globalcomp/ 

グローバル・e サステイナビリティ・イニシアティブ（GeSI） 

サイトはノキアの項参照 

人権に関するビジネス・リーダーズ・イニシアティブ（Business Leaders Initiative on Human Rights、BLIHR） 

人権のための企業責任を導く、企業主導の組織 http://www.blihr.org/ 

ICT と開発のためのグローバル・アライアンス（Global Alliance for ICT and Development、GAID） 

ICT を活用した国際開発目標、特に貧困削減を促進するための、国連主導の分野横断的なグローバルフォーラ

ム及びプラットフォーム http://www.un-gaid.org/ 

                                                  
19 欧州委員会プレスリリース 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/393&format=HTML&aged=0&language=EN  
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国連 StEP イニシアティブ（Solving the E-waste Problem、StEP） 

サイトはノキアの項参照 

 

（5） 社会的評価 

同社の CR 活動及び環境経営に対する主な第 3 者機関からの外部評価も高い。 

FTSE4Good20 指数シリーズでは、環境パフォーマンスにおいて、優れたグローバル企業 10 社中 5 位の評価を受

けている。 

倫理的投資リサーチサービス(Ethical Investment Research Services, EIRS)21は、エリクソンを「グリーン・リーダー」

と評価している。 

カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト(CDP)に 2004 年から参加し、自社のカーボン排出に関する情報を公開

している。2007 年に実施された CDP5 に基づくカーボン・ディスクロージャー・リーダーシップ・インデックス

(CDLI)2007 において、AAA とクラス 高の評価を受けている。22 

フォルクサム(Folksam)の気候インデックス(Klimat Index)23において、100 ポイント中 82 ポイントを獲得し、高評価を

得ている。他方で、CR 活動の中でも人権、特に男女平等の進捗状況を分析する、平等インデックス(Jämställdhet 

Index)では、対象企業 24 社中 15 位と改善の余地が指摘されている。 

「世界で も持続可能な 100 社」に選ばれている。 

 

２-２ 各分野における具体的取組 

エリクソンの主な環境分野の CR 活動は、（1）気候変動/地球温暖化防止対策、（2）化学物質管理、

（3）持続可能な資源利用及び廃棄物管理に分類できる。 

 

（1） 気候変動/地球温暖化防止対策 

ライフサイクルアセスメント(LCA)とカーボンフットプリント(CFP)の活用 

エリクソンは、エネルギー利用と気候変動の課題に対応すべく、まず環境影響を及ぼす分野を明確に

定義している。事業展開、製品の製造および利用、社会貢献のすべての活動について、環境への直接

及び間接的影響を明確化し、エネルギー利用及び気候変動に も影響を与えている分野を測定する。

測定方法としては、1) LCA と 2) CFP を用いている。 

 

1)  ライフサイクルアセスメント(LCA) 

エリクソンは、製品及びソリューションのエネルギー効率を改善するため、1994-1995 年に初めて無線

基地局(Radio Base Station、RBS)に関する LCA を実施した。それ以来 LCA は環境影響評価のツールと

                                                  
20 FTSE4Good 指数シリーズは、国際的に認可された企業責任基準を満たす企業活動を評価し、企業への投資を促進す

るために作成された指標。www.ftse4good.com 
21 EIRS は、英国に拠点を置く企業の社会面、環境面及び倫理面のパフォーマンスの調査をグローバルに提供する独立

調査機関。http://www.eiris.org/index.htm 
22 詳細結果のレポートは、CDP のウェブサイトより入手可能。http://www.cdproject.net/reports.asp  

プレスリリース 2007 年 10 月 01 日 

http://www.ericsson.com/jp/ericsson/pr/2007/10/20071001_climate.shtml  
23 フォルクサムは、スウェーデンの保険会社であり、上述の CDP のパートナーとして、気候インデックス(Klimat Index )を

作成。www.folksam.com 2007 年度の気候インデックス(スウェーデン語)は、以下参照。 

http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.21191!/klimatindex_2007.pdf 
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してだけでなく、研究開発を含めた企業活動全体の方向性を決定する調査・研究部門の重要なツールと

して効果的に活用されている。 

2007 年の LCA 

以下の通り、2007 年に LCA は、a) 自社製品及びサービスに関する評価、b) ICT 分野全体の影響に

関する評価の二つに分けて実施している。 

a) 自社製品及びサービスに関する評価 

LCA のコンセプトを「ゆりかごから墓場まで」とし、原材料採掘、製造、サプライヤー活動、輸送、無線

基地局の物質、操業および事務活動、携帯機器、 終処理のすべての製造過程ないしシステムの

全ライフサイクルを対象として分析を行った。 

LCA の結果、環境影響の約 70%が製品及びサービス利用の段階で生じていることを明らかになった。

この結果に基づき、「自社ネットワークおよび基地局におけるエネルギー利用の削減」を優先事項と

定め、二酸化炭素(CO2)を削減の主要指標として用いた目標設定、対策を行っている。 

 

図 1 2007 年 LCA の結果 

 

出所 エリクソン CR 報告書 2007 

 

LCA を用いてエリクソンネットワークを利用する携帯契約者一人あたりの CO2 排出量を測定した結

果、GSM の契約者一人当たりの年間 CO2 排出量は 25kg である。これは、1985 年の第一世代ネッ

トワークシステム使用時に 180 kg であったのに対して大幅な削減といえる。25kg の CO2 は自動車が

平均 1 時間走行する際の排出量に相当する（1km あたり 0.2kg の排出の想定）。 
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図 2 エリクソンの携帯電話契約者一人当たりの CO2 排出量 

 出所：エリクソン CR 報告書 2007 

 

同時に、携帯の機能も 1990 年から劇的に向上している。第一世代 GMS サービスのデータスルー

プットが 9.6kbps だったのに対して、現在の 3G ネットワークでは HSPA の追加により 40Mbps までが

可能となり、将来的には300～400Mbpsまでの拡大が見込まれている。同社は、LCAによるこれらの

結果から、今後の CO2 削減対策としては、無線基地局のエネルギー効率改善が主要対象となると

判断している。 

 

b) ICT 分野全体の影響に関する評価 

エリクソンは、製品に対する LCA に加え、ICT 部門全体における自社の位置づけを明らかにするた

めに、パソコン、データセンター、固定電話を含む ICT 部門全体の LCA を実施した。この結果、ICT

部門の世界経済全体の CO2 排出に与える影響は約 2%であることがわかった。ICT 部門は世界 GDP

の 7%を占めることから、上記の結果は、ICT 部門が比較的エネルギー非集約的な産業部門だという

ことを示すものだとしている。 

 

LCA に関する外部評価 

エリクソンの LCA は第三者機関であるデット・ノルスケ・ベリタス(Det Norske Veritas, DNV)24の認証を

受けている。さらに、2007年のLCAの結果は、スイスのチューリッヒで行われたライフサイクルマネジメン

ト(LCM)学会 2007 において発表され、評価を得ている。これを基に 2008 年はモバイルコミュニケーション

業界全体の LCA を ISO14040 に基づいて行うことが検討されている。 

 同社は LCA をすでに 10 年以上に渡って実施しており、製品・サービスのみならず、ICT 業界全体の分

析を行っていることが特徴的である。また LCA に関して監査機関の認証を受けるとともに学会で発表を

行うなど、外部評価を受けており、データの信頼性は高いとみることができる。 

 

                                                  
24 生命・財産、環境の保護(To safeguard life,property,and the environment)」を企業理念に掲げ 1864 年に設立された、ノ

ルウェー・オスロに本部を置く自主独立財団。http://www.dnv.com/moreondnv/profile/about_us/  
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2)  カーボンフットプリント(CFP) 

エリクソンは、二酸化炭素を指標とする CFP を、直接的及び間接的な排出に分けて分析している。直

接排出は、輸送、施設、出張及び通勤を対象とするもので、CO2 排出量は約 90 万トンであった。特に輸

送からの CO2 排出量は、42 万トン（2007 年）から 37 万トン（2008 年）まで削減した。これは製品輸送に

おける海上輸送の割合を 39%（2007 年）から 43%（2008 年）に引き上げた効果であり、2009 年は同割合を

60%に上げることとしている。間接排出は 2007 年に生産された製品(製品寿命は 10-15 年を想定)、サプ

ライチェーン、操業活動、製品の 終処理を対象とし、約 2620 万トンであった。 

 

2007 年のカーボンフットプリントは、無線基地局の売上高が前年比 25%増であったにもかかわらず

2006 年の結果と近似していた。同社の GSM および WCDMA（Wideband Code Division Multiple Access）

無線基地局のエネルギー削減目標は、新たな「基地局（BTS）電力削減機能」の導入などを通し、500 万

トンの CO2 排出削減を行うことである。これは約 150 万台の車が 1 年に排出する CO2 の量に等しい（1

台 1Km あたり 0.2 kg の CO2 を排出し、1 年間で 15,000 km 走行した場合を想定）。 

 

図 3 エリクソンの 2008 年 CFP 分析結果 

 

出所： エリクソン CR レポート 2008 

 

エリクソンのカーボンフットプリントは、測定範囲、直接、間接の分類などその手法は明確である。また、

結果に基づき無線基地局のエネルギー削減目標を定めるなど、コスト及び環境影響の削減に実際に活

用されているとみることができる。詳細な計算の仕方、目標の定め方等については、報告書及びウェブ

での公開情報からは明らかではない。 

 

 また、LCA 及び CFP を通じて、CO2 削減目標及び目標達成のための優先分野を定めているのも注目

される。特に無線基地局のエネルギー削減に関して、「持続可能なエネルギー・ソリューション」プロジェ

クトが進行中である（詳細は（3）を参照）。 
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（2） 化学物質管理 

エリクソンは、製品および事業展開に際して使用を禁止もしくは制限する物質を明確に規定したリスト

を作成している。このリストは、同社のすべてのサプライヤー、製造業者にも適用される。 

 同社のこうした製品の有害物質削減に関する取り組みは、欧州内の産業団体との協働が基本である。

但し、欧州市場だけでなく、他地域の市場において同じ要件を適用しているため、市場によっては、自社

規制が当該市場固有の規制レベルを上回る場合がある。 

 

RoHS 指令/REACH 規則/EuP 指令 

同社製品は RoHS 指令に準拠して製造されており、常にさらなる有害物質の除去及び削減を進めるこ

ととしている。技術的に実現可能な代替策が存在する場合は、規制対象外であったとしても使用物質の

変更を行う。たとえば、RoHS は電気通信業界のインフラ製品における有鉛はんだの使用禁止を免除し

ているが、同社製品のほとんどが無鉛はんだとなっている。規制で免除された物質を使用制限するにあ

たっては、厳格な内部統制も行っている。 

REACH 規則にも厳格に準拠している。サプライヤー、業界団体や政府、国際機関とともに REACH で

規定される物質に関する効率的な情報管理を進めている。 

さらに、エネルギー使用製品指令(EuP 指令)に基づき、欧州委員会が定める数々の特定製品に対す

る実施措置（Implementing Measures、IM）についても、継続的にこの進捗状況をモニターし、実施措置が

採択された際に確実に準拠した製品を製造できるよう取り組んでいる。 

 

（3） 持続可能な資源利用及び廃棄物管理 

エリクソンは、使用済み廃電気・電子製品、バッテリーの無料回収を実施している。この取り組みは、

EU の WEEE 指令が 2005 年に施行される前の 2002 年に先駆的に導入された。エリクソンは WEEE に基

づく各国規制を順守し、回収の普及に努めてきた。さらに現在は、グローバルプログラムを策定し、世界

中すべての市場において積極的な回収活動を進めている。 

 

具体的な手順としては、エリクソンのローカルオフィスとサービス契約を締結した各国の顧客に対し、

同社が製品の廃棄を行う場合や収集場所でユーザーが処理する場合がある。但し、廃棄物処理は全て

同社の責任で行い、環境に配慮した方法で確実に処分または処理される。 

 

また、各国法人は、収集場所からある物質の回収要請があった場合、その旨を本社チームに伝える。

そして本社チームは回収のための輸送方法を調整し、該当物質のリサイクル契約を締結したリサイクル

会社に作業を依頼する。このリサイクル会社は、コスト効率が も高く、すべての過程に対するエリクソ

ンの責務を保証しうる会社が選ばれる。こうしたレベルの高い回収とリサイクルサービスを行った証とし

て「解体証明書」が発行される。 

 

エリクソンは、世界各国で数多くのリサイクル会社と契約を締結し、確実な廃棄物の処理を行い、メー

カーの供給責任を果たすよう努めている。リサイクル会社はリサイクルの工程、機器の輸送、事後処理、

埋め立て制限、倫理等を含む 80 の要件への準拠が求められる。今後の課題については、製品回収過

程のエネルギー効率改善としている。 
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製品回収・リサイクル事例と実績 

エリクソンはサブ＝サハラ・アフリカにおいて、製品回収プログラムを通じた環境への貢献活動を展開

している。エリクソンのリサイクルパートナーは、ナイジェリア、ボツワナ、南アフリカのエリクソン支部から

既に 80 トンの電子廃棄物を回収している。これら回収された廃棄物は南アフリカのダーバンに輸送、解

体され、鉄金属、非鉄金属、電子部品、ケーブル、プラスティックに分類される。その後、解体物質はシン

ガポールのリサイクル施設に輸送され、 終処理が行われる。これは、エリクソンの厳格な環境要件を

満たすリサイクル施設がアフリカには存在しないためである。回収された電子廃棄物の 90%以上はリサ

イクルされ、希少価値のある部品及び非鉄金属はエリクソンが回収する。この収益は、次の回収のため

の資金に用いられる。 

 

2008 年度においては、90%以上の自社廃電気・電子製品が回収、リサイクルされた。さらに、リサイク

ルされた製品のうち埋め立てされたものは 10%以下であった。これは、回収製品の 75%をリサイクルまた

は再利用し、埋め立ては25%以下とすることを定めるWEEE指令を上回るものである。エリクソンは、廃電

気・電子製品の問題を解決し、回収・リサイクルを促進するために、国連の主導する StEP イニシアティブ

に参加している。 
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２-３ 特徴的な活動  

（1） 持続可能なエネルギー・ソリューション（Sustainable Energy Solution） 

既述の通り、エリクソンは、LCA および CFP による分析を通じ、気候変動対策としては自社の基地局

エネルギーの削減を優先事項とすることとした。さらに、CR 活動のコアである「すべての人にコミュニ

ケーションを」を達成するためには、既存のネットワーク外にある地域にもネットワークを普及できるよう、

信頼性ある電力エネルギーの削減方法が求められる。これら二つの理由から、おもに新興国及び途上

国地域において再生可能エネルギー等を利用した新たなエネルギー・ソリューションの創出に力を入れ

ている。 

 

テレコミュニケーションネットワークの事業運営コストの 50%は、実はエネルギーである。このためエリク

ソンは、オペレーターとともにエネルギー消費と事業運営コストの双方を削減する取組みを進めている。

参考：ソニーエリクソンの携帯リサイクルへの対応 

エリクソンは、携帯電話事業については、ソニーとの共同出資(折半)によるソニーエリクソン(Sony Ericsson 

Mobile Communications AB)を通じて行っている。同社は、ノキア社と同様に携帯電話機器の回収・リサイクルの普

及を EU の WEEE 指令が発効する（2005 年 8 月）以前から進めており、現在は 2008 年に立ち上げた「環境保障シ

ステム」に基づき、全世界での回収・リサイクル事業に取り組んでいる。これは、個別製品/生産者責任(Individual 

Producer Responsibility)の原則に基づく取り組みで、自社製品の回収・リサイクルを促進するための各種キャン

ペーンや各国ごとのリサイクル情報の開示の徹底に努めている。具体的には、今まで共同回収ポイントでの回収

に留まっていたのを、同社独自の回収ポイントとシステムの設置によって、回収リサイクル体制を強化している。 

回収された製品は環境に配慮した方法でリサイクルされる。現在インド、台湾、中国、タイ、シンガポール、アメリ

カ、メキシコで既に 500 ポイントが配置されている。2009 年中には同社製品が販売されている全ての国に設置され

る予定だが、中でも国内規制が不十分な国への配置を重視する。さらに回収ポイントに関する専門ヘルプデスクを

設置し、消費者からの問い合わせに対し効率的に対応する。 

同時に同社は、「GreenHeart™ 携帯」コンセプトを進め、バイオプラスチック等製品のライフサイクルを配慮した製

品の設計を進めている。 

しかしグリーンピースの評価によると、これらの施策は成果がまだ上がっていない。回収リサイクルへの取り組

みやリサイクル率が思うように改善しておらず、IPR に基づいた活動が不十分と厳しく批判されている。 

一方欧州内での主な取り組みは、2002 年 12 月、ブラウン、エレクトロラックス、ヒューレッド・パッカード、ソニーに

よって設立された「ヨーロピアン・リサイクル・プラットフォーム(ERP)」とのパートナーシップを通じて行っており、他の

電化製品を含めた共同回収リサイクルシステムを推進している。ERP は、欧州内の消費者や産業、そして環境に

とって も効率的な回収・リサイクルを実現するためのプロジェクトである。 

同社の調査によると、欧州市場において新しい携帯を買うユーザーの中古携帯の回収・リサイクル普及率はわ

ずか 7%であるという。従って、同社は各国の販売拠点におけるリサイクル率をあげるための普及啓発キャンペーン

を展開している。しかし、EU の WEEE 指令のカテゴリー3 でまとめて回収する法的スキームに頼るだけでは、なかな

か実際には回収が進まないのが実情である。 

他方、中古携帯の再利用(修理・改造も含む)としての回収との競合の問題も指摘されている。アメリカや欧州で

は、再利用として回収する組織が多く存在し、回収した携帯を修理・改造して他の国(西欧から東欧、アフリカへ、北

米から南米へ)に輸出する傾向がみられる。再利用は通常は費用、環境の両面で効率が高いといえるが、上記組

織を通じて輸出された携帯は 終的に確実な処理が行われないまま埋め立てられる可能性も大きい。この流れを

防ぐためには、オペレーターや小売販売店との協働が必要であるが、ソニーエリクソンではこの制度は整備されて

いない。 



 42

エネルギー効率の高いコミュニケーションを可能にするために、以下のとおり、①エネルギー 適化ネッ

トワークの構築、②基地局の 適化、③代替エネルギー資源の確保、の3つの取り組みが進められてい

る。 

 

① エネルギー 適化ネットワーク 

ネットワークの効率性を向上させるためには、まず効率を高めるデザイン設計を行う必要がある。ネッ

トワーク構成段階で非効率な設計をした場合、無線基地局のコストが 2 倍になる試算が出されている。こ

のため、エリクソンでは、「基地局の電力削減」に力を入れている。現在、この取り組みを通じて、同質の

サービスで無線局のエネルギー消費を約 15-25%削減できることがわかっている。 

CR 報告書 2007 ならびに Web サイトでは、この成功事例として、インドの携帯電話 大手であるバー

ティ・エアテル(Bharti Airtel)と共同でエリクソンの基地局の電力削減を導入し、コストとエネルギー消費

削減を達成したケースが取り上げられている。 

 

② 基地局の 適化 

基地局の 適化もネットワーク効率を向上する一手法である。この事例として、ウガンダにおける

ディーゼル消費量を 50%削減する「ハイブリッドパワーソリューション」、ライフサイクルで 40%の電力消費

削減を可能する革新的コンセプトとして「エリクソン・タワー・チューブ」等が開発されている。 

 

③ 代替エネルギー資源 

エリクソンは、特に遠隔地地域での再生可能エネルギーを用いた無線基地局整備に取り組んでいる。

具体的事例としては、インドネシアテルコムセル(Telkomsel)やカンボジアのスター＝セル(Star-Cell)と共

同で開発した「太陽光発電利用の基地局」、ソニーエリクソと共同で開発したミレニアムビレッジプロジェ

クト用の「携帯電話用のソーラー充電器」などがあげられる。その他、風力利用のタワーチューブ、インド

でのバイオマスを利用した無線局操業など、代替エネルギーを用いて、既存のネットワークでは困難とさ

れてきた地域でのテレコミュニケーションの普及活動を展開している。 

 

以上のような取組を通じて、エリクソンは自社製品の開発から使用段階におけるエネルギー効率の改

善およびエネルギー消費の削減を行っている。既述の通り、「グリーン ICT」がもたらす可能性やその具

体的取り組み内容についての EU 内の関心が高まる中、テレコミュニケーションのリーディングカンパ

ニーとして、先進国だけでなく新興国・途上国での活動を拡大するエリクソンの対応は注目すべき存在で

ある。同社 CR 活動は、各地の実情に見合ったサステイナブル・ソリューションを創造し、環境・社会への

貢献としてだけではなく、同社の企業成長にもつながる戦略的活動とみてよい。 

 

３ シーメンス 

 

シーメンス(Siemens AG)は、ドイツに本社を置くコングロマリットである。現在は、産業機械、エネル

ギー、ヘルスケアを主要 3 事業とする。2007 年には 190 カ国以上で活動を展開し、40 万人の従業員を

抱える世界的大企業である。 
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３-１ シーメンスの CSR/環境経営ビジョン及び戦略 

（1） CSR 活動の基本理念 

シーメンスの企業価値は、「 高度の倫理をもって 高のパフォーマンスを」である。2007 年以降世界

的に明るみになった贈賄スキャンダルを受け、新経営陣は、企業責任(Cooperate Responsibility、CR)お

よび倫理行動、透明性の強化に特に力を入れている。この意味でCRは、同社の経営ビジョンにとって

も重要な構成要素となっている。 

 

同社の経営戦略「Fit4 2010」は、企業責任、ポートフォリオ、卓越した人々、卓越したオペレーションの

4 要素により構成されている。Fit4 2010 を通じて 高クラスの企業責任を果たすことがシーメンスの目標

である。 

 

この戦略はさらに右の 4 つの長期的コア CR 機能に分類されてい

る。同社においても、気候変動対策が一つの CR 機能として重視さ

れていることが注目される。 

 

（2） 重要課題  

シーメンスは毎年「マテリアリティ・ポートフォリオ(重要性ポート

フォリオ)」を作成している。これは企業の主要行動分野のリストであ

る。CR 経営のアジェンダの基盤、具体的 CR プログラム活動目標の

設定に活用されている。 

 

2007 年度のマテリアリティ・ポートフォリオによると、主要行動分

野（右）は、前述の「4 つの中核 CR 機能」と重複している。10 の行動

分野のうち、6 分野が環境または環境影響に関連している。 

 

（3） 運営体制 

CR 活動の責任は、シーメンスの取締役会メンバー8 名が負う。以前は、CR、Fit42010 ともに代表取締

役のみの責任で実施されていた。 

 

CR 部はコーポレートガバナンス、コンプライアンス、気候変動対策、コーポレートシチズンシップに関

する活動をコーディネートし、取締役会に報告する。CR 活動は Fit4 2010 企業戦略の一部であることから、

CR 部は気候変動対策や製品管理等、部局横断的なコーディネートについても責任を負う。さらに、企業

活動における CR 活動を継続的に発展するために、CR 部はすべてのプログラムの実施について、提案

やサポートを行う。 

 

社内の全体的なコーディネーションを簡易化するために、シーメンスは事業横断的な CR 委員会を設

立している。同委員会は CR 部によって運営され、毎月開催される。委員会メンバーは、シチズンシップ、

製造段階における環境保護、製品に関する環境保護、労働安全、人事、購買、統治、IR の代表である。

必要に応じて、他の専門領域の代表が加わる場合もある。 

主要行動分野 

- 腐敗防止／独占禁止(2, 1) 

- 環境ポートフォリオ(3) 

- サプライヤー基準 (2, 3, 4) 

- 環境フットプリント(3) 

- 人権(2, 4) 

- 健康と安全(2, 1) 

- 製品物質管理(2, 3) 

- 教育(4, 3) 

- 災害支援(4) 

- ミレニアム開発目標(4, 3) 

注）括弧内は上記中核 CR 機能

の相当分野を示す 

４つの中核 CR 機能 

1. コーポレートガバナンス 

2. コンプライアンス 

3. 気候変動対策 

4. コーポレートシチズンシップ
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以上から、CR 部は企業戦略の実施及び CR の運営の両方の責任を担っているといえる。 

 

（4） 環境経営 

シーメンスの環境宣言及び環境方針は、単なる法規遵守超えて積極的に環境活動を展開することを

宣言している。 

 

 

 

 

 

 

シーメンスは、1998 年よりこの宣言に基づく環境経営を実践している。同宣言は、自社の企業行動方

針や、環境保護、製品化学物質管理、危険物質管理、放射線安全、火災予防、災害予防に関する具体

的な規制や方針等の社内規則で具体化されている。これらの規則及び方針は、シーメンスが 50%以上の

株を保有する系列会社にも適用される。 

 

（5） 環境マネジメントシステム 

同社は、企業用地、事業部門、及びその他すべての環境影響を生み出す関連事業部は、環境マネジ

メントシステム(EMS)を実施することとしている（2007 年の実施率は 70%にとどまる）。同システムは、国際

的な ISO14001 かあるいは EU の EMAS 基準を満たさなければならない。EMS の監査については、各事

業部が外部監査に基づき認証を得るか、内部監査を行うかの選択が出来ることになっている。2007 年

には、213 事業部が外部認証を受け、6 事業部は内部監査を選んだ。内部監査は外部監査と同質の監

査内容とされている。外部監査を受けた事業部のうち、5 事業部のみ EMAS を選び、他の事業部はすべ

て ISO14001 を選択している。 

 

（6） 加盟イニシアティブ 

シーメンスは各種の CSR イニシアティブに参加あるいは賛同の表明を行っている。 

 

参加組織・内容・サイト 

国連グローバル・コンパクト（The Global Compact） 

2003 年 11 月に署名。 

サイトはエリクソンの項参照。 

トランスペアレンシー・インターナショナル（Transparency International） 

贈賄事件のために脱会せざるを得なかったが、時期をみて再度会員になりたい旨表明している 

http://www.transparency.org/ 

グローバル・リポーティング・イニシアティブ (GRI)の G3(2006 年に改定された GRI ガイドライン第 3 版)に従って

CR レポートを作成。しかしながら、2007 年に GRI に提出されたレポートは、部分的に非開示の情報があり、シー

メンス自身による評価が行われていない。 

[環境宣言] 

「持続可能な開発における環境保護は、天然資源利用の節約を意味する。我々は、資源利用の節約を実

現するために、製品や製造過程の初期段階における環境影響を評価するために努めている。我々の目標

は、規制等で定められた要件以上の環境汚染の回避および 小化である。」 
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G3 に関する日本語情報に関してはサステナビリティフォーラムより入手可能。 

http://www.sustainability-fj.org/gri/g3/index.php 

OECD 多国籍企業ガイドライン（OECD Guidelines for Multinational Enterprises）を遵守する旨を CE レポートで明

記。 

http://www.oecd.org/document/28/0,2340,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html 

 

（7） 社会的評価 

同社の CR 活動及び環境経営に対する主な第 3 者機関からの外部評価も概ね高い。 

ダウ・ジョーンズ・サステイナビリティ・インデックス(DJSI)の欧州版（The European Dow Jones STOXX 

Sustainability Index）において Good または High の評価を受けている。 

カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP)により、2007 年には、産業コングロマリットのカテゴリーで第 1 位

にランクされた。さらに、同じく CDP の 2008 年カーボン・ディスクロージャー・リーダーシップ・インデックス（ファイナ

ンシャルタイムズ紙の企業ランキング FT500 にランクインする企業に気候変動に関する機会、技術、排出、削減

等の状況に関する 10 項目のアンケート調査を行い、「カーボン集約産業」「非カーボン集約産業」のランク付けを

行ったもの）において、カーボン集約産業の高パフォーマンス企業として第 2 位にランクされた。 

 

３-２ 各分野における取組 

（1） 環境目標及びターゲット 

企業の環境行動を改善すべく、2006 年に初めて数値目標を含む環境目標が設定されている。同目標

では 2011 年までの達成目標を下記のように定めている。 

 

 

シーメンスは、2006 年に定められた同目標に対して、一時エネルギー利用の削減（エネルギー効率の

改善）および水消費に関しては継続的な改善がみられると報告している。他方で、CO2 排出削減につい

ては大きな成果にはつながっておらず、廃棄物排出に関しては全く改善がみられていない。  

 

（2） 環境管理情報 

シーメンスは、各事業部の環境影響、EMS の必要性を判断するに際して明確な基準を定めている。こ

れは、以下の通り主に資源消費及び廃棄物の排出量に基づくものである。 

- 一次エネルギー > 5000 GJ 

- 二次エネルギー  > 10000 GJ 

- 廃水   > 5000 m3 

- 廃棄物   > 250 トン 

- 危険廃棄物   > 10 トン 

 

 一時エネルギー利用の 20%削減 

 CO2 排出の 20%削減 

 水消費の 20%削減 

 廃棄物排出の 15%削減 

 EMS の適用対象となる各部門は全て（100%）確実に実施 
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加えて、廃棄物処理施設などの当局の許可が必要な事業施設に関しては自動的に EMS の取得が求

められる。 

 

企業の EMS および環境行動全般に関する情報は、同社独自の環境情報システム「環境技術安全情

報システム(Siemens Environmental and Technical Safety Information System、SESIS)」に記録される。下

記の閾値を超える環境影響を及ぼす事業所及び部門は、各自の環境データを SESIS に提出することが

求められる。 

- 一次エネルギー  > 1000 GJ 

- 二次エネルギー  > 1000 GJ 

- 廃水   > 1500 m3 

- 危険廃棄物  > 1 トン 

- 一般廃棄物  >50 トン 

- 冷媒  > 50 kg 

- 直接的温室効果ガス排出> 1000 トン 

   

EMS と比較した場合、SESIS への報告基準は高く設定されている。これまでのところ、37 カ国の 351 カ

所が報告をしているが、これは従業員数では 73%を占める。 

 

SESIS への環境データ報告要件に当てはまるすべての事業所および事業部門は、2008 年 9 月までに

これを実施することが義務付けられている。 

 

（3） エネルギー効率の向上 

環境ポートフォリオ 

シーメンスは環境及び気候変動の改善に貢献する自社製品およびサービスの数を増やすべく継続的

に取り組んでいる。それぞれの製品毎に「環境技術のブレークスルー」、「エネルギー効率の向上」、「再

生可能エネルギーの利用」を考慮し、環境ポートフォリオを作成している。 

同社の分析によると、近年では、企業利益の 20%が環境ポートフォリオによって生じているという（2006

年時 147 億ユーロ、2007 年時で 169 億ユーロ）。シーメンスは、この環境製品サービス分野において毎

年 10%の販売増の達成を 低目標としている。 

これらの製品の使用により、シーメンスの顧客も、使用時の温室効果ガスを削減することができる。 

実際に製品利用によって、顧客は 8400 万トンの CO2 排出削減が可能との試算が出ている。2011 年ま

でに、これを 2 億 75 万トンに増やすことを目標としている(環境ポートフォリオの詳細については、3-3 を

参照)。  

 

製品の LCA 

シーメンスは、内部基準である SN36350 に基づいた製品開発を行う。同基準は、製品開発者及び技

術者に対し、製品の開発段階において同製品が将来及ぼす環境影響を体系的に評価することを求める

ものである。これは製品の全てのライフサイクルが対象となる。 
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同社は、多くの製品に対し、ライフサイクルアセスメント(LCA)、ライフサイクルスクリーニング、総エネ

ルギー量(Cumulative Energy Demand、CED)の評価を行っている。LCA は ISO14040 に基づき実施される。

CED は、製品の生産、使用、廃棄に必要な主要エネルギー量の総和である。この量は、製品のライフサ

イクル全体でのエネルギー需要を反映するもので、どの段階でエネルギーを消費するかを特定すること

が可能となる。但し、ライフサイクルスクリーニングと LCA の違いについては明らかになっていない。 

 

シーメンスは、上記の 3 ツールを用いた製品評価の実施率を公表している。2007 年には、本来 LCA

が実施すべき部門の総売上分の 56%について LCA を実施しているという。2005 年には、同数値は 39%

であった。一方、同様に LC スクリーニングの実施率は、2005 年が 28%だったが、2007 年には 61%に上

がっている。 

 

環境製品宣言 (Environmental Product Declarations： EPDs) 

シーメンスは、特定の製品についての環境フットプリントを示す環境製品宣言（EPDs）を行っている。こ

の手法は、社内基準 SM36250 に組み込まれており、ISO14021 に基づき開発されたものである。しかし、

シーメンスの全事業部が EPDs を活用しているわけではない。同社 CR 報告書では、2007 年には、全

EPD 関連事業部の中で実際に EPDs を活用した事業部の利益貢献度は 41%としている。 

 

（4） 化学物質管理 

製品の化学物質使用基準 

（1）で述べた通り、シーメンスは、社内基準であるSN36350に則った製品開発を行っている。同基準は、

使用禁止（RoHS指令等）もしくは報告が必要な化学物質をリストアップしている。シーメンスは、経済的も

しくは技術的な理由により代替策がみつからない場合のみそれらの物質使用を認め、それ以外の場合

は使用を禁止するよう取り組んでいる。 

 

RoHS 指令 

シーメンスは、すべての電子製品製造業者は RoHS 指令で定められる 6 種類の物質利用を自主的に

廃止すべきだと主張している。シーメンスでは、同指令では定められていない製品についても、物質使用

の削減を推進している。下記は、法規的には求められていないが、RoHS 指令に準拠する対応を行って

いる事業部門の例である。 

 

ドライブテクノロジー部門 
2006 年 7 月より RoHS 指令に準拠した製品のみを製造。(乗用車用部品に

ついては、以前は、物質使用に関しては RoHS より軽い廃車指令に準拠。)

ビルテクノロジー部門 
2008 年より自主的に RoHS 指令に準拠。 (一般的に建物に使用される電子

製品に関しては、RoHS 指令の例外措置として扱われる。) 

エネルギーオートメーション

事業部 
送配電部門が RoHS 指令に準拠中。 

 

一方、シーメンスは、特定の製品及びアプリケーションについては、RoHS 指令の例外措置の必要が

あることも認めている。たとえば、X 線のリードシーリングやテルル化カドミウム X 線検出器などがこれに
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入るとしている。 

 

（5） リサイクル 

シーメンスの CR 報告書は、電子製品の回収およびリサイクル、 終処理に関する行動計画やプログ

ラム、戦略等については特に言及していない。 

 

３-３ 特徴的活動 

3-2 で述べたように、シーメンスは独自の「環境ポートフォリオ」を作成し、製品の環境パフォーマンス

向上に取り組んでいる。これは取締役会議のイニシアティブにより 2007 年に開始された。環境ポートフォ

リオは、すべての部門が参加し、顧客の温室効果ガス排出及び環境影響を削減できるような製品開発

を先導する役割を果たしている。この意味で、同社は、環境ポートフォリオを企業活動や CR 活動の基盤

としながら、環境対応に終始することなく、「収支上の持続可能性や企業の潜在的成長性・将来性につな

げていくもの」として位置づけている。同社は、以下のトリプル Win によって環境ポートフォリオを定義づ

けている。 

 

 

環境ポートフォリオは、2007 年のエネルギー及び環境配慮プロジェクトで初めて策定された。これは、

事業部横断的かつ企業全体のプロジェクトであった。環境部門や企業コミュニケーション部門のみならず、

すべての部門の参加により進められた。各種排出削減を計算するための特別な手法が開発され、企業

収益および収益増加率が見積もられた。 

 

環境ポートフォリオのデータおよび数値はプライスウォーターハウスクーパースの監査による認証を受

けている。事業部及び部門横断的チームが継続的に環境ポートフォリオを運用しているが、ポートフォリ

オの改良及び強化に関しては担当部門が責任を担っている。 

 

シーメンスの目標は、環境ポートフォリオを活用し、2011年までに2500億ユーロの収益をあげることで

ある。現在、この目標達成のために、毎年約 8500 億ユーロ以上の資金を費やしている。この投資により、

環境ポートフォリオ製品の顧客および利用者の CO2 排出を、2011 年までに 2 億 7500 万トン削減もしく

は回避できる可能性が見込まれている。  

 

 

顧客 - 費用削減（ライフサイクルコスト） 

 - 温室効果ガスフットプリントの削減 

 - 製品およびプロセスの向上 

社会 - 証明されたカーボン排出の削減の証明 

 - 資源の保全 

 - 生活の質の向上 

シーメンス - 環境ソリューションの提供者としての革新的リーダーシップの発揮 

 - 顕著な成長可能性に伴う将来有望な市場 
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表 1 シーメンス環境ポートフォリオの一例 

火力発電 

・ 複合サイクル発電 

・ 新式石炭発電所への切り

替え 

・ 燃料電池 

・ CHP（熱電併給） 

・ 計測制御 

モビリティ 

・ 地下鉄、トラムシステム 

・ 交通管理システム 

・ 駐車スペース管理システム 

・ LED 信号 

・ 機関車 

・ 高速鉄道 

・ 地域間鉄道 

・ 鉄道自動化 

再生可能 

エネルギー 

発電 

・ 風力 

・ 太陽エネルギー 

・ バイオマス 
産業 

ソリューション 

・ 動力システム 

・ 船舶用ディーゼル・電気動力 

・ 鉄鋼業の採掘事業 

・ 製紙業のエネルギー回収・再利

用 

送電 

・ ガス絶縁ケーブル 

・ HVDC 

・ 沖合い送電網構築 

照明 

（子会社

Osram） 

・ 省エネランプ 

・ ハロゲンランプ 

・ LED 

・ 蛍光灯電子安定器 

配電 

・ ガス絶縁開閉器 

・ 電力供給監視 

・ 連続中電圧接続回路 
建築技術 

・ 性能規定型契約 

・ 建物現代化 

・ HVAC コントロールと建物オート

メーションシステム 

環境技術 
・ 空気浄化技術 

・ 水質浄化技術 

IT ソリューショ

ン・サービス 

・ データセンター 

・ シン・クライアント・ネットワーク 

ヘルスケア 

・ SOMATOM Definition （ X 線

CT 装置） 

・ MAGNETOM Avanto（磁気共

鳴診断装置） 

・ MAGNETOM Essenza（磁気共

鳴診断装置） 

・ Refurbished System（再生シ

ステム） 

 

 

出所 シーメンス CR 報告書 2007 

 

４ フィリップス 

 

フィリップス(Royal Philips Electronics)は、オランダに本社を置き、1891 年設立という長い歴史を誇る

電気機器メーカーである。現在は、コンシューマーライフスタイル、ヘルスケア、照明の 3 分野の事業を

展開している。世界 60 カ国以上に 12 万 3,800 人の従業員を擁して活動を展開するグローバル企業であ

る。 

 

４-１ CSR/環境経営戦略 

（1） CSR の基本理念としてのサステイナビリティ 

フィリップスのブランド価値は「センス・アンド・シンプリシティ」である。特に、照明機器に関しては早くか

らエコ製品の切り替えを提唱しており、本業を通じた CSR 活動を展開しているといえる。 

同社の CSR は「サステイナビリティ」という基本理念に基づいて展開されている。サステイナビリティは、

企業の環境、社会、経済行動すべてを含む概念として用いられる。2007 年のサステイナビリティ報告書

において、「サステイナビリティの中心的存在になるというミッションを追求し続ける」とのトップメッセージ

が述べられている。サステイナビリティを企業活動の原動力とする考え方が明確である。主な具体的活
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分野としては、「エネルギー効率向上」と「ヘルスケア」の二つである。 

 

こうした持続可能な企業成長を実現するために、事業活動の焦点、組織、ポジションを見直す戦略プ

ログラム及びマスタープランとして「ビジョン 2010」を策定している。サステイナビリティの三側面は同ビ

ジョンの主要構成要素である。同ビジョンは 2001 年から策定作業が開始され、2007 年に具体的な目標

が定められた。ヘルスケア、照明、コンシューマーライフスタイル部門におけるグローバルリーダーを目

指すとしている。 

 

（2） 運営体制 

サステイナビリティを企業活動の要として取り組む経営方針については取締役会でも確認している。

取り組みの実行は、サステイナビリティ委員会及びコーポレート・サステイナビリティ事務局が管理する。

サステイナビリティ委員会は取締役会に対する諮問機関である。取締役会の役員が委員長となり、企業

の他部門の幹部及び社員の参加で運営される。コーポレート・サステイナビリティ事務局は同委員会が

打ち出す方針の具体的実施面でサポートする。同事務局は、後述のエコビジョン 4（EcoVision4）などの

具体的プログラムを開発・実施する責任を担っている。 

 

（3） 環境経営戦略 

同社の環境に対する取り組みは、複数年計画であるエコビジョンプログラムに基づく。第 1 次プログラ

ムは 1994 年に開始された。現在は、2007 年から 2012 年を実施期間とする第 5 次のエコビジョン 4 が実

施されている。同ビジョンは、主要目標として以下 3 つを設定し、さらに 2008 年のサステイナビリティ経営

アジェンダでは、上記目標を達成するための課題が示されている。 

 

 

（4） 加盟イニシアティブ 

 サステイナビリティを基本理念とする CSR 活動を推進するため、以下のイニシアティブを取り入れ、あ

るいは参加している。 

 

参加組織・内容・サイト 

GRI の G3 報告ガイドラインに基づいたサステイナビリティ報告書作成 

同報告書は、ほとんどの G3 コア指標について言及しているが、GRI レポート適用レベルは B+だとする自己評価

を行っている。例えば、リサイクル物質の使用率、水の排出量、NOx や SOx その他主要大気汚染物質の排出量

について報告していない。フィリップスは、マテリアリティ（重要性）、ステークホルダーの巻き込み、完結性の 3 点

目標 

・ 2012 年までに、全収益の約 30%はグリーンプロダクツからの売上とする（2006 年比で 15%増） 

・ 2012 年までにグリーンイノベーションへの投資を倍増し、10 億ユーロとする 

・ 2010 年までに企業活動のエネルギー効率を 25%向上する 

目標達成のための課題 

・ 照明部門の経験を生かし、ヘルスケア及び消費者ライフスタイル部門のエネルギー効率、グ

リーン製品アプローチを強化する 

・ 全サプライチェーンに対しエレクトロニック産業行動規範（下記参照）を遵守させる 

・ 従業員のエネルギー効率及びカーボンフットプリントに対する意識を高める 
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で更なる努力を行うとしている。 

サイトはシーメンスの項参照 

エレクトロニック産業の行動原則(The Electronic Industry Code of Conduct, EICC) 

全サプライチェーンに対するサステイナビリティ改善のための基本行動原則の策定及び適用を推進。例えば、

フィリップスは EICC 基準に則った独自の「サステイナビリティに関するサプライヤー宣言」を行い、1000 ユーロ以

上の取引を持つ全サプライヤーに対し宣言への署名と順守を求めている。これは購買契約の一部とされ、EICC

監査プロファイルを用いた全サプライヤーに対する監査が行われる。 

http://www.eicc.info/code.html  

国連グローバル・コンパクト 

「気候に優しく：ビジネスリーダーシップ綱領(Caring for climate change: the business leadership platform)  

年次報告書で具体的取り組みについて説明。 

ビジネスリーダーシップ綱領は 2007 年 7 月に国連の潘基文（パン・ギムン）事務総長を議長として開催された国

連グローバル・コンパクト・リーダーズ・サミットで呼びかけられたイニシアティブ。結果のサマリーについては Web

サイトを参照。 

http://www.unic.or.jp/globalcomp/news/071016.htm 

国際自然保護連合(International Union for Conservation of Nature、IUCN) 

IUCN は、国連総会の公式なオブザーバー機関で、各国政府、UN 機関、G8 や G77 に対して政策アドバイス及び

テクニカルサポートを提供。83 カ国、110 政府機関、800 の NGO、180 以上の国々の科学者の協力により活動を

展開している。 

http://www.iucn.org/  

持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD) 

特に「建物に関するエネルギー効率向上イニシアティブ」で積極的に活動。同社は、WBCSD と世界資源機構

（World Resources Institute, WRI)が共同開発した、企業活動にけるカーボンフットプリントを計測する際の基準

「温室効果ガスプロトコル」を 2007 年に適用した。 

サイトはノキアの項参照。 

経済競争力及び社会変革のためのリスボンカウンシル(The Lisbon Council for Economic Competitiveness and 

Social Renewal)  

特に、21 世紀の持続可能なビジネスモデルを推進する公共政策の実現を目指す気候変動行動グループを牽引

している。 

リスボンカウンシルは欧州の経済競争力強化政策提言のためのシンクタンクであり、政策ネットワークでもある。 

http://www.lisboncouncil.net/index.php  

国連 StEP イニシアティブ(Solving the E-waste Problem, StEP) 

設立メンバーとして参加。廃電気・電子製品マネジメント及び製品回収及びリサイクル問題の解決に取り組んで

いる。 

サイトはノキアの項参照。 

 

（5） 社会的評価 

また、同社に対する第 3 者機関による外部評価も高い。 

ダウ・ジョーンズ・サステイナビリティ・インデックス(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)に、2000 年以降継続的



 52

に含まれている。環境面のパフォーマンスは、2003 年の 73%から 2007 年の 90%へと改善。 

持続可能なアセットマネジメント(Sustainable Asset Management, SAM) 25で、2008 年 2009 年と連続ゴールドクラス

ワールドリーダーの評価を獲得。SAM によれば「フィリップスは同産業の平均以上のスコアに到達している」。 

FTSE4 Good インデックスでも 2007 年には上位 40 社に入り評価されている。 

オランダの上場企業を対象とした責任あるサプライチェーンマネジメント賞26を 2007 年 2008 年と 2 年連続受賞。

同社が実施した「危険にさらされている」サプライヤーの事業所調査とその結果に基づく監査、改善プログラムが

評価されたものである。 

 

なお、フィリップスの 2007 年サステイナビリティ報告書は外部認証を受けて 10 回目の発行となる。報

告書の監査は、KPMG が行い、情報が不正なく報告されていることが保証されている。監査の結果、フィ

リップスが現在取り組みを進めている事業活動に伴うカーボンフットプリントについての更なる情報開示

が求められた。 

 

 

４-２ 各分野における取組 

 

フィリップスは、1994 年のエコビジョンプログラム開始以来、環境経営あるいは環境分野の CSR 活動

の先駆者となることを宣言してきた。これを実現するため、同社は環境影響を改善する各種の具体的な

取り組み目標を設定している。 

 

1998 年のグリーンプロダクトプログラム開始によるエコデザインプロセスの導入はそうした取り組みの

ひとつである。開始当初は、グリーンフラッグシッププロダクトと呼ばれ、トップレベルのエコデザイン製品

のみがグリーンフラッグシップ認証を受ける制度だった。しかしながら、より多くの製品が認証を取得する

ようになるにつれて、プログラムは現在のグリーンプロダクトプログラムへと発展した。現在、このグリー

ンプロダクト目標は、エコビジョン 4 における 3 目標のひとつ「2012 年までに、全収益の約 30%はグリーン

製品からの売上とする」に掲げられている。他の 2 つの目標も含め、エコビジョン 4 はフィリップスの環境

活動推進の基盤となっている。 

 

エコデザインの取り組みは、下記 6 分野に渡る。 

 

 

製品ごとの環境優良度は、ライフサイクルアセスメントにより計算され、結果はエコインディケーターと

                                                  
25 DJSI のリーダー企業を特定する意義を持つ。 
26 アムステルダム証券取引所 AEX に上場する 31 の多国籍企業を対象に、持続可能な開発のための投資家連盟

（VBDO）が実施する調査に基づいて受賞社を決める。 

・エネルギー効率性 ・包装 

・有害物質(放射線安全)  ・重量 

・リサイクル及び廃棄 ・製品寿命までの信頼性
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いう指標で示される。特定の製品デザインが、他の製品や競合製品に比べて、上記 6 項目の合計で 10%

以上上回った場合、その製品は優良であるとみなされる。 

 

同社がエコビジョンなどで も重視する環境分野の取り組み内容は、以下の通り （1）エネルギー効

率の向上、（2）化学物質管理、（3）製品回収及びリサイクル、の 3 つである。 

 

（1） エネルギー効率の向上 

 エネルギー効率は、照明製品のグローバルリーダーであると自負する同社が特に力を入れて取り組ん

できた分野である。同製品の市場シェアに関係なく、規制要件を越える新たな製品を開発する取り組み

を進めてきた。省エネルギー蛍光灯を 1980 年代に発明し、その後、過剰な熱を放出し極めてエネルギー

非効率的な白熱電球を省エネ蛍光灯に置き換えた。EU による白熱電球の段階的使用禁止規制が 2009

年 3 月に採択されたことを考えると、同社の取り組みの先進性は明白である。 

 

 同社が世界市場に対して与える影響力は大きい。照明に関しては、世界市場で 19%のシェアを占める。

フィリップス製以外の製品の多くは、未だ 1 世紀以上遅れた技術を用いた白熱電球である。白熱電球で

発光に使用されるエネルギーはたった 5%であり、残りの 95%のエネルギーは熱の放出で浪費される。な

お、白熱電球使用の 75%はオフィス等で、25%は家庭で使われている。 

 

 このため、フィリップスは規制水準を高める行動も起こしている。EU 内では、2006 年 12 月に、白熱電球

の使用を廃止し、2016 年までに市場から排除する規制を政府が採択するよう呼び掛けた。アメリカでは、

議員及び 5 つの環境団体とともに「照明効率連盟(Lighting Efficiency Coalition)」に参加している。同連盟

は 2006 年 12 月に政府に対して呼びかけを行っている。フィリップスは他にも、リスボンカウンシルや

IUCN を通して、同様の問題提起を行っている。 

  

 また、同社は 2007 年 7 月の「ライブ・アース・コンサート」のスポンサー及びパートナーとなり、「シンプ

ル・スイッチ(A simple switch)」キャンペーンを展開した。27ウェブサイトなどで広く消費者に対し電球を交

換するように促したのである。同キャンペーンの結果、2007 年末までに、約 340 万人の消費者が電球を

交換したと言われている。 

 

 家庭の電球交換と同時に、フィリップスは家庭外の照明、たとえば都市照明、街灯、オフィスやビル照

明等に対する様々なキャンペーンにも参加している。既述の通り、WBCSD の建物のエネルギー効率向

上プロジェクトにも積極参加し、クリントン財団の 40 の大都市を対象とした気候イニシアティブ(Clinton 

Climate Initiative)28及び世界グリーンビルディングカウンシル(the World Green Building Council)29との

パートナーシップでキャンペーンを展開している。 

  

 同社は、省エネルギー蛍光灯だけでなく、エネルギー効率の高い照明を普及させるためのその他のソ

                                                  
27 キャンペーンの詳細は以下を参照。www.asimpleswitch.com  
28 http://www.clintonfoundation.org/what-we-do/clinton-climate-initiative/  
29 http://www.worldgbc.org/  
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リューションも展開している。 

- コスモポリスストリートライティングシステム(50%のエネルギー削減) 

- 店舗照明でのセラミックメタルハライドランプの使用 (86% 削減) 

- オフィス照明での TL5 lamp の使用 (61% 削減) 

- 家庭用照明でのハロゲンエネルギー使用(30%削減) 

- 発光ダイオード (LED)の使用( 80%削減) 

 

LED は、半導体ランプとしても知られており、寿命が長く、不要な熱を排出しない製品である。LED の

次の段階として製品開発が進められているのは有機 LED（OLED）である。フィリップスは、OLED は全て

の照明目的で活用できる段階ではいないと述べているが、装飾用としては使用可能だとしている。 

 

同社によるその他の製品分野のエネルギー効率向上の主な取り組み事例は下記の通り。 

- 2008 年の 42 インチ HD LCD TV はエネルギー消費効率の 高クラスを受賞 

- Sonicare FlexCare 充電式歯ブラシはスタンバイ時のエネルギー使用が 高クラス 

- Cineos SoundBar DVD Home Theather は他社製品に比べて 73%のエネルギー効率性 

 

これらの製品は、EU のエコデザイン基準を満たしているのはもちろんのこと、規制要件以上のエネル

ギー効率性を達成している。 

 

（2） 製品の化学物質管理 

 化学物質管理に関しては、基本的に予防原則で対応している。予防原則は、1992 年に環境と開発に

関するリオ会議(地球サミット)において、そして EU の各種政策を導く EU 条約の原則として定められてい

る。予防原則に則ると、仮に環境破壊による健康被害やその兆候や疑いがあるが特定の科学的証拠が

見つからない場合でも、予防措置を施し被害を防がなければならない。フィリップスは予防原則を「治療

よりも予防を」と解釈し、既存の規制内容を超える化学物質管理を実施している。 

PVC 

包装の PVC を既に 1990 年代半ばに禁止している。既存の規制では、 包装については PVC

使用禁止規定が設けられていない。ケーブルなどの製品で PVC 使用をできる限り制限できる

よう調査をしている段階である。 

臭素化難燃剤

(BFR) 

RoHS 指令が禁止する PBB 及び PBDE の 2 種類に加えて他の BFR も使用を禁止しており、

フラットテレビスクリーン等は完全に BFR フリーである。 

RoHS 指令 

水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、PBB および PBDE の使用を禁止する RoHS 指令は EU 市

場及びその他の数市場にのみ適用される。しかし、同社はこれらの化学物質禁止を世界中の

市場に対して適用している。加えて、現時点では RoHS 指令が適用されない医療機器に関し

ても、できる限り同指令の使用禁止物質の使用を制限している。 

ヒ素 
2008年には、テレビガラス及びディスプレイにおけるヒ素の使用禁止を決定した。EUレベルの

規制では、EEE に対するヒ素の使用制限は定められていない。 

フタル酸 2010 年末以降は、新たな生活消費製品におけるフタル酸を使用しないと決めている。EU 規

制は幼児用玩具における6種のフタル酸使用を禁止しているが、他の製品に関する使用は規
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定していない。 

アンチモン 
2010 年末以降の新たな生活消費製品におけるアンチモンの使用停止を決定している。EU 規

制は、アンチモンの使用について特に規定していない。 

その他 

ベリリウム、臭化メチル、ニッケル、フェノール、ポリクロロナフタレン 

EU 規制で使用禁止が制定されていないにもかかわらず、フィリップスは特定製品におけるこ

れらの物質の使用を制限している。 

 

化学物質管理方針の実施のために、数種類のリストが作成されている。たとえば、製品中の使用が

禁止されている化学物質のリスト、製品の製造過程で使用が禁止されている物質のリスト等である。リス

トはサプライヤーとの購買契約の一部となっている。さらに、フィリップスは、「関連物質」リストも作成して

いる。これは、制限はされていないものの、特定の閾値を超える場合は報告する義務のある化学物質の

リストである。たとえば、ビスフェノール A 型、ビスマス、HBCDD 及びリン系難燃剤などがあげられる。但

し、同リストが購買契約に含まれているかについては明確になっていない。 

 

（3） 製品回収及びリサイクル 

フィリップスは、製品の回収及びリサイクルに対する取り組みを 1990 年代半ばに開始している。ヨー

ロッパで 初の WEEE 提案が行われる数年前のことであり、先駆的な取り組みだったといえる。同社は、

「Apparaour」プロジェクトから開始した。まずは、本社のあるオランダのみのローカルなプロジェクトだった

が、製品回収、解体及びリサイクルの機会と課題を明らかにすることを目標とした。 

 

製品開発段階では、リサイクルしやすいデザインをエコデザインのプロセスに取り入れている。リサイ

クルしやすいデザインとは、製品の解体及びリサイクルを簡素化し、コストを削減するという考え方に基

づく。これは WEEE 指令にも含まれる考え方だが、実際に適用するのは非常に難しいことが指摘されて

いる。 

 

同社の回収・リサイクル活動は、環境 NGO のグリーンピースからは批判的評価を受けてきた。30一部

の活動は 低評価をうけたが、グリーンピースはその理由を以下のように解説している。 

- インド、ロシア、アルゼンチン、タイでは、製品回収プログラムを実施していない。 

- 個別生産者責任(IPR)に反している。IPR は生産者に対して個別ブランドの製品回収及びリサイクル

に対する財政的責任を課す。生産者に対し、コスト削減のためにリサイクルしやすいデザインの開

発を進める刺激剤を提供しようとするものである。 

 

 特に、後者については、フィリップス製テレビが中古テレビとしてナイジェリアに輸出され、廃家電として

ヨーロッパの基準以下の処理がなされていることも取り上げられ、グリーンピースは同社に対し IPR を表

明することを強く求めてきた。その結果、2009 年 3 月、フィリップスは消費者に対して固定リサイクル費用

                                                  
30 グリーンピースのキャンペーンについては下記を参照。 

http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up 
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を負担させるのをやめ、自らリサイクルの全コストを負担するとともに、IPR に完全に合意すると表明する

に至った。 

 

４-３特徴的な活動 

 2007 年に初めて企業活動のカーボンフットプリントの計測を行った。これは、グリーンハウスガスプロト

コルの手法及び基準に従って実施された。同プロトコルは、WBCSD および世界資源機構が開発した手

法である。31 

今回は、直接影響を及ぼす以下の部門のみが計測範囲となった。 

- 製造及び非製造施設からの直接排出 

- 電力購入からの間接排出 

- 出張や輸送などから直接影響を及ぼす間接排出 

他方、計測対象とならなかったのは、間接影響を及ぼす以下の分野である。 

- 購入した原材料の製造段階での排出及び、アウトソーシングした製造及びサービス 

- 製品使用段階の排出 

 

計測の結果、同社の企業活動のカーボンフットプリントは 235 万トン CO2 だった（内訳表 1 参照）。同

社は、今回の計測結果を単なる研究目的にとどめず、下記の通り、企業活動のフットプリントを削減する

ための具体的な計画策定に活かすこととしている。 

 

表 1 2007 年企業活動のカーボンフットプリントと今後の対策 

部門 CO2 排出量（トン） 対策 

製造部門 103 万 エコビジョン 3 及び 4 を活用して CO2 削減を推進

非製造部門 23 万 照明システムに焦点をあてて取り組む 

出張 
27 万

(自動車 10 万, 飛行機 17 万)
ビデオ会議の開催、低炭素自動車の活用を推進

物流部門 
82 万トン

(空運 36 万, 陸運 29 万, 海運 17 万)
も低炭素な手段を選択 

 

また、フィリップスは、今回のカーボンフットプリントの計測では特にデータ収集が難しく、今後はデータ

の収集及び計算の精度を高めることが必要だとしている。尚、計測対象外となった製品使用段階での排

出にも注目している。特に照明製品の使用からは 3 億トンの CO2 が排出され、多大な影響を及ぼすとさ

れているからである。製品の使用段階に比べた場合、企業活動のフットプリントは 1%にも満たない。これ

を踏まえ、フィリップスは、先述のグリーンプロダクトプログラムに力を入れることとしている。 

  

                                                  
31 http://www.ghgprotocol.org  
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５ フォルクスワーゲン 

 

フォルクスワーゲン(Volkswagen AG, 以下 VW)は、ドイツに本社を置くヨーロッパ 大の自動車メー

カーである。ヨーロッパの 12 カ国、アジア、アフリカ、アメリカの 6 カ国に 44 の自動車および自動車部品

生産工場を保有している。2005 年から 2007 年の平均で、32 万 5 千人の従業員が 1 日約 2 万 4500 台

の自動車を製造している。販売拠点は 150 カ国以上に存在する。2007 年 1 月以降、フォルクスワーゲン、

アウディ、ベントレー、ブガッティ、ランボルギーニ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン商用車の 8 ブラ

ンドを保有し、100 種以上の乗用車及び商用車を販売している。 

 

５-１ CSR/環境経営ビジョン及び戦略 

（1） CSR 活動の基本理念 

VW の活動理念は 2003 年に策定された「グループ戦略 2018」に明記されている。これは、2018 年まで

のグローバルな課題に取り組む際の指針とすべく、以下の 7 項目のグループバリューを定めたものであ

る。 

図 1 VW 社の 7 つのグループバリュー 

 

出所：VW 社サステイナビリティ報告書 2007/2008 

 

これらのグループバリューから成るグループ戦略 2018 は、市場における持続的な成功を目指す VW

の経営方針を実現する戦略である。サステイナビリティは、7 つのバリューの 1 つに入っており、同社の

企業価値の一つとして明確に位置付けられている。サステイナビリティは同戦略における一つのキー

ワードであり、従業員がグループの長期目標を念頭に置きながら日常業務に取り組む原則ともなってい

る。同社によれば、「すべての従業員はビジネスの長期的視点での成功を、経済、環境、社会のさまざま

な要請とのバランスの中で達成していく責任を担っている」。 

 

グループ戦略は、未来に向けた多様な課題を考慮したシナリオ分析、市場分析を行って策定された。

具体的には、社会の年齢構成、都市化、環境関連法や資源の枯渇予測、モビリティ分析、エネルギー供

給、通貨リスクなど今後想定される主要ファクターの動きに基づくグローバルシナリオである。 

  

（2） 重点課題 
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VW は特に、気候変動が生み出す機会とリスクに注目し、環境保全の推進を目的としたプロジェクトと

対策に取り組んでいる。この取り組みは、製品や製品に取り入れられる技術に関連する内容もあれば、

グループ内のプロセスと組織構造に深く関係するものもある(詳細は 5-2.を参照)。 

 

（3） 運営体制 

 VW は 2006 年に CSR とサステイナビリティのコーディネート事務局を設置した。同社のサステイナビリ

ティに関するプロファイルを向上させるためである。事務局は、グループ全体の CSR 及びサステイナビリ

ティ活動の戦略を策定し、 適化する責任を担う。この一環で、部局横断的に集めたスペシャリストから

構成される CSR プロジェクトチームが設立された。同チームは、ステークホルダーダイアログにかかわる

とともに、企業情報、評価、ランキング等に関する情報を準備し対策を行う。また、法務、マーケティング、

財務、調達等各部門の意志決定者から成る CSR 運営グループに対する活動報告も行う。 

 

グループ全体の環境への取り組みは、VW 環境運営グループを通して実施されている。同グループは、

本社及びすべてのブランド、生産拠点からの代表で構成されている。環境戦略や環境目標に関する意

志決定は、環境レーダー(探知)チームによって行われる。同チームは環境早期警告システムとして機能

する。市場や技術だけでなく、医療、化学、法律、政策等に関しても調査を行い、できるだけ早い段階で

新たな可能性や脅威を認識するシステムである。 

 

（4） 各種 CSR イニシアティブへの参加 

VW は主な CSR 関係機関やイニシアティブに参加している。 

参加組織・内容・サイト 

国連グローバル・コンパクト 

10 原則に対応する具体的な活動を行う。またドイツ・グローバル・コンパクトの友(German Friends of the Global 

Compact)のメンバーともなっている。 

サイトはエリクソンの項参照 

CSR ヨーロッパ 

有力メンバーとして、特にサプライチェーンマネジメントの推進プロジェクトに積極的に参加。 

CSR ヨーロッパは 1995 年に設立されたヨーロッパ企業間のサステイナビリティ連携プログラム。75 の多国籍企

業が参加しており、各企業の CSR 活動推進をサポートしている。http://www.csreurope.org/  

ILO(国際労働機構)の中核的労働基準遵守。 

http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/declaration.htm 

多国籍企業 OECD ガイドラインの遵守を明記。 

サイトはシーメンスの項参照。 

持続可能な開発のための世界経済人会議 (WBCSD) に 1995 年より参加。 

サイトはノキアの項参照。 

国際商工会議所 (ICC)に 1991 年から会員。 

http://www.iccwbo.org/ 

GRI G3 ガイドラインに従って、サステイナビリティ報告書を作成。 
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2007/2008 報告書は GRI から A＋の 高評価を得ている。しかし、まだ取組の報告がされていない分野もある。

たとえば、リサイクルされた物質の使用、CO2 以外の温室効果ガス排出、オゾン層破壊物質の排出などについ

ては報告されていない。GRI 自動車部門の補足文書の要求事項については 2004 年から順守している。 

サイトはシーメンスの項参照 

生物多様性保護綱領を、気候変動対策とともには 21 世紀 大の課題であると捉えて採択。 

気候変動と生物種の保護は強く関連しており、双方に関する取組が重要であると考えている。具体的には、絶

滅危惧種の保護や研究、教育、研修等の方法で取り組みが進められている。たとえば、製造工場近辺の絶滅危

惧種の存在に関しては特殊なアセスメントが行われる。GRI の生物多様性パフォーマンス指標に関しては VW の

サステイナビリティ報告書で言及されている。（しかし、2007/2008 年報告書では完全な報告には至っていない） 

http://www.cbd.int/convention/convention.shtml 

 

（5） 社会的評価 

VW の環境分野の取り組みは、以下の通り第三者機関による外部評価も高い。 

ダウ・ジョーンズ・サステイナビリティ・インデックス(DJSI)から 2007 年に選定された。効率性の高いディーゼル技

術、 動力伝動装置(ドライブトレイン)と燃料戦略、サプライヤーマネジメント及び社会マネジメントが高く評価。 

FTSE4Good 指標の環境リーダーヨーロッパ 40 指標、グローバル指標、ヨーロッパ指標に選ばれた。 

エティベル・サステイナビリティ指標(The Ethibel Sustainability Index, ESI) 32により、エシブル・エクセレンス・ヨー

ロッパ指標及びエクセレンス・グローバル指標に選定。 

アドバンス・サステイナブル・パフォーマンス指標(Advanced Sustainable Performance Index, ASPI)33.が選定した

120 社のうちの一社に選定。 

パシフィック・サステイナビリティ・インデックス(Pacific Sustainability Index, PSI)34では、2006 年に自動車及び自動

車部品部門で第 2 位に上がった。 

 

（6） その他認証及び受賞 

コーポレート・レジスター35で、2008 年初めにオンライン報告賞を受賞した。VW のサステイナビリティレポート

2007/2008 は、40 カ国 39 の産業部門から集まった 300 の報告書中 7 位を受賞した。 

ドイツのフューチャー協会(future e.V)と環境経済研究所(IÖW)が実施したドイツ 150 社を対象としたサステイナビリ

ティ報告書 2007 年度版の評価では、トップ 10 に入っている。自動車メーカーとしては 高の評価である。 

ワールド・グリーン・カーズ 200836で、「Passat（パサート） BlueMotion」がトップ 3 に選定された。 

                                                  
32 ESI はベルギーで開発された指標で、ヨーロッパ及びグローバルで倫理的投資を推進している。指標はスタンダード・ア

ンド・プアーズとの契約により、管理されている。ESI に関しては以下を参照。 

http://www.ethibel.org/subs_e/4_index/main.html  
33 ASPI はフランスのサステイナブル投資会社である Vigeo グループにより運営されてい指標である。ASPI の詳細につい

ては以下を参照。 http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/en/nos-produits-isr/indice-aspi/indice-aspi.html  
34 PSI は、カリフォルニアのクレアモントにあるクレアモント・マッケナ・カレッジのロバーツ環境センターにより運営されてい

る。同センターは、ジョージ・ロバーツがコールバーグ・クラビス・ロバーツとのパートナーのもとに設立した研究所である。

PSI については以下を参照。http://www.roberts.cmc.edu/psi/whatthescoresmean.asp  
35 コーポレート・レジスターは、世界の企業の CSR、サステイナビリティ、環境報告書を集めた 大のデータベースである。

受賞投票はオンラインで行われ、2 万人の登録者によって決められる。 

 コーポレート・レジスターについては下記を参照。http://www.corporateregister.com/  
36 受賞は 24 カ国の報道関係者の審査により決定され、ニューヨーク・インターナショナル・オートショーで発表された。 
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ドイツ交通環境協会が 2006 年に実施した 350 以上の自動車に対する評価において、「Polo(ポロ) BlueMotion」は

7 位の評価を受けた。 

エコ・トレンド・インスティチュート(Öko Trend Institut)より、2007 年 4 月、Golf 1.4 TSI が自動車環境認証を受賞し

た。 

 

５-２ 各分野における取組 

VW は、すべての製造過程に携わる従業員が適切な環境保全基準を順守するようなマネジメントシス

テムを構築してきた。1971 年には環境部門を社内に設置し、1995 年には自動車メーカーとしては初めて

となる、以下のような社内環境方針を策定した。 

- 個人のモビリティの安全のための製品開発を行う 

- 環境と調和し、天然資源の保全につながる製品開発を行う 

- 製品の全ライフサイクルにおいて環境に調和しなければならない 

- VW の従業員は環境方針に従う義務がある。環境方針に則った企業活動を行うために、従業員は定

められた規定や規制を順守しなければならない。 

 

ヨハネスブルグサミットが開催された 2002 年には、VW は「サステイナビリティ・モデル」を打ち出した。

冒頭の宣言文は広範囲の環境保全が VW グループのグローバル競争力を強めるとしている。ドイツで生

まれ、ヨーロッパの価値観を持ち、地球への責任を持つ企業として、世界中で 先端の技術を広めてい

くことを目標に掲げている。 

 

「サステイナビリティ・モデル」は企業の環境基準および原則のベースとして用いられている。製造に対

しては①環境基準が、製品に対しては②環境原則が適用される。 

 

① 製造工場に関する環境基準 

環境マネジメントシステム 

すべての製造施設で製造初期段階から実施し、ISO14001 もしくは EMAS を取

得することが目標である。ドイツ国内の施設はすべて EMAS を取得済みで、国

外施設に関しても ISO14001 を取得済み若しくは取得中にある。 

物流 
できる限り、鉄道や船など低炭素排出の物流手段を選択する。これは難しい課

題を伴なうが、徐々に移行させることとしている。 

有害物質 

原則として有害物質の使用禁止を明言し、より安全な代替物質が見つからな

い場合は考慮するとしている。使用禁止とする更なる化学物質の名前を上げて

いるが、既に EU 規制で使用を制限する対象となりつつある物質が含まれる。

アスベスト、PCB、CFC などがそれである。 

持続可能な水利用 - 

冷媒 カーエアコン等での環境破壊を伴う冷媒の使用禁止 

再利用可能な包装 - 

PVC 製造過程及び製品での PVC 使用の禁止 
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② 製品に関する環境原則 

 

 

以下では、VW による環境に対する取り組みを製品及び製造過程に分類して概観する。 

 

（1） 製品における環境パフォーマンス 

自動車メーカーによる製品のエネルギー効率改善への取り組みは、自動車の燃費向上および排出削

減の問題である。VW のこの分野での取り組みのモットーは「変化ではなく進化」であり、長期的には化石

燃料を使用せず、カーボンニュートラルなモビリティの実現を目標としている。それまでの間は、既存のイ

ンフラによる供給が可能で、現在市場に出ている自動車でも使用可能な第二世代バイオ燃料の製造や

燃料資源の効率的な利用に取り組んでいる。具体的なアプローチは 1) 直噴ディーゼルエンジン、2) 直

噴ガソリンエンジン、3) 軽量自動車設計、4) 天然ガス自動車、5) ハイブリッドシステム、6) 代替燃料、

7) 代替パワートレイン、8) パワートレイン電動化 (水素及びバッテリー)に分かれる。 

 

1) 直噴ディーゼルエンジン 

VW は TDI と呼ばれる直噴ディーゼルエンジンを 1980 年代末から市場に導入している。現行の

TDI エンジンの CO2 排出量は、従来型のガソリンエンジンと比較して 20～25%低い（容積比）。 

2) 直噴ガソリンエンジン 

2000 年からはガソリンエンジンにも FSI の名で直噴技術を導入し、燃費を 大で 10%改善してい

る。さらに 2005 年に導入された TFSI または TSI と呼ばれるツインチャージャー直噴ガソリンエン

ジンはさらに燃費を 10%改善し、 も厳しい排ガス基準をクリアし、同時に極めて耐用年数が長い

という利点を持つ。 

3) 軽量自動車設計 

グループブランドの中でも特にアウディは、アルミニウムベースの軽量設計分野ではパイオニアで

あり、技術的に先行している。アウディではすでに 1994 年からアルミニウムのスペースフレーム技

術を導入した量産を行っている。その後、アルミニウム使用にとどまらず、さまざまな軽量材料の

使用を進めた。一例として繊維強化複合材の使用を拡大し、ボディシェルは約 43%軽量化に成功

した。 

このプロセスでは、LCA が用いられている。パサート B6 の開発段階で軽量設計をする際に、新し

い形状硬化構成部品の使用に伴う環境および経済的な利点が検証された。製造時の形状硬化

プロセスによる CO2 排出は従来と比較して一台当たり 22kg 増となる。他方、構成部品の強度が

増すことでスチール使用量の削減が可能となり、ボディ重量が約 20kg 削減される。この結果、燃

費は確実に改善できることが明らかとなった。 

4) 天然ガス自動車 

VW は天然ガス車を過渡期の解決策として考えている。天然ガスでもガソリンでも走行が可能な

 温室効果ガス排出の削減 

 燃料使用の削減 

 再利用する可能性を 大化 

 再生可能及び二次原材料の使用 
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「ゴルフヴァリアントバイオフューエル」は、天然ガスモードでの走行では、ガソリンエンジンと比較

して CO2 排出量が 25%、CO 排出量が 75%、NOx 排出量は 70%少ない。しかし、天然ガスの充填設

備が整っていないなどの問題がある。 

これに対し、LPG 車の CO2 排出量は同等のガソリンエンジン車と比較して 大で 15%低い。LPG

に関しては、現在、供給インフラが天然ガスより整備されており、ドイツ国内で 2,300 箇所の充填ス

テーションが存在する。 

5) ハイブリッドシステム 

2007 年にハイブリッド・プロトタイプを発表した。実際の市販モデルは 2009 年から量産化したいと

している。 

6) 代替燃料 

カーボンニュートラルなパーソナルモビリティを目指すうえで、合成燃料は重要な役割を果たすと

考え、特に第二世代バイオ燃料に注目している。第二世代バイオ燃料は、植物やわらなどの各種

バイオマス残渣からつくり出されるため、食料生産との競合もの恐れはない。しかし、第二世代バ

イオ燃料は商品化の前段階にある。VW が開発中のサンフューエルは、ほぼ完全に CO2 ニュート

ラルで、温室ガスの排出を 大 90%削減する。さらに、完全にサルファーフリー、そして無臭のまま

で燃焼することも特徴である。  

VWは1970年代にブラジルでエタノールエンジン車を販売した 初のメーカーの一つである。2003

年 3 月にはガソリンとアルコールを混合して走行できる車両を導入した。現在この技術の市場占

有率は、ブラジル国内で 80%を超えている。 

また、バイオ燃料の開発や普及促進のためのアライアンスあるいは研究プロジェクトに参加して

いる。たとえば、欧州では、他の自動車メーカーやバイオテック企業および石油会社と密接に連

携して合成燃料の開発を進めている。急速に成長する木材からのバイオマスロジェクトも行って

いる。 

7) 代替パワートレイン 

2015 年頃から、低排出ガスのガソリンエンジンと低燃費のディーゼルエンジンを組み合わせる複

合燃焼システム（CCS）技術を実用化できると見込んでいる。CCS 技術は、サンフューエルを燃料

とすることから、石油に依存しないカーボン・ニュートラルなモビリティ社会のカギを握る技術にな

るとみている。 

8) パワートレイン電動化 

長期的にパワートレインの電動化が目標である。既に 1993 年には、限定生産ながらバッテリー駆

動のゴルフを市場に導入した実績がある。電動化に向けて課題となるのは、バッテリー技術及び

高エネルギーバッテリーの開発である。リチウムイオン電池の他、水素/燃料電池の開発も推進し

ていくこととしている。ゼロ・エミッション技術に関する研究開発は、出力、性能、エネルギー効率に

焦点を当てて行っている。但し、燃料電池自動車については 2020 年までは量産化には至らない

と想定し、第一段階として、電気自動車のレンジエクステンダーとして搭載し、バッテリーを燃料電

池により車上で再充電可能にする方式を目指している。 

2007/2008 年の同社投入モデルの燃料効率を見る限り、欧州自動車業界として EU と自主合意を

行って取り決めた目標を上回るレベルの効率改善を行っているといえる。具体的に、54 モデルで

CO2 排出量を 140 g/km 以下に抑えている。さらに、このうち 11 モデルはヴッパータール・エコ・ト

レンド・インスティチュートの環境自動車認証を受けた「Polo(ポロ) BlueMotion」で、CO２排出量は

僅か 99 g/kg である。EU は、2008 年 12 月、今後欧州市場で販売される自動車に対する新たな

CO2 削減義務規制を採択したが、ドイツメーカーの中では唯一達成可能なメーカーとみられてい

る。自動車専門の市場調査機関 JD パワーも、2006 年に、VW はアメリカで も環境配慮型の自
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動車メーカーだと評価している。 

 

（2） 製造に関する環境パフォーマンス 

VW は、製造過程の環境影響及び環境保全に対する取り組みを、主に 1) 水と廃水、2) 大気、3) エ

ネルギー、4) 廃棄物、5) 物流 の分野で行っている。 

  

1) 水と廃水 

自動車産業の製造プロセスでは、多量の水を消費するため、水の消費削減に取り組んでいる。例

えば、工場では、特に水循環システムの広範な使用、雨水およびプロセス水の使用に投資を行っ

ている。様々な取り組みにより、グループで使用される自動車一台当たりの生産にかかる水の量

は、2002 年の 6.9 ㎥から 2006 年には 5.5 ㎥にまで削減することに成功した。 

2) 大気 

自動車製造時に発生する主要な大気汚染物質の一つが揮発性有機化合物（VOC）である。VOC

は主に塗装作業で使用される溶剤から発生する。従って、水性塗料の使用により、塗装プロセス

全体の溶剤使用頻度の低減に取り組んでいる。これにより、自動車 1 台当たりの排出量は、2005

年の 3.24kg から 3.14kg に削減された。 

3) エネルギー 

PassatBlueMotion (パサート)に対する LCA の結果、同車種の製造段階のエネルギー消費は、ラ

イフサイクル全体の一次エネルギー消費の約 22%を占めることが明らかとなった。このため、製造

プロセスで消費されるエネルギーに焦点をあてることとし、製造設備のエネルギー消費の検査を

実施し、その運用に必要なエネルギーのマネジメントシステムを構築した。例えば、現在グループ

全体で約 240 人が、エネルギーオフィサーとして不要な照明や空調システムの使用などの抑制に

努めている。さらに2004年4月から、グループ内のエネルギー監査を実施している。加えて、生産

拠点内に自社発電を設け、コージェネレーションを用いた効率的エネルギー使用を試みている。 

4) 廃棄物 

廃棄物管理としては、例えば、閉鎖工場の建設廃棄物を他の建設プロジェクトでリサイクル、再利

用している。また、製造過程からの廃棄物についても技術的に可能な場合はリサイクルに努めて

いる。 

5) 物流 

部品や車両の輸送は自動車製造において必須のプロセスだが、廃棄物を発生させるだけでなく、

エネルギーを消費し排出ガスを放出する。例えばウォルフスブルグ工場では、毎日約 500 台のト

ラックと 150 台のトレーラが出入りしているという。これらの道路輸送がもたらす環境影響は極めて

大きい。VW は、物流を鉄道および船舶輸送に大幅に切り替えようとしているが、容易ではない。 

また、輸送中の新車を保護するためのコーティング材は環境負荷要素の一つとなっている。2007

年末までにワックスによる保護を段階的に廃止して、保護用粘着フィルムまたは輸送用カバーに

切り替えることとしている。 

 

５-３特徴的な活動 

（1） 製品の「環境表彰」 

VW は、近年特に、透明性の強化と潜在的顧客も含めたあらゆるステークホルダーとのコミュニケー

ションの促進に重点を置いている。その一環として、 も持続可能な自社モデルを対象とする環境製品
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宣言を発表する取り組みを開始した。これまで 4 モデル、すなわち、「Passat MY 09」、「Golf VI」、「Golf 

V」、「DSG Dual Clutch Gearbox(全 LCA レポートを除く)」を対象に「環境推奨品」の称号を与えている。 

 

環境推奨品は、対象モデルの環境データ及び全ライフサイクルを通した環境影響により決定される。

評価は、ISO14040 及び 14044 の要件に従った LCA を通じて行われ、外部認証や評価も行われる。この

審査の結果を 12 から 16 ページに及ぶ文書で公開し、補足的に約 50 ページを超える全 LCA データを記

載した詳細報告書も公開している37。  

 

なお、VW は 1990 年代より、製品の環境影響を分析し、 適化するために LCA を活用してきた。2006

年には新たな LCA のソフトウェアが導入され、これを活用して分析することにより、80%までの費用削減

が可能とみられている。 

 

 今後、EU 域内でサステイナビリティ重視の消費者行動や公的調達がますます強まることを考慮すれば、

こうした詳細な LCA データに基づく環境製品宣言の重要な意義を持つことになろう。 

 

                                                  
37 環境表彰の詳細な情報は Web サイトに公開されている。

http://www.volkswagen.com/vwcms/master_public/virtualmaster/en2/unternehmen/mobility_and_sustainability0/modelle

/spritspar.html  
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第三章 経営戦略への CO2 削減の統合 

 

本章では、欧州企業による環境分野の CSR 活動の中で大きなウェイトを占める CO2 削減の取り組み

に注目する。38特に、排出量取引、カーボンフットプリント、環境ラベルなどの欧州内の諸制度あるいは

政策的ツールを個別企業がどのように活用しているかに注目しつつ、欧州企業の経営戦略における

CO2 削減の位置づけやその取り組み実態を明らかにすることとしたい。 

 

１ 排出権取引制度の活用方法 

 

現在、欧州企業が利用する排出権取引制度としては、「EU 排出量取引制度（EU-ETS）」と「自主参加

型排出量取引（カーボンオフセット）」の二つのアプローチがある。 

 

EU-ETS 

EU-ETS は、京都議定書に定められた削減目標を効率的・経済的に達成するために、2005 年に創設

された。当時、欧州内では、目標達成には統一環境インセンティブが必要だという声が高まり、ETS と統

一環境税がその候補になっていた。しかし統一税の導入には、加盟国の全会一致が必要な上に産業界

も反対、他方、アメリカでも ETS 導入の見込みがあった等の理由から、ETS の導入へと傾いた。産業界

は、無償排出権が与えられることや環境税に対する反対から ETS を支持した。その後 ETS 指令の採択

直後から、産業界は、炭素コストのエネルギー価格への転嫁やエネルギー集約産業の負荷に対する懸

念を強めた。しかし、ETSフェーズⅠ開始後の2006年辺りから、企業の間でも気候変動対策の機運が高

まり、大企業を中心として積極的な取り組みを行うなどの変化が現れた。CO2 コストや排出削減への取

り組みが企業イメージにつながることを実感し始めたためである。この動きは CSR への取り組みへと繋

がっていった。 

 

昨年末、フェーズⅢから排出権の有償化を行う新たな制度が合意され、産業界にとって重要な局面を

迎えている。化学業界や鉄鋼業界等のエネルギー集約産業は「カーボンリーケージ（炭素流出）」リスク

を強調し、無償排出権を求めている。今後は、こうした各産業界のリーケージの影響を見極めるベンチ

マークが重要になる。ベンチマークを行うこと自体は難しくは無いが、抜け穴、矛盾、不平等などが問題

化する可能性が高く、懐疑的な見方は総局や産業界にも存在する。 

 

EU-ETS は現在、以下のカテゴリーに属する産業部門のみに適用されている。フェーズⅠ(2005-2007

年)では、約 11,500 箇所の施設が適用対象となった。 

                                                  
38 EU-ETS 及び京都議定書が対象としている温室効果ガス(GHG)は、二酸化炭素 (CO2)、メタン(CH4)、 亜酸化窒素

(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6) の 6 種類である。以下、

本報告書でも GHG は同 6 種を指すこととする。 
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 なお、2013 年～2030 年のフェーズⅢでは対象業種が拡大し、航空部門(EU 発着のフライト)、化学産業、

アルミニウム製造業も加えることが決まっている。 

 

EU-ETS への参加を義務づけられた企業は、当然のことながら、義務を果たす以外に他の選択肢は

ない。当該企業は、排出枠（クレジット）を付与され、排出枠内に抑えるための排出量取引を行う。この

CO2 排出枠は、企業の製品単位ではなく、工場もしくは施設に対して割り当てられている。同制度適用

対象企業にとっては、法律で義務づけられた制度であるため、基本的には「CSR 活動」よりは法規制遵

守の取り組みとみて良い。 

 

EU-ETS 対象企業は、排出枠の割り当てを も効率的に活用あるいは販売するために、 大限の努

力を行っている。例えば、排出割り当て目標達成のための戦略やベストプラクティスの開発である。特に、

電力、鉄鋼、石油、製紙、パルプなどのエネルギー集約型産業の企業経営に及ぼす影響には大きなも

のがある。これら企業は、EU-ETS を専門的に扱う部署を創設したり、排出量のモニタリング機能の強化

を図るのみならず、新たな排出削減方法を見出すための抜本的な検討を行っている。事業活動からの

排出に対しキャップが課されたことで、企業は十分な削減を行うか、顧客に対応コストを転化できなけれ

ば、排出権の購入という極めて大きなコスト負担要因を抱えることになるのである。電力会社及びその

他エネルギー企業は、料金を引き上げることで顧客に負担を転化させる方式で対応している。また、炭

素回収貯留（CCS）技術の利用も、有力な対応策として急浮上している。同技術は、排出されるCO2を捕

捉し地下へ貯留するものである。特に、CO2 を大量に排出する石炭火力発電所における CCS 技術の実

証試験に対する取り組みが急である。2008 年末に EU が採択した新規制によれば、CCS 技術を装備し

た新たな発電所は CO2 を排出しないとみなされ、EU-ETS スキームの適用対象外となる。 

 

一方、機械産業は、基本的には EU-ETS の対象外である。例外として、自動車組み立て工場などで、

自社発電所を整備する大規模製造工場は、EU-ETS の対象となることがある。しかしこれも、20MW を超

える電力生産施設を持っている場合に限られる。例えば、後述するとおり、フォードヨーロッパの施設は

この理由で EU-ETS の対象となっており、一定の排出枠が課せられ規制遵守が求められている。しかし

ながら、一部の施設のみが EU-ETS の対象となる企業の場合は、同制度が企業活動あるいは収益に対

してもたらす影響は限られるとみてよい。 

 

カーボンオフセット 

もう一つのアプローチ「カーボンオフセット」は、自主参加型の排出量取引(VET)である。この場合、各

企業の CSR 活動としての要素がより鮮明に現れる。あらゆる産業部門の企業が参加可能であり、企業

活動や製品の CO2 排出をオフセットするために、「カーボンクレジット」を購入する。EU-ETS で法的に排

・鉄類生産及び処理所 ・鉱油精製所 

・セメント製造業  ・コークス炉 

・ガラス製造業  ・燃焼施設(20MW 以上、発電及び発熱用–ごみ焼却を除く) 

・製紙・パルプ産業  ・窯業(ブロックあるいはタイル製造) 
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出枠を課せられていない限り、排出クレジットの購入は純粋に自主的なものとみなすことができる。上記

の例でいえば、自動車メーカーは、工場内の自社発電所に割り当てられた排出枠以外に、オフィス冷房

や輸送、出張等による CO2 排出の補償として、自主的にクレジットを購入することができる。 

 

しかし、カーボンオフセットについては、その信頼性に対する批判が欧州内に根強くある。自主的なク

レジット購入が真に排出削減につながっているのかどうかが焦点となっており、効果を確証するための

基準や品質保証ラベルの作成が検討されている。 

 

以下では、欧州内の機械及び耐久消費財メーカーによる EU-ETS およびカーボンオフセットの取り組

み事例を通し、同制度下の欧州企業の CO2 排出管理ならびに削減努力が如何に経営戦略に組み込ま

れているかを明らかにすることとする。 

 

１-１ 欧州企業による EU-ETS への具体的な取り組み  

 

（1） フォード 

本社は米国だが、欧州事業の歴史は長く、今では欧州自動車業界の一角を占める存在とみられてい

る。排出量取引に対しては、欧州及び米国、その他の国においても積極的に取り組んでいる。 

 

同社は、基本的に排出量取引を GHG 削減ための自主的ツールではあるが、義務的な要素を持つと

みなしている。すなわち、炭素排出を制限していく流れは不可避であり、炭素に経済的価値を付加するこ

とは合理的だとして排出量取引制度を基本的に受け入れる考え方をとっている。そのため初期の段階

から炭素市場に積極的に参加し、取組みを進めてきた。 

 

 米国と英国における ETS の積極参加 

例えば、同社は、米国内において他の 11 企業及びシカゴ市と連携して CCX39を設立している。企業の

自主的参加による排出量取引を活用した GHG 削減策としては、米国初のイニシアティブである。CCX は、

メンバー企業により運営されており、自主規制と規則に基づく取引を行っている。フォードは、北米での

企業活動からの排出を 2000-2010 年で 6%削減する目標を掲げていた。この削減目標に基づき、 も効

率よく排出クレジットを売買するために設立されたのがCCXである。なお、同社は、CCXに参加する唯一

の自動車メーカーである。  

 

同社は英国の ETS に対しても早くから取り組みを開始している。英国 ETS は、政府が資金支援をし、

国レベルで運営される初めての制度だった。フォードは、2002 年に自動車メーカーとして初めて英国

ETS に参加した。2006 年までに英国内の同社施設の CO2 排出を 5%削減すると宣言し、実際にこれを達

成している。 

  

フォードは、後述する EU-ETS の第Ⅰフェーズへの参加とこれに先立って実施された上記 2 つの ETS

                                                  
39 シカゴ気候取引所（Chicago Climate Exchange） 
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に参加しながら GHG の排出削減を行った結果、2008 年までに、全エネルギー消費を 2000 年比で 30%

削減することに成功した。これは、製造された自動車一台あたり 19%の削減に相当する。2007 年単年で

は、米国内のエネルギー効率を 4.5%改善すると同時に、1800 万ドルのコスト削減を達成したという。2008

年にはさらに 3%の改善を宣言している。CO2 排出のみを見た場合、フォードは 2000 年以来、全施設で

39%の排出削減、360 万トンの排出抑制を達成した。これらの取り組みにより、フォードは 2006 年より 3

年連続で、米国環境保護庁のエネルギースター・パートナー・オブ・ザ・イヤーを受賞している。 

 

 EU- ETS 

EU-ETSの対象となっているのは、イギリス、ベルギー、スウェーデン、スペイン、ドイツにある9つの施

設(ボルボ社含む)で、それぞれ CO2 排出枠が割り当てられている。但し、どれだけの排出枠がどの施

設に割り当てられたかの詳細については、フォードは公表していない。同社は単に、他の EU-ETS 対象

企業と比較した場合、自社施設からの CO2 排出は中程度だとしている。 

 

実際に EU-ETS に参加するためには、監督庁に対して排出許可書を申請し、排出量のモニタリング及

び報告が所定の要件を満たすことを証明し、第三者機関の監査認証を受け、クレジット(EUA)の売買取

引結果に関する会計および財政処理を行わなければならない。しかし、フォードは、EU-ETSの遵守要件

をどのように満たしているかについても対外的に明らかにしていない。同制度発足によって遵守を求めら

れる前に内部の事業計画を策定したとしているが、EU-ETS が同社の収益性に与える影響などの具体

的な内容は明らかにしていない。なお、報告、モニタリング、監査などの遵守要件を満たすためには多大

な時間と資源が必要なため、同社は 2008 年末の EU-ETS 指令改訂採択を巡る政策立案や検討作業、

ロビイングには積極的に参加した。 

  

EU-ETS は、京都議定書の柔軟性メカニズムをベースとしたクレジットの購入も認めている。柔軟性メ

カニズムには、排出権取引以外に、クリーン開発メカニズム(CDM: 京都議定書で CO2 排出削減義務を

付与されていない発展途上国からのクレジット)、共同実施(JI: 京都議定書で CO2 排出削減義務を付与

された国からのクレジット)の二種類がある。CDM のクレジットは「短期の期限付きクレジット(Certified 

Emission Reductions, CERs)」、JI のクレジットは「排出削減ユニット(Emission Reduction Units, ERUs)とし

て知られている。CER や ERU は国連の担当機関が厳格に審査承認を行うプロジェクトで活用される。国

連側からは、プロジェクト投資による排出削減効果の確証を求められる。EU 市場における EUA の直接

購入よりも CER や ERU を購入し EUA へと移転する方がはるかに安価なため、欧州企業はこれらのクレ

ジットの購入を選ぶ傾向が強い。しかし、フォードは、CDM や JI 関連プロジェクトは今のところ実施してな

い。 

  

一方、排出権取引以外の実質的な CO2 排出削減もしくはエネルギー効率向上を目的とした取り組み

は継続的に実施されている。EU-ETS の CO2 排出枠を課せられた施設を対象とするプロジェクトを実施

し、その排出削減効果により、施設の排出量が排出枠以内に収められれば、排出権市場において販売

可能な余剰排出枠を確保することができるからである。フォードは、どのプロジェクトが余剰 EUA をもたら

しているかは明らかにしていないが、以下のプロジェクトがそうした効果をもたらしている可能性が高い。 
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ディーゼルセンター 

(英ダーゲンハム) 

2004 年に大規模風力プロジェクトを開始し、2007 年にさらにプロジェクトを拡

大した。現在では、生産施設全体で風力発電が活用されている。 

エンジン工場 

（英ウェールズ、ブリッジエンド) 

大規模な統合太陽光発電装置を取り付けた。地域送電網ともつながってお

り、余剰電力については補助金付き価格で販売可能。 

エンジニアリング＆製造工場 

(独ケルン) 

必要電力全てを水力発電で賄っている。1 年間の CO2 排出削減量は 19 万ト

ンと算定されている。 

ハイブリッドモデル 

2006 年からカーボンニュートラルのハイブリッドモデルを製造している。同モ

デル製造による GHGs 排出をオフセットするため、カーボンオフセットクレジッ

ト（VERs)を購入している。同社によれば、再生可能エネルギープロジェクトの

実施によって同クレジットを購入している。 

 

その他の取り組み 

同社が CO2 の管理削減を経営戦略に明確に位置づけることを示す取り組み内容はその他にも存在

する。以下のような法的義務を課せられていない製造施設における CO2 抑制の取り組みがある。 

メキシコ 
年次 CO2 排出量を計算し報告するパイロットプログラムに自主的に参加。自動車メーカーとし

ては唯一の取り組み。 

カナダ 1999 年以来年次 CO2 排出量を報告。 

フィリピン 
GHG 会計及び報告プログラムに参加。フィリピンにある 15 社の自動車メーカー中、唯一の取

り組み。 

オーストラリア 1997 年より自主的に年次 CO2 排出量を報告。 

 

 

また、CO2 の削減を一貫して実行するため、下記のような経営管理ツールを使用している。 

- グローバル排出マネージャー(Global Emissions Manager、GEM)  

CO2 排出の四半期データに基づく排出予測データベース。GME による予測は、事業計画目的なら

びに排出量取引要件を順守するための内部統制プロセスで使用。 

- 一台生産あたりの平均排出濃度 

自動車一台生産あたりの平均排出濃度(metric tonnes of CO2e per 

unit)を、全米自動車工業会(US Alliance of Automobile Manufacturers, 

AAM) の手法で算出。過去 4 年間では、右記データの通り削減されて

いる。 

- 温室効果ガスプロトコル(Greenhouse Gas Protocol、GHG プロトコル)40 

工場の CO2 排出管理及び会計のために GHG プロトコルを活用。同プロトコルは、世界資源機構

（WRI）及び持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）が開発した、世界的に も広く活

用されているカーボン会計のツール。フォードは、スコープ 1(直接排出)、スコープ 2(電力購入による

                                                  
40 http://www.ghgprotocol.org/  

2004 年: 1.27t 

2005 年: 1.24t 

2006 年: 1.07t 

2007 年: 0.97t 
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間接排出)に関する記録を行っている。 

 

加えて、同社は、2007 年に「米国気候アクションパートナーシップ(United States Climate Action 

Partnership、USCAP)」に加盟している。USCAP は連邦レベルのキャップ・アンド・トレード制度の設立を

後押しするロビー団体である。 

 

（2） プジョー・シトロエン 

プジョー・シトロエン(以下、PSA)は、本社ならびに製造工場の多くをフランス国内に置く自動車メー

カーである。伝統的に小型中型車の生産に力を入れ、燃費の悪い大型車及び高級車の生産を避けてき

たため、生産車両からの CO2 排出パフォーマンスは世界の自動車メーカーの中でも高いレベルにある。

特に、CO2 排出 120g/km 以下の自動車を多く生産するリーダー的存在である。2007 年に欧州市場で販

売された120g/km 以下の新車のうち 33%は同社製である。また、110 g/km 以下については、欧州市場の

55%を占めている。 

 

 EU-ETS 

EU-ETS の対象となっているのは、20MW 以上の燃焼設備を持つ 10 箇所の施設である。フランスに 7

か所、英国に 1 か所、スペインに 2 か所である。第一フェーズ(2005 年から 2007 年)では、年間 CO2 排

出 29 万 7,859 トンに相当する EUA が割り当てられ、右表の通り、実際の排出量

は割当量を大きく下回った。なお、第二フェーズ(2008～2012 年)では、22 万

7,210t の EUA が割り当てられた。これは右記の前期間における排出量実績を

大きく上回る量である。 

 

これにより、PSA は販売可能な余剰 EUA を相当量取得したことになる。しかし同社の実際の取引量は

販売可能量を下回った。例えば、2006 年の EUA 販売量は 10 万 t にとどまっている。 

  

このように同社は、EU-ETSの対象施設については優れたCO2排出管理を行っているものの、排出量

取引を積極的に行う姿勢をみせていない。おそらく経営上の判断により、こうした CO２排出量の管理方

法を積極的に開示したくないという事情もあるものとみられるが、同社は、自動車の生産活動に伴う CO2

排出量はそもそも少ないため、EU-ETS への関与度は低くなる傾向にあると説明している。PSA は、2006

年の EU-ETS は、同社収益に対して全く影響を与えなかったとの認識である。また、CDM や JI プロジェ

クトには参加しておらず、オフセットクレジットも購入していない。 

 

（3） BMW 

BMW はプレミアム車セグメントにターゲットとする自動車メーカーとして知られる。同社の「ミッション・ス

テートメント 2020」は、個人のモビリティのためにプレミアム製品とサービスを提供する世界的リーダー企

業になるとしている。2008 年 12 月に EU が合意した新車からの CO2 排出削減に関する新規制は、同社

の収益に大きな負の影響をもたらす可能性がある。しかし、BMW は、サステイナビリティを経営課題に中

核に位置づけ前向きに取り組むこととしている。 

 

2005 年: 14 万 1,575t 

2006 年: 12 万 8,350t 

2007 年: 9 万 3,715t 
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EU-ETS 

BMW は EU-ETS の対象施設があることは認めつつ、いずれの施設に 対 し

てどれぐらいの割り当てが義務付けられているかについては明らかにし て い

ない。第一フェーズでは、年間 CO2 排出 21 万 6,741t を割り当てられ、 実際

の排出量は割当量を僅かに下回った。 

 

上記の結果、同社の EUA 取引可能量は僅かなものとなった。第二フェーズでは 26 万 7,789t と第一約

束期間を大きく上回る排出量が割り当てられている。 

 

同社のこうした排出削減は、以下のようなプロジェクトの実施により達成された。 

熱電併給所 
7 つの施設において熱電併給所を活用している。熱電併給所により、従来のエネルギー生産

効率性が 35%だったであったのに対し、80%に高まった。 

メタンガス利用 
ある施設で、天然ガスの代わりに、近隣の埋め立て施設からのメタンガスを利用し、エネル

ギー効率性を 60%まで高めた。 

太陽光発電 2007 年、ドイツの生産工場において 2 機目となる太陽光発電装置を取り付けた。 

 

 

BMW は、今のところ、割当量と実際の排出量がほぼ均衡しているため、制度の手続き上要する内部

コストと認証にかかる外部コストのみで経営に対する影響は少ないとしている。CDM 及び JI プロジェクト

への参加について関心は持つものの、具体的に関与する可能性については明らかにしていない。 

 

2007 年、同社はエネルギー効率に関する経営戦略として、生産事業部門で年率 5%向上させる目標を

設定した。この効率改善を算定するため、BMW は「エコ・ファクツ(eco-facts)」という、150 の環境関連パ

フォーマンス指標に準拠した独自の IT システムを導入した。 

 

また、CO2 排出濃度を経営のキーパフォーマンスインディケーター

（KPI）のひとつとして用いている。フォード同様、以下の通り、車一台当 た り

の CO2 排出は徐々に減少傾向にある。なお、同社の GHG 排出の算出 方法

は、GHG プロトコルではなく、ISO14064-1 に基づく。 

  

  

（4） バング＆オルフセン（Bang & Olufsen, B&O） 

同社は、ハイエンドオーディオ、ビデオ、マルチメディア製品を扱うデンマークの電機メーカーである。

昨年度の売り上げは、5 億 4,800 万ユーロで、世界 100 カ国以上に 1200 箇所以上の販売拠点を持ち、

従業員は約 2500 人。製品の環境配慮、エコデザインに対し強い関心を持ち、製品開発段階及びデザイ

ン段階においてライフサイクルアセスメントを実施している。 

 

しかし、こうした環境対応への積極姿勢に関わらず、EU-ETS に関しては積極的な取り組みはみられ

2005 年: 21 万 1,658t 

2006 年: 20 万 6,179t 

2007 年: 18 万 5,284t 

1996 年: 1,231t /台 

2006 年: 0,937t /台 

2007 年: 0,840t /台 
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ない。デンマーク及びチェコ共和国の 2 つの生産拠点における対応事例を公表しているが、その詳細や

対応戦略は明らかになっていない。そのため、排出量取引に関しては、その他欧州内の多くの耐久消費

財メーカーと同様、経営戦略の重要要素に位置づけられているとはいえない。EU-ETS への参加が義務

付けられておらず、製品の環境性能に対する積極的な取り組みを行う欧州電機メーカーの多くは、

EU-ETS に関する取り組みのプライオリティーが低いとみてよい。 

 

なお、同社はデンマーク国内に独自の熱併給発電所を設置する工場施設を持つ。熱は生産プロセス

において活用されているが、同時に生産される電力に関しては、送電網を通して販売されている。

2007/2008 年のプラントからの全 CO2 排出は 3,000t をわずかに上回る程度である。工場の消費電力は

明らかにされていないが、EU-ETS の対象外となっていることから、おそらく 20MW 以下とみられる。 

 

（5） シーメンス 

シーメンスも、欧州内の主要大手企業でありながら、EU-ETS を積極的に活用する姿勢をみせていな

い。EU-ETS の対象となる施設を保持しているにもかかわらず、施設数および所在地に関する情報は公

開されていない。 

 

排出割当量は、第一フェーズで年間 CO2 排出 5 万 1,233t 相当と、

BMW や PSA と比べてかなり少ない。これに対し、実際の排出量は以下 の通

りである。 

 

上記データで明らかな通り、2005 年及び 2006 年においては、シーメンスは超過排出分の EUA を購入

しなければならなかった。他方、2007 年には余剰割当量の販売が可能となった。 

 

第二フェーズでは、前期間を多少上回る年間 5 万 6,773t が割り当てられた。同社は、割当量の問題は

少なく、EUA の価格も低いため、排出量取引が同社の企業利益にもたらす影響はほぼないに等しいと受

け止めている。従って、社内に排出量取引の担当部署を設置することなく、必要が生じた際に対応でき

るような社内協力メカニズムを整えておくに留めることとしている。 

  

一方、同社照明部門である OSRAM は、CDM を活用した新たな取り組みを積極的に展開している。白

熱灯からエネルギー効率的な電球への切り替えプロジェクトに対して生じる CDM クレジットが承認された

のである。これにより、OSRAMの87万個の電球型蛍光ランプがインド南部のアンドラ・プラデーシュ州の

58 万世帯に配給するプロジェクトが実施された。シーメンスは、同プロジェクトを通じて 40 万 t の CO2 削

減が実現すると述べている。プロジェクトの正式な承認(プロジェクトの「登録」)は、2009 年 3 月までに国

連 CDM 理事会より行われ、2012 年までに 12 万 2,710t のクレジット(CER)を取得することが確定した。

OSRAM は、他にも 2 つのプロジェクトの承認申請を行っており、数か月後には正式に登録されると見込

んでいる。これらのプロジェクトにより生じる CER はドイツの電力会社 RWE に購入される。 

 

2005 年: 5 万 6,357t 

2006 年: 5 万 8,942t 

2007 年: 4 万 9,875t 
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排出量取引情報サイト「ポイントカーボン41」は、上記の CER プロジェクトの重要性を指摘している。他

にも同様のプロジェクトが実施されれば、何千万個、何億個という電球をエネルギー効率の高い電球に

交換できることになる。インド政府はすでに、4 億個の電球交換プログラムにのりだしている。同プログラ

ムは国際カーボン市場、特に CER の販売を通じて実施される見込みである。 

  

今後、OSRAM 及びシーメンスが、このプロジェクトの積極展開に乗り出し、数多くの CDM プロジェクト

が承認されれば、この取り組みは同社にとって新たな重要収益源となることも考えられる。その場合、同

社の排出量取引に対するアプローチもより積極的なものへと変わっていくだろう。 

 

１-２ カーボンオフセットに対する取り組み 

 

既述の通り、カーボンオフセット(あるいは自主的排出量取引)は政府から課せられる排出枠(キャップ)

とは関係なく行われる排出量取引を意味する。この点で、排出量のコンプライアンス取引（あるいはコン

プライアンス購入）とは明確に区別される。カーボンオフセットは、企業や個人が、自らの活動から排出さ

れる CO2 排出について、通常 1 トン削減あたり 1 クレジットを購入し、自主的に排出をオフセット、中立化

する取り組みを指す。 

 

これまでのところ、欧州内のこうした自主的取引の範囲、背景、動機、戦略は様々である。オフセット

活動全体を律する一般的規則は存在しないといっても過言ではない。このため、実際には CO2 削減に

つながらないクレジットが販売されるという事態も生じている。クレジットが複数回売られるという問題、す

なわち、1 トンの CO2 排出削減が 2-4 トンの排出としてオフセット若しくは中立化されるという問題点が指

摘されているのである。 

 

その結果、コンプライアンス市場で活動する企業及び関係機関からは、自主的オフセットに対する強

い疑念が出され、これを軽視する傾向も出ている。「カーボンニュートラル」企業の活動は信頼度が低く

不正も多いとみなされるようになったのである。カーボンオフセットは時に、「グリーンウォッシュ」をも引き

起こすことがある。新興の自主オフセット市場について、「カーボン・カーボーイ」という表現を用いて警鐘

を鳴らす報道もでている。さらに NGO 側からも、カーボンオフセットは化石燃料ベースの電力消費を正当

化し、持続可能なエネルギー消費の促進を妨げているとする批判が上がっている。こうした理由から、欧

州では、コンプライアンス排出量取引に比べ、自主的カーボン市場は小規模なままにとどまっている。 

 

しかしながら、カーボンオフセットが適正に実施された場合、排出を効果的に中立化する効果があるこ

とも確かである。実際に CO2 排出を回避できない活動や、 大限の努力を尽くしても抑えられない排出

は存在する。たとえば、出張、輸送、物流部門から生じる排出は避けることはできない。人々が、観光目

的で長距離旅行をする場合、飛行機の利用を避けることも難しい。適正に制度化、組織されたカーボン

オフセットは、これらの不可避的な排出を中立化することを可能にする。そのため、「カーボン・カーボー

イ」に対する疑念や批判を踏まえ、カーボンオフセット事業者は、以下の通り、新たなモデルや基準を策

                                                  
41 www.pointcarbon.com  
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定することによりその活動の透明性を高め、カーボンオフセットがより現実的で信頼性の高い取り組みと

なるような改善策を講じている。 

 

カーボンオフセットの基準 

① 自主的なカーボン・スタンダード 

自主的カーボン・スタンダード(Voluntary Carbon Standard、VCS)は、2007 年に設定されたカーボンオ

フセットの質を測る基準である。測定は、国連 CDM 委員会が定め、これまでのところ も厳格な「追加

性」原則に拠っている。これは、追加的な排出削減努力である場合のみ、排出クレジットを創出すること

ができるとするものである。換言すれば、通常通りの活動で達成される排出削減については、クレジット

とはみなされない。削減を達成するための相応の投資または努力が求められる。通常の企業活動状態

から自動的に起こる排出削減は考慮されない。加えて、排出削減は計測可能、永続的かつ認証された

ものでなければならない。 

 

このように、コンプライアンス取引市場を統制する規則が、今や自主的市場に適用されるようになって

きている。VCS は自主的カーボン・スタンダード協会(VCSA)によって運営されている。同協会は、国際排

出量取引協会(IETA)および持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)の後援により活動して

いる。VCS は同時に、VCS 基準に見合うプロジェクトのデータベースを開発管理している。2009 年 3 月に

は、VCSAは自主的カーボン基準レジストリ(登録)を開始した。同レジストリは、信頼できる取引のプラット

フォームとなることが期待されている。レジストリは、カリフォルニア、フランス、ニュージーランドにある既

存の 3 つのプラットフォームを合併して出来たものである。これら 3 機関は、VCS 基準を満たすクレジット

に関する発行、譲渡、追跡、消滅に関するサービスを提供している。 

 

近のグローバルな経済危機の影響により、オフセットクレジットの購入を検討していた企業が見直し

を行う動きがある。これにより、2008 年 11 月から 2009 年 2 月の間に、排出クレジットの取引量は 70%ま

で減少した。自主的クレジットに対する支払価格についても 40%の低下がみられる。しかし、カーボン市

場のアナリストは、今回の不況後、自主的カーボン市場の潜在的規模は 5 年間で 40 億ドルにまで拡大

すると予想している。なお、2009 年 3 月現在、米国市場における VCS クレジット価格は 4 ドル～5.8 ドル

で推移している。 

 

② その他の自主的なカーボン・スタンダード 

VCS 以外の排出クレジット品質検査基準としては、「ゴールデン・スタンダード」がある。同基準は、

WWF などによって制定された。目的は、「プレミアム品質のカーボンクレジット」の創出及び明確化である。

ゴールデン・スタンダードにより適用されている手法は、CDM よりも厳格である。ゴールデン・スタンダー

ドは自主的クレジットの審査のみならず、CDM のクレジットである CER や JI のクレジットである ERU の審

査にも活用することができる。審査を通過したクレジットは他のクレジットに比べてプレミアム価格で販売

することができる。 

 

米国では、再生可能エネルギー及び GHG 削減プロジェクトの審査及び認証サービスを提供するグ

リーン-e プログラムが開発された。グリーン e は、オフセット用に販売される GHG クレジットの信頼性を
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多角的に検証し保証する役割を果たしている。これを受け英国政府も、2009 年 2 月、米国と類似のカー

ボンオフセット品質保証スキームを開発した。 

 

２ カーボンフットプリントおよびカーボンラベリングの活用方法 

 

欧州企業によるカーボンフットプリント(以下 CFP)及びこれに関連したカーボンラベリング(以下ラベル)

の活用普及は、比較的 近の新しい動きだといえる。気候変動に対する関心の高まりを背景に、製品や

サービスがもたらすカーボン影響を詳細に見極めたいとする動きが強まったことによる。 

 

欧州内の CFP への取り組みは、今のところ企業による純粋な自主的活動にとどまる。以下の通り、食

品及び小売部門でいくつかのパイロット的な取り組みがあるものの、未だニッチな事例に限られる。 

表１ 欧州内の CFP の取り組み事例一覧 

組織名 取り組みの概要 参加企業 

英カーボン・トラスト 
カーボンフットプリントラベルを4回に

渡って試験。 

ラベル表示を実施している企業 

食品：Innocent Drinks、Walkers、Tesco、消
費財：Boots、Cadbury、British Sugar、アパレ
ル ： Continental Clothing、 Marshalls、 耐 久
財：Aggregate Indestries、銀行：Halibax 

仏政府 
環境グルネル法案でラベル導入を

定めている。 

自主的にラベル表示を実施している企業 

小 売 業 ： Casino 、 Lecrelc や 銀 行 ： Caisse 
D’Epargne がラベル表示を実施 

スイス NGO 
他と比較して排出抑制に優れた商

品に認証ラベル Climatop を認める 

認証商品を持つ企業 

食品、家庭消費財：Migros、耐久財：Dysong 

WWF Öko-Institut 

カーボンラベルコンソーシウムを設

立し算出方法やラベル表示方法の

開発、試験を進める。 

コンソーシウム参加企業 

食 品 ： FRoSTA 、 Tchibo 、 DSM 、 消 費 財 ：
dm-drogerie markt、Henkel、Tetra Pak 小売：
REWE Group 、 Unternehmensgruppe 
Tengelmann、IT：T-Home 

 

EU も EU 加盟国も、今のところ、CFP 及びラベリングに関する法的規制を課していない。但し、フランス

では現在、法的義務づけに向けた動きがみられる。フランス政府は、2011 年 1 月から、全ての消費財に

対して CFP およびラベルの表示を義務付ける準備を進めている。「グルネル・パッケージ」と呼ばれる同

国の環境分野の法規制パッケージの一環として、その導入が検討されている。 

  

一方、製品に関する環境影響評価は、LCA 手法の発展に見られるとおり、欧州ではこれまで長い間

多くの企業が実施してきている。LCA は、既に様々な多くの欧州企業の間に広まっており、ソフトフェア

ツールも多数開発され、実際に使用されている。 

 

２-１ 英カーボン・トラストとの協力による CFP への取り組み 

欧州内で も早く CFP に取り組んだ英国では、政府が設立したカーボン・トラスト社（Carbon Trust)42

                                                  
42 2001 年から、企業や団体のカーボン排出削減および低炭素技術の開発支援を行っている。 
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が、製品及び団体に対し、CFP 手法の開発促進を手助けしている。同社は、これまで企業と共同で試験

的なトライアルプログラムを繰り返し、その手法の改善に力を注いできた。 近、この活動は完全独立の

子会社「カーボン・ラベリング・カンパニー（CLC）」に委譲された。 

 

これまでのところ、同社と共同で CFP 手法の開発を行っている企業は、食品及び小売業界に限られて

いる。しかし、これまで CFP に関心を示してこなかった業界も活用を開始する事例もみられる。例えば、

アイルランド企業のモーフィー・リチャーズ(Morphy Richards)である。 

 

モーフィー・リチャーズ社は、アイロン、トースター等の小型家電製品メーカーである。同社は、カーボ

ン排出の削減という観点から、特に、サプライチェーンから排出される間接排出に焦点を当て、2008 年よ

りアイロン製品へのカーボンラベル表示への取り組みを開始した。CLC によれば、食料品に比べてサプ

ライチェーンが長く、より複雑な製品に対して、信頼性の高いカーボンフットプリント手法を開発し適用す

ることは新たな挑戦となったという。実際の開発には CLC 以外に環境コンサルティング会社 Camco が協

力している。現時点ではまだラベル表示はされていないが、同社は以下のような教訓とモーフィー・リ

チャーズ社にとっての CFP の利点を指摘している。 

 

 

 

 

  英国及び欧州内において、パイロットプロジェクトを除き、食品及び小売業以外の企業による CFP へ

の取り組み事例は、このアイルランドの Morphy Richards 社にとどまるという事実は Carbon Trust も確認

している。他の機械メーカーあるいは耐久消費財企業においても、何らかの CFP の実現可能性や自社

製品にもたらすメリットなどを社内的に検討していることは十分考えられるが、こうした実験的な取り組み

の結果については企業戦略的な見地から明らかにされていないのが現状である。 

 

CFP の利点 

 ラベルを通じカスタマーロイヤリティーを維持できるだけの企業価値を訴求（持続的可能

性の進化、廃棄物の削減など） 

 ライフサイクルの炭素排出測定を始めて行った電気機器メーカーとしてのブランド確保 

 持続的可能性を進化させながらブランド評価の強化を行った先行企業としてのイメージ 

 カーボン・トラストのパイロットスキームに初めて在中国サプライヤーTunbow 社（深セン）

が参加 

教訓 

 炭素排出の80%は製品使用段階で発生する。つまり、エネルギー効率の高い製品開発・

市場投入が求められる 

 製造過程で排出される炭素排出を検証した結果、省エネを生み出す余地があることが

確認された。例えば、製品塗装の必要性見直しなど 

 製品開発において、重量、サイズ、梱包の削減、およびエネルギー効率化に焦点をあて

るべき。 
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食品産業が CFP の監査を用いることの利点は、英国のスナック菓子ブランドであるウォーカーズ・クリ

スプ(Walkers Crisps)の事例が分かりやすい。同社は、以前は原材料(じゃがいも)を量単位で購入してい

たが、監査によって、農家が計量前にじゃがいもを湿らせていることが明らかになった。じゃがいもは大

量の水を吸収することから、じゃがいもの重量が劇的に増加する。より重い製品を輸送するためにはより

多くのエネルギー／燃料を必要とし、その結果として CO2 排出量が増加する。CFP の監査によって明ら

かになったこうしたプロセスを改善すれば、7%までフットプリントを削減できることが判明した。CFP 削減

は、例えば湿ったじゃがいもの代わりに、乾燥したじゃがいもを購入することで達成できる。ウォーカー

ズ・クリプスは全フットプリント監査に対して 3 万ポンドを費やしたが、CLC によれば、監査によって同社

は年間 20 万ポンドの経費削減が出来た、としている。 

図 1 カーボンフットプリントラベルの一例 

カーボン・トラスト社（CLC）の CFP およびラベル監査

は、製造者がフットプリントを小さくするために製造過程

および製品設計を変えることに加え、消費者に対して、

フットプリントの小さいグリーン製品の購入を促すことも

その目的のひとつとしている。そのため、CLC が CFP 分

析を行った製品に以下の「カーボン削減ラベル」を貼るこ

ととしている。ラベルは実際に製品の CFP が削減されて

いなければならないため、ラベル表示許可を取得した企

業は CFP 削減のために努めなければならない。さらに、

ラベル表示製品は、2 年ごとに CFP を再計算する若しく

は再認証を受けることになる。 

 

  

２-２ 世界初の CFP 規格 PAS 2050 

カーボン・トラストとの協力により、英国基準機構(BSI)は製品若しくはサービスに対する CFP の世界初

の規格「PAS2050」43を開発した。BSI は、PAS を厳密には基準ではないが、後に基準となるべき先駆的

規格と位置づけている。但し、PAS2050 は 2008 年に開始されたばかりのため、今後どの程度浸透する

かについて現段階で評価することは難しい。 

 

PAS2050 は CFP 実施のための手法を定めるものではなく、信頼しうる比較可能な CFP ツールのバウ

ンダリー（境界線）を定めたものである。例えば、製品製造に際して用いられる資本設備の製造に関する

排出は考慮しないと定めている。ある条件に従って実施された CFP が比較可能になるようにすることが

目的である。換言すれば、5 種類の製品を対象に異なる手法でカーボンフットプリントを計測した場合で

も、すべての手法が PSA2050 に従っている場合、各々の結果は比較可能になる。それによって、消費者

ないし生産者による CFP そのものに対する信頼性を高めようというものである。 

 

                                                  
43 PAS は「Publicly Available Specification」に由来。 



 78

２-３ ISO 14057 

ISO も近年、CFP の国際基準の開発作業を開始した。2011 年に準備が完了し、活用が始まる予定で

ある。前述の CLC もこの動きに緊密に関与しているという。ISO14057 は、CLC の手法に類似していると

ともに、PAS2050 の定めるバウンダリーの活用も視野に入れている。 

 

２-４ 欧州委員会 

欧州内の CFP に対する取り組みは、英国やフランスをはじめとする一部加盟国で先行的に実施され

てきた。欧州委員会は、域内共通のアプローチの必要性は加盟国次第との姿勢を堅持しながら、フラン

スのガイダンスや CFP 方法論の発展、簡素化された CFP 算出方法に関する検討作業の動きを注意深く

モニターしてきた。 

 

2008 年 12 月、EuP に関連したラベル表示の検討のため、欧州理事会が既存の EU 環境ラベル規制

に製品の CFP を導入するための調査を行うよう欧州委員会に求めた。これにより、欧州委員会がカーボ

ン監査及び製品の CFP 計測を実施するための域内共通の自主的なアプローチを目指す正式な検討作

業を行う環境が整った。 

 

所管する欧州委員会環境総局は、早速、2009 年 2 月末に CFP の専門家による会合を開催している。

同総局によれば、欧州内には現在、CFP に対する二つの見方があるという。ひとつは、CFP により環境

影響を抑える決定を行う責任が製造業者から消費者へと移転し、製造業者による環境責任を弱めてし

まうリスクを懸念する。他方は、CFP は製品の環境影響全体を広く評価する代理役となるとの見方であ

る。環境総局は、双方の主張ともにある程度妥当だとしながら、前者のリスクを抑える検討を行っている。

また、後者についても、エネルギー集約型製品のように炭素が環境影響を示す代表的指標になる製品

もあれば、そうならない製品も存在するため、製品ごとの環境影響指標としての有効性を確認する作業

を行っている。 

 

欧州委員会環境総局へヒアリングを行った結果、現在の検討作業で以下の内容がポイントとなってい

ることが明らかとなった。 
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２-５ まとめ 

機械メーカーは、基本的には EU-ETS の対象外だが、製造施設内に 20MW を超える電力生産設備を

持つ場合は対象となる。しかし、今回取り上げた企業事例が示すとおり、これまでのところ、機械メー

カーにおいては、EU-ETS の活用あるいは同制度が企業の排出量削減努力に及ぼす影響は限定的な

範囲に留まっている。 

 

排出クレジット（EUA）の売買に関する企業の対応については、事業活動あるいは経営そのものに大

きな影響を及ぼす可能性があるため、あまり情報公開されていない。但し、CDM や JI クレジットを生み出

す国外のプロジェクトに参加する企業の事例は明らかになっている。CDM クレジットは、基本的には、京

都議定書を批准せず、排出削減義務を持たない発展途上国から得られる。一方、JI クレジットは、京都

 CFP の多様な手法に関する調査を継続することとしている。現在、数ある代表的な CFP の

算出方法の確認作業を進めており、比較すべき部分や一つに統合できる部分などを集中的

に分析している。 

 既存の自主的エコラベル規制が基づく製品基準の比較評価を行い、可能な場合は、同基準

に CFP 基準を統合していくこととしている。 

 EuP 対象の製品が実際に使用される段階での炭素排出に も着目している。使用中のエネ

ルギー消費が環境に も影響を及ぼすからである。必要となるエネルギーや電力の生産か

ら生じる炭素排出量と合わせて CFP を検討していくこととしている。 

 CFP の開発普及に当たっては、製品カテゴリーごとに課題が異なることに注目。より複雑か

つ長いサプライチェーンを要する製品への CFP の導入が 大の課題となるとみている。基

本的には、こうした難しい製品であっても、製品毎に特別ルールを適用すれば CFP は実現

可能だとしている。 

 カーボンラベルに伴う消費者の混乱を避ける方法も検討している。製品のサプライチェーン

に基づく CFP 表示などにより、初期段階で消費者の混乱が発生するが、必ずしもネガティブ

に受け止めるべきではなく、基本的には消費者に対する関心喚起あるいは教育プロセスの

一環だとみなしていく方向である。 
 CFP 規制案を欧州委員会がいかに提案すべきかについては、3 通りのオプションが検討さ

れている。 
1) 標準化：EU 標準化機構に対して、欧州基準の開発を要請する 

2) 勧告：EU レベルでの共通の解決策を見出すプロセスを促進するよう勧告を発布する。 

3) 規制：企業が CFP を活用したい場合、従わなければいけない特定の規則や手法を定め

た規制案を発令する。 

 上記オプション以外に、EU による法規制ではなく、「オープンな調整方法（OMC）」を通じた加

盟国間の相互のイニシアティブというオプションも検討されている。具体的には、CFP の普及

に向けた理事会の提言としてまとめ上げる方法である。各加盟国のイニシアティブを 大限

尊重するためには、このオプションが も有力である。 
 本年 9 月に行われる EU エコラベル委員会の準備会議のアジェンダに CFP を入れる意向で

ある。CFP に関する統一的な手法に関する草案がまとまるのは、早くても 2010 年中ごろにな

ると考えられている。その際には製品毎の特別ルールが平行して策定される可能性もある。
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議定書を批准した先進国から得られる。これらクレジットは EU-ETS に組み入れられるため、プロジェクト

への投資に伴うコストを上回る価格で市場販売することも可能である。または、当該企業に課せられた

キャップを上回る排出量を相殺するためにそのキャップを使用することもできる。CDM と JI からのクレ

ジットは、通常 EUA よりも安価である。こうした CDM と JI の活用におけるベストプラクティスとしてフォー

ドの事例に注目した。また、シーメンスは、インドの農村でエネルギー効率的な照明機器を設置すること

で CDM クレジットを取得した。｢ボトムオブピラミッド｣と呼ばれる貧困層に対する新たなビジネスアプロー

チに基づく CSR 活動への関心の高まりもあり、欧州企業によるこうした手法を採用する事例が増えてい

くだろう。  

 

CFP に関しては、政策的議論は徐々に進んでいるものの、欧州企業による取り組みは一部業界によ

る実験的な実施レベルに留まり、まだベストプラクティスとして取り上げるべき事例は見当たらない。しか

し、LCA アプローチそのものは様々な形をとりながらも欧州企業の間で広く普及している。CFP と LCA の

大きな違いは、前者が製品の炭素排出を焦点とするのに対し、LCA は炭素に限らず環境影響全体を焦

点としていることである。製品に対する LCA を適用する企業は少ないが、製品デザイン段階における環

境影響を抑えるために複数の LCA を適用する企業は多い。 

 

欧州企業による CFP 適用事例として、20 万ポンドを節約した Walkers Crisps 社を取り上げたが、欧州

内のその他の事例の詳細はあまり情報が公開されていない。これは、おそらく企業側も、CFP に対する

取り組みは試行初期段階と位置づけており、積極的な情報公開を望んでいないとみてよい。例えば、欧

州内の先行実施例として注目された英国流通企業の Tesco 社は、 近 CFP とラベリングに対する方針

を変え、適正な CFP の実施は依然極めて難しく、同社が販売する全製品について行うのは現実的に不

可能だと表明している。欧州内の機械メーカーによるCFPの実施例としては、今回取り上げたアイルラン

ド企業の Morphy Richards にとどまる。 

 

CFP については EU の所管官庁である欧州委員会環境総局も、まだまだ初歩的な政策的検討を行っ

ている段階にあることを認めており、域内企業によるベストプラクティスの特定はなされていない。 

 

一方、CFP 以外の環境ラベル44についても、特に EuP エコデザインの見地から見直し作業が行われて

いる。これらラベル取得のために使用される環境情報を、特定のクライテリアに基づきラベルを付与する

かどうかの判断材料とした上で、その結果をEuPプロセスの準備作業などで使用している。このEuPエコ

デザインプロセスとエコラベルのクライテリアの改訂作業を通じ、各種ラベルの統合作業が行われている。

欧州委員会は、これまでに実施した LCA ベースの EuP 関連調査によって、既存の EU エコラベル「フラ

ワー」のクライテリアの見直しあるいは現在エコフラワーがカバーしていない製品についてのクライテリア

を作る作業を行っている。CFP の今後の検討も、こうしたクライテリアに関する作業の中で行われる可能

性が高い。 

 

                                                  
44 欧州には、EU の自主的なエコラベル「フラワー」、北欧の「スワン」、ドイツの｢ブルーエンジェル｣、TCO エネルギー消費

ラベル、電化製品向け「エネルギースター」、フォーレストスチュワードシップカウンシル」など数多くのラベルが環境影響の

情報開示に使用されている。 



 81

EU の「フラワー」は、北欧の「スワン」、ドイツの｢ブルーエンジェル｣と比較し、これまでのところ成功し

ているとはいえなかった。カバーの対象となる製品が限定され、企業側もメリットをあまり認めないことか

ら普及が進んでいなかった。従って、こうしたラベルを も有効に活用している企業事例を特定すること

も難しい。しかし、欧州委員会担当者によれば、上記のような動きが進むにつれ、 近は企業による申

請数もすれ、対象製品範囲も増えつつある状況だという。 
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第四章 欧州における環境経営手法の特徴と先進事例  

 

本章では欧州固有の「環境経営」手法あるいは欧州企業の環境CSRにおいて特徴的な取り組みなら

びに先進的な事例を紹介する。具体的には、環境ソリューションビジネス、マテリアル・フロー会計、環境

経営管理手法の「エコプロフィット」、グリーンマーケティングの4分野の先進事例に注目する。 

 

１ 環境ソリューションビジネスの先進事例 

  

顧客のトータルニーズに合わせ、先行技術にノウハウを加えてシステム化した欧州企業による環境ソ

リューションビジネスの先進事例として、スウェーデンSKF社の取り組みを取り上げる。 

 

１-１ ベアリング業界の特性‐製造からサービスへ 

ベアリング（軸受）は、機械の回転部分の摩擦を大きく低減させる機能を持つ部品として、自動車、一

般機械、電気機械など多岐にわたる分野の必需品となっている。ベアリングの形番は約 2 万種といわれ

ているが、自動車産業や農業機器などで使用されるような大量生産品目向けの品種数は全体の約 10%

であり、逆に風力タービン・鉄道・航空・一般機械等の産業機械向けの多品種少量品種数が 90%を占め

る。45ベアリング業界は、技術革新が進む中、過剰供給状態による世界的な業界再編が行われてきた。

近は、世界的な CO2 の排出量削減の動きに伴う風力発電用ベアリング、あるいは資源需要の高まり

を受け鉱山開発用の大型建設機械や鉄鋼プラントなどといった高度技術を要する産業機械向けベアリ

ングが欧州やアジアで高水準の需要を維持し続けている。46  

 

2008年の世界的ベアリング需要を見てみると、この産業機械向け市場が40%、自動車産業向けが30%

であり、残りの 30%はアフターマーケット（修理・補修）である。アフターマーケット市場は、付加価値ビジネ

スであり安定した高い収益率が確保できるため、日系企業（日本精工、NTN、ジェイテック、不二越）も含

め、これまでの単なるメーカーからサービスプロバイダーへの転換が進められている。 

 

世界のアフターサービス市場は、世界各国にサービス拠点を敷く業界トップの SKF、第 2 位のシェフ

ラーグループの INA47がリードしている。各社は、顧客のメンテナンスコストと必要とされる手間を極限ま

で下げ、且つ顧客の環境負荷を低減するようなサービス内容とするなど工夫を凝らしている。例えば、

INA は、メンテナンスコスト削減につながる部品統合による部品点数の削減を環境ソリューションと位置

づけ、世界 50 カ国の 120 拠点を通じこのサービスを提供している。他方、SKF は顧客の環境負担低減を

サポートする測定サービスを提供し、メンテナンスを含めた総合的コスト・環境提言型ビジネスに転向し

ている。  

                                                  
45自動車には 100－150 個のベアリングが使用されるが、風力タービンでは 1 基につき 20-30 個の大型ベアリングが使わ

れる。 
46例えば、中国政府は、11 次計画（2006－2010 年）において 2010 年までに年間生産量を 80 億個、年間生産額にして 840

億元（約 1 兆 3188 億円）を目標にしており、なかでも「乗風計画」により大型風力タービンの国産化率を 2010 年までに 70%

に 2015 年には 100%に引き上げる計画である。 
47 シェフラーグループは INA、FAG、Luk の 3 社で構成され、このうち INA と FAG が産業機械向け製品を取り扱っている。 

同グループの産機部門は、ヘビーインダストリー、プロダクションマシナリー、パワートランスミッション＆レイルウエイ、コン

シューマープロダクツの 4 つの領域に分けられる。 
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１-２ ベアリング製品に期待される環境負荷軽減と付加価値サービス 

こうした環境・メンテナンスを焦点としたベアリングメーカーの戦略の背景には、特に工作機械や半導

体製造装置メーカーなどの顧客企業が「メンテナンスフリー」を強く求めているという事情がある。軸受や

直動機器に利用され、廃棄物処理が困難な消耗品（潤滑油や潤滑剤）関連のメンテナンス(補給)を不要

にするという要求である。 

 

潤滑油や潤滑剤は、近年、廃棄物発生防止・リサイクル・リユース規制の強化が進んだことから、コス

ト負担増を回避しようとする企業ニーズが増している。EU では廃油処理指令（75/４３９/EEC）により、使

用済み潤滑油を含む廃油は優先して潤滑油基油に再生することが加盟国に要求されてきたが、2008 年

12 月に採択された改正廃棄物指令（Waste Framework Directive、WFD）により、廃棄物処理 5 段階の優

先事項（廃棄防止＞復元再生＞再利用＞その他の再生＞廃棄処理）が明確に規定された。48 EU 加盟

国は、2010 年 12 月 12 日までの同指令国内法化期限までに、廃油の回収方法やコスト分担、廃油の国

外輸出に関する規制などの整備を行うことになっている。同新指令の実施により、現在 EU27 カ国の潤

滑油年間需要 5,700 万トンの 8%（50 万トン）に留まる再精製廃油の割合を 23%に高めることができるとい

う試算もある。49 このため、コスト負担を軽減したい顧客企業は、潤滑油の補給をゼロにしたメンテナン

スフリーを求めているのである。日本国内でも潤滑油のリユースも含めた 3R 再資源化法改正が準備さ

れており、潤滑油・グリースを 小限にしつつ潤滑性・耐久性を維持できる軸受製品を求めるニーズは

世界的なものと言える。 

 

１-３ SKF の環境付加価値サービスの概要 

以上の業界特性と環境ソリューションを求めるニーズの中、SKF は以下のような取り組みを行ってい

る。 

 

同社は 1907 年に設立されたスウェーデンを本拠地とする世界トップのベアリングメーカーである。

2007 年末現在、世界で利用されるベアリングの 6 個の内 1 個が同社製であり、アフターマーケット市場に

おいても、世界中に広がる販売網を武器にトップの座を維持している。 

 

SKF の環境ソリューションビジネスの 大の特徴は、自社の環境負荷低減及び財務パフォーマンスの

向上と顧客への付加価値提供が完全に一体となっていることである。つまり、顧客側の生産効率の向上、

環境負荷の低減、メンテナンスの軽減といったソリューションの提供によって当該業界固有の課題を深く

認識することが可能となり、それがデザイン・企画段階からのより付加価値の高いメンテナンスフリー製

品の開発と確実な販売という成果を生み出しているのである。2008 年の営業利益 80 億クローネ（SEK）

の 40%を占めるサービス部門の営業利益率は 14.6%であり、同社の収益を牽引する役割を果たしてい

る。 

                                                  
48同廃油処理指令（75/439/EEC）は既存の廃棄物指令（2006/12/EC）と有害廃棄物指令（91/689/EEC）とともに新指令

に置き換えられた。 
49廃油再精製企業のプラルベ・ホールティング GmbH のハートマン CEO による 2009 年 2 月開催の ICIS World Base Oils 

and Lubricants Conference での発言。 
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同社は、1998 年に業界では始めてグローバルベースで ISO14001 認証を取得しており、地理的、経済

的、社会的条件と関係なく、世界の生産・技術・エンジニアリング・ロジスティック拠点が同一の環境パ

フォーマンス基準でモニターされる仕組みを敷いている。2008 年末現在、SKF グループ認証の対象は 28

カ国にまたがる 90 拠点に渡る。同社がグループ認証で先行した理由は、80 年代から推進してきた米国・

アジア・欧州の 3 極均等生産体制にともなうリスク管理及び組織改革と無関係ではない（組織改革と環

境ソリューションとの関係については後述）。 

 

同社は、顧客の環境負担低減をサポートする測定サービスを提供し、メンテナンスを含めた総合的コ

スト・環境提言型ビジネスを推進している。同社のWebベースのソフトウエア「顧客エネルギー・環境分析

アプリケーション（CEEA）」は、顧客の潜在的なエネルギー節約に向けた「オポチュニティー（機会）・マッ

プ」を作成し、顧客の業務目的や業績目標に合わせて優先順位を付け、エネルギーの節約率、回収期

間、コストの 3 項目を明らかにするものである。また、同社は、ISO 標準の製品に比べ 30%以上エネル

ギー消費を低減できる「エネルギー効率化ベアリング」を業界に先駆け開発し、2007 年 10 月-12 月期か

ら生産を開始している。こうした顧客の付加価値向上戦略と製品グリーン化に特化したことが評価され、

第 4 回インド自動車アワード 2008 ではグリーン・メーカー賞を獲得50、また、北京オリンピック向け風力

タービン（中国の金風（Gold wind）向け）33 基に同社製の単列円筒ころ軸受が選定された。 

 

以下、同社が 2005 年に策定した環境ソリューションビジネスを支える事業理念「BeyondZero™」とその

基幹サービスとなる「コンディション・モニタリング・システム（CMS）」、「プロアクティブ・リライアビリティー・

メンテナンス（PRM）」、「アセット・エフィシェンシー・オプティマイゼーション（AEO）」の 3 分野に及ぶ実際

の事業展開の概要を紹介する。  

 

１-４ 事業理念“BeyondZero™とその具体的展開 

SKF は、2005 年、持続可能な企業戦略の理念として、自社活動の環境負荷軽減と同時に自社製品

とサービスにより顧客企業の環境パフォーマンスの向上を達成する“BeyondZero™を立ち上げた。 

 

メンテナンスと環境ソリューションを同時に提供するための主なツールとしては、以下表 1 の通り、コン

ディション・モニタリング・システム（CMS）、プロアクティブ・リライアビリティー・メンテナンス（PRM）、そして

包括的なアセット・エフィシェンシー・オプティマイゼーション（AEO）がある。 

 

表１ 顧客ニーズ分析のためのエネルギー・サスティナビリティー・ツール 

CMS 

振動分析装置メーカーとして、顧客企業の工場の予期せぬ稼動停止による生産ロスを未然防止するため

に開発したシステム。CMSはメンテナンスの必要性を判断するために機械の調子をモニターできる。振動

分析、油成分分析、地温計測の技術と蓄積されたデータに基づきセットされたモニタリングのパラメーター

により、問題の生じる機械を故障する前に修繕可能な段階で探知する予防的ソリューションである。 

洋上風力発電などのアクセスが難しい機械の運営や移動生産施設に対しては、ワイヤレス・オンライン・

                                                  
50インドで自動車業界の優良企業を評価し讃えるために 2004 年に設立され、2008 年の二輪車メーカー賞と自動車メー

カー賞はそれぞれバジャジ・オートとマルチ・スズキが受賞している。 
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モニタリング・システムというサービスを提供している。オンライン・ディテクション機器も販売しており、振

動、温度、速度などを瞬時に伝達できるため、24時間メンテナンスサービスが可能となる。 

サービスメニューとしては、SKFのスタッフを派遣したオンサイト・モニタリング、顧客企業のエンジニア研修

を含むサービス、オンラインのトラブルシューティングなどが提供されている。 

PRM 

メンテナンス戦略の継続的な改善を可能にするアセット効率化プロセスである。4段階のステップを踏むこ

とで問題の再発を未然に防ぐことが可能になる。その第一段階は、Predictive Maintenance (PdM) system

のデザインで、顧客工場の振動分析、ベアリングのモニタリング、潤滑工程のデータに基づき作成される。

第二段階は、修正メンテナンス・アクションを断定するための診断プログラムとルート・コーズ解析である。

第三段階は、顧客と共同で開発した主要パフォーマンス指標（KPI）による測定である。第四段階は、全工

程にかかるコストを含めたマネージメント・レビューである。この継続的改善メニューにより顧客は自社特

有のPRMを構築することができる。 

AEO 
顧客の 大限の工程フローの効率性と職務の効果性を両立させた資産管理を可能にするソリューション

である。仕事を回す従業員の仕事フローにメンテナンス戦略が統合されるようにデザインするところが特

徴。その全工程は図1を参照。 

 

下記の図１は、AEO を前述の CMS と PRM との関係で示したものである。 
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図 1 アセット・エフィシェンシー・オプティマイゼーション（AEO）™ 

    

                      出所：SKF 

 

顧客のエネルギー効率の向上、製造プロセスの改善は、SKF Documented Solutions Program という

ソフトウェアで省エネの定量値を記録することが可能となっており、顧客が別工場で同様の省エネを達成

できるように促している。従って、同社ソリューションを利用することにより、摩擦の削減効果、潤滑油漏

れ防止、鉄スクラップや有害物質及び潤滑剤の使用量の削減実績を実感できるだけでなく、利用すれば
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するほど低コストのメンテナンスが可能になるようにデザインされている。表 2 は、同社ウェブサイトに紹

介されている幾つかの環境ソリューション事例をピックアップしてまとめたものである。この事例からも、

サービスを受ける顧客が定量的に効果をボトムラインにおいて実感し、それを客観的に開示することが

できるようになっているといえる。 

 

表2 同社のソリューションを利用した定量的効果の事例 

生産性向上 市場投入タイム短縮 エネルギー効率向上 メンテナンス軽減 
オプティマル    

デザイン 

食品企業 

グリースの注入の

ために16週ごとに

26時間のメンテ作

業が必要だった高

温オーブンのベアリ

ングに、グリースフ

リーの耐熱デザイン

品種を投入した結

果、年間オーブン一

基につき6万ユーロ

のコスト減を達成。 

水上バイク製造者 

海水・高熱エンジン

オイル・振動に耐え

られるドライブシャフ

トのシールを必要と

する水上バイクメー

カーが、同社のベア

リングとシール知識

を応用したプラグユ

ニットを確保して、前

製品より低コスト・高

パフォーマンス機種

を提供。 

自動車工場 

平均的な自動車工

場では300のロボット

が12億個のスポット

溶接を行うが、空気

圧 式 ア ク チ ュ エ ー

ターに多大なエネル

ギー消費を伴う。同

社のエレクトロ・メカ

ニカル・アクチュエー

タ ー に よ り エ ネ ル

ギ ー 消 費 を 90% 削

減。年間1億3,500万

ｋWｈの削減量は、ス

ウェーデンの1,400世

帯の消費量に匹敵

する。 

化学製品製造工程

度重なるファンの停

止により、ファンごと

に6,000ユーロの修

理費、一時間の製造

停止によるロス3万

2,000ユーロが生じて

いたが、同社の原因

解析とPRMにより顧

客工場の生産性は

向上し、メンテナンス

軽減がしたことによ

り、年間200万ユーロ

の経費節減を達成。

病院 

約150のモーターファ

ン を 導 入 し た 病 院

で、年間3－4回の停

止のため、取替えコ

ストとメンテのコスト

が モ ー タ ー に つ き

400ユーロ。同社の

分析により無段周波

数変換器から生じる

浮遊電流がベアリン

グを破損しているこ

とが判明。同社のハ

イブリッドベアリング

とセラミックボールを

利用した結果、年間

1万1,000ユーロのコ

スト削減を達成。 

製紙工場 

予期せぬ機械故障

と不良品による収

益ロスに悩まされて

いたところ、同社の

製造工程アセスメン

トと原因解析を行う

PRMにより、機械停

止 タ イ ム を 70% 削

減、品質ロスを30%

削減。 終的に生

産プロセスにおける

 エアバスA380 

世界 大の旅客機

には、10－15%の運

行距離の拡大、燃費

改善、温暖化ガス排

出量削減などの課題

があったが、同社の

軽量ティタニアム・ギ

ア、スピードブレーク

やコックピット摩擦ユ

ニットのアクチュエー

ター、金属棒の利用

製紙工場 

年間100時間にも及

ぶ予期せぬ機械停

止が生じていた製糸

工場で、同社からリ

ライアビリティー・エ

ンジニア、潤滑方法

エンジニア、メンテナ

ンス技師が派遣され

製 造 工 程 にお け る

AEOを行った結果、

ベアリング・シール・

風力タービン 

従来型風力発電機

は軸やメインシャフト

と2つのベアリングな

ど か ら 構 成 さ れ る

が、重量と摩擦ロス

が問題。同社は風力

発電機とギアボック

ス企業と共同でこの

シャフトを不要化。コ

ンピュータソフトを使

いギアボックス内に
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故障防止システム

により96万ユーロの

売上げプラス効果。 

などにより、40%の重

量軽減を達成。 

潤滑剤のサプライと

在 庫 管 理 、 多 数 の

CMSの導入、顧客ス

タッフ研修を含む包

括的メンテナンスソ

リューションを提供。

特殊二列テーパベア

リングをデザインす

ることに成功。摩擦

の抑制によりパワー

ロスを削減。 

 

１-５ 組織改革戦略と環境ソリューションの関係 

後に、SKF が提供する環境ソリューションを組織改革の観点から見てみたい。現在のスウェーデン

国外の売上比率は 95%以上、従業員 4 万人のうち、スウェーデン人は 10%に留まる。これは、1970 年代

から同社が生産と販売のグローバル化を推進してきたことの表れであると同時に、顧客側のグローバル

化に伴うリスク管理として、IT を活用し生産と顧客データに関するコミュニケーション網を確立して来たこ

とに起因する。この IT 戦略により、顧客オーダーを生産計画にリンクさせたバリューチェーンが構築され

た。適材適所で生産し、 寄の顧客に 短のリードタイムで納品するためのコスト管理が可能となった

のである。IT により顧客データの連絡が瞬時にどの生産地にも届くことにより、生産から納品までのリー

ドタイムの短縮を可能にした。このように材料、部品の工程管理に IT を活用したことで材料・部品の品

種・形番のグループ内の流れが把握できるようになった結果、ISO14001 をグループ全体で取得するに

至った。 

 

従業員の徹底した現地化と世界レベルでのオペレーションのスタンダード化を行った結果、SKF は世

界拠点のどこからでも同一の顧客サービス事業を展開できる体制が構築された。1990 年には、「新マテ

リアルフロー・コンセプト（New Material Flow Concept、NMFC）」と呼ばれるグローバル事業展開を繋ぐ共

通システムが導入されている。これは、一事業所で一部品の製造を行って世界の顧客に販売するという

規模の経済に基礎においた従来の製造方法から、どの事業所でも一製品を材料から製造し顧客に も

近い事業所が販売するという組織改革を伴うシステムである。  

  

この改革により、顧客オーダー・生産・在庫管理フローはグローバルに規格化された。それ以上に重

要なのは、この統一マテリアル・フロー規格が各事業所におけるローカルの顧客のニーズに合わせた柔

軟な開発・生産活動をもたらしたことである。これは、顧客との擦り合わせ過程を経る多品種少量生産で

ある産業機器向け大型ベアリングの生産にとって極めて重要な意義を持つ。IT 戦略や工程フローの規

格化を進めた一方で、アフターサービス市場で必要不可欠な営業メンテナンス関連のエンジニアと開

発・製造関連の職人同士の意思疎通を育んできたことも、こうした革新的な生産開発やサービスメ

ニューの充実に寄与したとみることができる。 

 

２  欧州企業によるマテリアルフローコスト会計への取り組み 

 

マテリアルフローコスト会計(以下、MFCA)に対する企業の取り組みは、通常、マス・バランスと環境パ

フォーマンス指標への取り組みを実施して、環境/サステナビリティ・レポートでこれらデータを公表すると
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いう対応にとどまる場合が多い。こうした企業は、廃棄物は廃棄される物質の原価を含むものだという

MFCA の主要コンセプトは理解するものの、これをモニターする社内情報システムを構築するには至って

いない。 

 

また、経営管理手法として MFCA を位置づける欧州企業の数も極めて限られる。そうした企業であっ

ても、通常は、プロセスやコストセンターレベルよりも企業全体レベルに関する情報システムの方が優れ

ているため、企業レベルで実施することが多い。しかし、欧州企業のほとんどはこの結果を公表していな

い。IMU51が開発したコストコンベンションアプローチを適用したドイツ企業と日本企業以外の企業事例は、

全く公表されていない。52すなわち、マテリアル・フローをモニタリングする欧州企業は多く、投資査定の

ためにマテリアルロスを測定するところもあるが、環境/サステナビリティ・レポートでは一切公表されな

いのが実態である。 

 

環境管理会計は、マテリアル・フロー・バランスの評価が出発点となる。特定の会計年度をシステムバ

ンダリーとして区切り、物量単位と金額単位の両面から評価が行われる。マテリアル・フロー・バランス

シート作成の第一段階として、細かいデータ収集の代わりに、大まかな全体像の分析のみが行われるこ

ともある。 

 

MFCA に関する国際スタンダード（ISO 14051:CD, 2009）を現在検討中の ISO は、MFCA を「物量・金額

単位で、工程や製造ライン上のマテリアルのフローとストックを計測するシステム」と定義している。

MFCA は、マテリアルやエネルギー、水の消費を相対的に減らす為に、マテリアルの生産性を高めるた

めの手段である。工程や製造ライン上でのマテリアルの生産性を高め、その結果環境への影響を低減

するのである。また、企業内のマテリアル在庫のフローと量を物量単位（重量、容積、体積など）で計測し

た後、発生した製造コストに基づいて金額単位の評価を行う。この意味で MFCA は環境管理会計の一種

と位置づけられ、欧州では、企業が環境保全と経済的利益を同時達成するための有効な手段となると

考えられている。 

 

                                                  
51 独経営環境研究所（Institut für Management und Umwelt） 
52 そのため、本稿は、この分野の専門的研究者である環境管理経済研究所 IOEW（ウィーン）所のクリスティーヌ・ヤッ

シュ(Christine JASCH)博士とのインタビュー内容に基づく。同博士は、Environmental and Material Flow Cost Accounting, 

Principles and Procedures,Series: Eco-Efficiency in Industry and Science , Vol. 25 , 2009, Springer を出版。ヤッシュ博士

によるこの新著は、個別各社の情報開示が制限されているという問題があるため標準化の観点からアプローチしている。

例えば、オーストリアには IMU アプローチを採用する企業や企業レベルで IFAC/UNDSD アプローチを開始した企業も数社

ある。しかし、そうした企業に対しコスト分布を公表することを求めても受け入れられないという。同博士は、2005 年に国際

会計士連盟向けに環境管理会計のガイダンス文書を作成、この下敷きとなった国連持続可能開発部に提出された環境

管理の原則と手続きに関する刊行物も発表。いずれも、MFCA（マテリアルフローコスト会計）の基本概念の明確化を意図

したもので、企業の内部管理と情報収集や公開基準の発展に焦点を当てた数々の事例研究に応用されている。 
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 環境管理会計とマテリアル・フローの考え方 

 

 

２-１ 欧州企業の取り組み 

 

欧州企業による MFCA に対する取り組みは、通常下記のような 4 つのレベル(段階)53に分かれる。欧

州企業の多くは、通常第 1 レベル（マス・バランスと環境パフォーマンス指標）を実施し、環境/サステナビ

リティ・レポートでこれらデータを公表するという対応にとどまる。こうした企業は、廃棄物は廃棄される物

質の原価を含むものだという MFCA の鍵となるコンセプトは理解するものの、これをモニターする社内情

報システムを構築するには至っていない。ただし、次章で扱うエコプロフィット（Ecoprofit）のようなマテリ

アル・フローや廃棄物の流れのモニタリングあるいは算定結果を検討するための関連プロジェクトに参

加する企業は多い。 

 

（1） 第 1 レベル 

通常の財務会計システムに加え、物量面のインプットとアウトプットを可能な限り適合させながら測定・

                                                  
53 ４つの MFCA 適用レベルは、どのレベルで何が公表され、どこでは公表されないかを基準に便宜的に分類されている。 

環境管理会計は、物量単位（エネルギーや水、原材料や包装などのマテリアル、廃棄物の使用やフロー、 終

処理に関するデータ）と金額単位の二種類の情報に基づく企業の経営管理ツールである。特に物量情報が重

視されるのが特徴。なぜなら、（1）エネルギーや水、その他マテリアルの使用やその結果生み出される廃棄

物・排出物は企業活動による環境影響の多くに直結、（2）企業の多くはマテリアル購入費が出費全体の大半を

占める、からである。 

金額単位の財務情報も、環境コストの実態を様々な角度から示す。マテリアルに関連する諸費用や環境保全

のための費用がその例。物量にも、金額にも、国連の環境管理会計専門家作業部会はそれぞれ固有の重要

性を認める立場を表明している。同会の定義によれば、環境管理会計とは、広く「企業内部の意思決定のた

め、物量/金額の二種類の情報を認知し、収集し、分析して使用する」ことである。 

企業が物量的側面から環境管理を行うにあたっては、あらゆる物理的なインプットとアウトプットを追跡調査す

ることになる。エネルギーであれ、水であれ、他の材料であれ、全て計量する。企業活動に投入され、そこから

出てくることになる全てのエネルギー、水、マテリアルや廃棄物を扱う会計は、通常マテリアル・バランス、イン

プット・アウトプット・バランス、マス・バランスもしくはエコバランスなどと呼ばれる。この概念は、欧州では（特に

ドイツやオーストリア）1980年代に普及し、少なからぬ企業によって実践されてきた。 

多くの企業は、エネルギーと水のバランスについては、他のマテリアルのバランスと区別して算出する。「バラ

ンス」という言葉が表すように、物量面のあらゆるインプットがアウトプットと同じになる。このアウトプットには、

物量的な製品、廃棄物、排出物が含まれる。マテリアル・バランスに求められる精確さの程度は、情報収集の

目的や収集可能データの種類や量など、条件によって異なる。 

マテリアル・インプットには、企業が投入する、あらゆるエネルギーや水、その他マテリアルが記される。一方、

アウトプットとしては、企業活動から出される製品、廃棄物やその他の物質が全て計上される。製品としてのア

ウトプット（Product Output）以外のアウトプットは全て、製品以外のアウトプット（Non-Product Output、NPO）と

される。この定義によれば、エネルギーとマテリアルを使用しながら、何ら物量的な製品を産出しない、運輸や

その他サービス業の企業は、投入されるエネルギーや水、マテリアルは全て、NPOとして出て行くことになる。 



 91

記録する段階である。MFCA に対する取り組みの出発点となる取り組みであり、多くの欧州企業が行っ

ている。次章で紹介するPREPAREやEcoprofitツールやEMAS規制の中核的要素であり、環境パフォー

マンス指数に関する規格 ISO 14031 にも盛り込まれている。インプット/アウトプットの物量を測定する際、

以下の内訳に分類される。 

 

表１ 物量マテリアル会計 インプットとアウトプットの種類 

マテリアル・インプット 

原材料、補助材料、包装 

機材 

水 

エネルギー 

製品アウトプット 製品（包装含む） 

製品以外のアウトプット 

廃棄物 

排水 

排ガス 

        

欧州企業の多くは、マテリアル・フローのインプット/アウトプット分析を、前年度決算書の勘定表の検

討作業から始めている。ある特定の期間に調達された原料、補助材料、機材や、廃棄物、修理、保険、

輸送コストを全体的に（金額銭面から）把握するのである。利益や損失の全勘定を一つ一つ点検し、そこ

に何らかのマテリアル・フローの軌跡がないかがチェックされる。人件費はマテリアル・フロー・バランス

に含まれないが、もっと後の環境管理会計を評価する段階で加味される。 

 

前年度の決算書というブラックボックスから作業を始めるのは、ほとんどの企業が往々にしてこれ以

上の情報システムを持たず、また、工程やコストに関する情報を（会計書類から）十分には引き出してい

ないからである。特に、中小企業にはこうした傾向が強い。 

 

1980 年代にエコバランスが登場した時は、ドイツ語圏の企業がインプット＝アウトプット分析を含めた

環境報告を発表し始めた。しかし 1995 年の EMAS 規則施行にともない、企業の報告は環境ステートメン

トへと移行した。そこでは各々の環境パフォーマンス尺度を記すだけで、もはやインプット＝アウトプット

は重視されなかった。GRI によって指標システムが開発されたことで、マス・バランス方式は企業の外部

報告から漏れるようになったのである。それでもなお、EMAS や GRI の普及により、物量マテリアル会計

向けの情報が以前よりも格段にアベイラブルになり、MFCA の次の段階に進むことが可能となった。 

 

（2） 第 2 レベル 

製品と製品以外のアウトプットを区別し、その上で廃棄物のコストには処理費用だけでなく、無駄に

なってしまった投入マテリアル（NPO）の価格も含まれていることを認識する段階である。このコンセプト

はドイツ語圏で 20 年来注目されてきたもので、今では MFCA に取り組む欧州企業によって広く理解され

ている。 

 

IFAC の環境管理会計ガイダンス文書において、主たるコストの種類は以下の表の通り整理されてい

る。また同文書によれば、マス・バランスが環境管理会計の出発点だが、既述の通り、そこでは製品アウ
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トプットと製品以外のアウトプット（NPO）が区別されている。 

 

表 2 MFCA と環境管理会計におけるコストの分類 

マテリアル・フロー関連コスト 
1 製品アウトプットのマテリアル・コスト 

2 製品以外のアウトプット（NPO）のマテリアル・コスト 

環境保全関連コスト 
3 廃棄・排出物の管理コスト 

4 予防及びその他の環境管理コスト 

 

企業の環境コストに NPO の調達価格を加えることで、全体コストに占める環境コストの割合は増加す

る。しかし、これは環境対策にかかる高額なコストを明らかにするのが目的ではなく、むしろ節約効果の

余地があることを強調するための作業である。このため「どのコストが」「何のどれだけの割合が」環境関

連なのか、エネルギーは NPO に入るのか、またそれはどの程度かなどはあまり注目されない。マテリア

ルやエネルギーのフローからみると、環境への取り組みは、自然に対して影響を及ぼすだけでなく、音・

臭い・汚染などの近隣環境や従業員の健康や安全にも関わる。また、事故などによって従業員や自然、

近隣の住民が被るリスクの軽減に貢献できることが明確になる。 

 

実際に、各種コストの中から環境コストを特定する作業は難しい。例えばコスト、マテリアル効率性に

優れる環境対応型技術の環境コストをはじき出すことは容易ではない。一般的に、環境汚染防止だけを

目的とする投資は、往々にして管末（end-of pipe）技術であって、問題を本質的に解決するのではなく、

むしろ汚染を移し変えているだけのことも多いからである（例：大気から土壌へ、あるいは水へ）。このよ

うな取り組みは、コストがかかるだけで効率的な環境効果は望めない。 

 

重要なのは、経営上の意思決定の際に、関連する主要コストを全て漏れなく確実に考慮することであ

る。既述の IFAC ガイダンス文書が、環境関連総コストとして、2（製品以外のアウトプットのマテリアル・コ

スト）、3（廃棄・排出物の管理コスト）そして 4（予防及びその他の環境管理コスト）を盛り込んでいるのも

このためである。これこそが、企業の環境管理者が対応すべきものであり、汚染予防やマテリアル/エネ

ルギーの効率向上の取り組みで低減されるべきコスト問題である。 

 

（3） 第 3 レベル 

環境関連コスト評価と企業内のマテリアル・フロー・バランス評価の後、会計帳簿の検討作業から社

内の製造プロセスのデータに取り組む段階である。 

 

このレベルでは、エンジニアリング工程でのマテリアル・フロー（固体・液体・気体）のインプットとアウト

プットの量を記す工程フローチャート（Process flow chart）を作成することによって、その企業の工程の内

実を把握し、そこから損失や漏出、浪費といった流れの源を突き止めることが可能になる。このチャート

作成作業には、生産の一つ一つの段階を詳細に検討する必要がある。またインプット＝アウトプット分析

の形式をとるが、専門的なサンキ（Sankey）ダイアグラムで表されることもある。 

 

実際には第 3 レベルが、第 2 レベルを実施する前の段階で、プロジェクト単位で行われることが多い。
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しかしそれは、ある特定の汚染の予防や投資の一形態として行われるものであり、社内のマテリアル・フ

ロー全体を恒常的に監視するためではない。例えば、Ecoprofit や UNIDO クリーナー・プロダクション・セ

ンター54などの汚染予防事業やツールあるいは PIUS アプローチが意図するのは原材料の効率性である。

Ecoprofit などはコストと排出物の低減を実現した投資成功事例を強調する。 

 

工程フローチャートは、技術的情報をコスト会計データと組み合わせるために用いられることがよくあ

る。この作業は年度単位で行われるが、それだけでなく、ある特定の生産単位や、機械装置もしくはコス

トセンターに焦点を絞ることも可能である。その場合、トータルして総計で年度会計とすることになる。 

 

このレベルでのマテリアル・フロー分析は、基本的に技術者が担当することになる。しかし部門間の意

思の疎通が不十分なために技術データと財務簿記のデータが調和しないことが多い。このため収集

データは、コスト会計システムとの整合性を保証するべく照合作業が行われる必要がある。こうした整合

性のチェックがあれば、様々な可能性を 大限に高め、環境会計における主要ツールとなりうる。工程

エンジニアリングと財務会計との間の一貫したデータ情報交換システムの存在が、効率的な生産管理に

は欠かせなくなる。 

 

図 1 工程フローチャート ブラックボックスの中身 

  

企業全体のフローを、いくつかのコストセンターに分類して、あるいはさらに個別の生産設備にまで分

けることで、より詳細な技術的改善のための選択肢を検討することが可能となる。さらにコストの原因を

究明することも出来る。一貫してキログラム単位でマテリアルの量を記録して行く作業には細心の注意

が必要で、特に以下の 3 点が重要となる。 

 どのコストセンターが、どれだけのマテリアルを加工してきたか。 

 マテリアル・インプットを、さらに、生産ラインや特定の機材に分類することは可能か。 

 結果として出てくる排出物や廃物、廃棄物は、どの位の量か。コストセンター別、製造  ライン

別、機材別といったように、出来れば分類して産出する。 

                                                  
54 参照 UNIDO Cleaner Production Centres http://www.unido.org/index.php?id=o4460 

  

インプット 

製品 

廃棄物 

廃水 

排出 
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汚染予防、UNIDO クリーン・プロダクション・センター、PREPARE などのよりクリーンな生産を目指すプ

ロジェクトは、工程レベルに主たる焦点を置く。工程レベルに関するデータも、製品毎の更なる分析を深

めるのに必要な情報となる。コストセンター毎の財務分析と技術面からの注目の双方のシステムバンダ

リーが関連しあっていることが、極めて重要となる。コストセンターからのデータと工程フローチャートから

のデータの整合性を確保するために、原価計算に基づく活動と MCFA の手法が開発されたといえる。こ

うした分析を社内の環境管理プログラムの中で行う欧州企業は多いが、その殆どは公表されていない。

継続的な分析システムとして定着している例も殆どなく、多くはプロジェクト単位の調査にとどまってい

る。 

 

（4） 第 4 レベル  

この段階で IMU が開発したアプローチによって実際の原価とロスの分離が行われる。 

 

既に前段階でマテリアル・インプット・コストが物量フロー（とそれに付随するロス）をベースに、製品と

NPO に分けられ、それらのデータを基にしたプロセスの 適化が可能な状態になっている。しかし、IMU

はさらに MFCA を追求し、一貫性のある原価計算・プロセス監視システムを企業全体に導入することを

求めている。ここでは、コストセンター或いはさらに細かく分類された工程レベルで、アウトプット製品と

NPO にマテリアル・コストと廃棄コスト、システムコストが付け加えられている。 

 

そもそも MFCA は企業レベルを出発点とすることが重要であり、その後合理的・可能な限り各製造工

程やコストセンター、特定のプロセスに細かく落としていくべきである。或いは納入される製品から消費者

への製品配分まで、付加価値連鎖に沿ったマテリアル・フローへ対象を拡大させることも可能だ。その場

合、ロジスティックチェーンにおいて、環境・経済的にも望ましくないとされる NPO（固形廃棄物、廃水、排

ガス）が発生する全てのマテリアルロス（返品、廃棄、塗装剥げ、期限切れや欠陥品の破棄など）も査定

対象となる。 

 

少なくとも IMU によるケーススタディを除いて欧州では、標準会計手続きとしてこのコストセンターレベ

ルでこの原価の分類を実施した企業は見当たらない。この事実を元にヤッシュ博士は、ISO 14051 普及

には、柔軟性と、企業レベルでの取り組みから始めることが重要だとし、各プロセスレベルでの取り組み

は必ずしも求めないと主張している。また原価分類にもやはり柔軟性が求められると強調している。 

 

ヤッシュ博士によると、コストセンター或いは工程レベルで情報システムに組み込んだ MFCA は、以下

の点においてのみ有効だとしている。 

 経営支出におけるマテリアル･コストの割合が 30%以上 

 さまざまな代替生産工程が存在する 

 コストセンターの会計を元に製品価格が算出されている 

 

基本的に製品が閉鎖的な工程で製造されているセクター（ビール工場、製紙、エネルギー産業など）

の場合、各コストセンターや生産プロセスでの大規模マテリアル･フローの追跡を随時行う必要はない。
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これらセクターの MFCA は、年間ベースで企業単位の査定を行い、これに特定のプロセスやプロジェクト

のデータを追加し補正するだけで十分と考えられている。 

 

（5） ムーラウアー・ビアー社の事例 

オーストリアのムーラウアー・ビアー（Murauer Bier）社は、約 150 名の従業員を抱えるビール会社。

1994 年に PREPARE（後述参照）計画に参加、翌 1995 年には、EU の環境管理・監査制度に関する規則

（2001 年）による自主ガイドラインに基づいて、環境管理システム EMS を導入した。同 EU 規則が認め

た 初の企業が、同社だったということになる。以来、ムーラウアー・ビアー社はマテリアル・インプットと

製品アウトプットとに関する絶対指標と相対指標とを用いて、多岐にわたる環境報告を発表してきた。同

社の EMS は、環境パフォーマンス指標（EPI）の広範なシステムで補完されている。リサイクル可能な

ビール瓶で、オーストリアのエコラベルも保有する。国連持続可能開発部 UNDSD や国際会計士連盟

IFAC の EMA アプローチを発展させるための試験的研究にも参加してきた。以下に紹介するデータは、

前年度の環境報告に基づくものである。同社は、物量・金額ベースのデータを用いて、これらの環境パ

フォーマンス指標を出したり、環境管理システム導入以降に達成されたコスト削減額（年単位）を算出し

ている。 

 

広範なパフォーマンス指標と共に、年間の環境総コストが、年単位か一部は月単位で査定される。環

境コストは、財務指標やコストセンターからの報告、作業統計（製品アウトプットとしてのビールの単位当

たりに投入されるマテリアルや、無駄の割合、生産量など）や環境管理（廃棄物の量など）からのパ

フォーマンス指標報告を用いて分析される。しかし、IMU が作成した詳細な原価分離は適用されていな

い。 

 

同社が算出する EPI 絶対値は、あらゆるマテリアル・インプット（百リットル単位の水、キログラム単位

の熱用オイル等）の合計量、EPI 相対値は、製品（ビール）数百リットルに対するマテリアル・インプットの

割合である。 

 

ビール工場から発生する NPO（ガラス、紙、廃水、CO2 やその他排気ガス等）に対しても、同様の EPI

絶対値と相対値が算出されている。同社は年毎に EPI を対比させ、環境パフォーマンスの推移と全体的

な進捗状況を評価している。節約効果は、製品（ビール）百リットル辺りの消費量を 1995 年当時と 2000

年と対比させ、物量と金額それぞれの差異を算出している。右表の EPI は、

同社が 5 年間に渡って行った製造の際の廃棄物抑制の取り組みの成果で

ある。 

 

金額的なコスト削減は、それぞれのマテリアル・インプット別に、1995 年

からの年間調達コスト削減量を示している。これらの努力のお陰で、中規模

企業である同社は 2000 年約 18 万 6000 ドルのコスト削減に成功した。 

 

３ 欧州固有の環境経営管理手法「エコプロフィット」 

 

上水道利用 - 19% 

燃料オイル利用 - 30% 

廃水発生量 - 32% 

洗剤使用量 - 13% 

中和剤 - 25 % 

廃棄物 - 52 % 
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欧州固有の環境経営手法としては、例えば、製造工程の効率化により廃棄物の発生抑制、省資源、

省エネを目指すコンサル手法「PIUS」55が知られている。PIUS は、マテリアル・フロー分析を使って、ムダ

な部分を可視化するというものである。しかし、PIUS はドイツ内の取り組みが中心である。 

 

従って、本稿では、欧州内の予防的環境保護を目指した「PREPARE」56プロジェクトの展開から発展し

たオーストリアにおける「エコプロフィット」アプローチの先進導入事例に注目する。 

 

PIUS とは対照的にエコプロフィットは、以下で詳述する通り、明確な“トレイン・ザ・トレーナー”コンセプ

トやワークショップ セットアップ、表彰システムを伴っており、世界中で試みられた 官民連携（PPP、

public private partnership）アプローチに準ずるものである。 

 

但し、PIUS とエコプロフィットのいずれもコスト効果をもたらす汚染防止の精神が一貫して流れている

点で共通する。  

 

３-１ 「PREPARE」のオーストリアにおける展開 

オーストリアの環境管理は 1980 年代後半に始まり、それ以降クリーナー・プロダクションとマテリアル

フロー・マネジメントの考え方がリンクして展開されてきた。内容的には、ドイツの環境経営経済研究所

IÖW 57）により発展したエコバランスのコンセプトと、米国環境保護庁が打ち出した 3P （Pollution 

Prevention Pays）プログラムのコンセプトを組み合わせたものだといえる。 

 

1990 年代に入り、EU による予防的環境保護へのアプローチ「PREPARE」が、EUREKA（欧州 先端技

術共同体構想）ネットワークを通じてオーストリア国内でも実施された。58PREPARE の主な目的は、技術

革新を促し、社会の各種ステークホルダーに情報、知識やスキルを伝達する一方、各種プログラムやイ

ニシアティブと欧州内あるいは国際的なネットワークを通じて、クリーナープロダクションのアプローチを

広めることにあった。 

 

オーストリア国内における EUREKA プロジェクトを通じた PREPARE の推進役となったのは IÖWと IOEW

（ウィーン）、グラーツ工科大学プロセス工学科である。これら 3 機関が中心となり、 初の汚染防止プロ

ジェクトは 12 社を対象に行われ、それに伴う調査も行われた。 IÖW は当時、「環境管理は、原材料とエ

ネルギーという 2 つのフローのインプットとアウトプットの分析に基づく。簿記やコスト計算、生産計画のよ

うな既存の情報システムと連携することで、包括的な環境情報システムが 導入されうる」と同プロジェク

トを解説している。 

 

このプロジェクトの成果として、米国の「環境パフォーマンス評価（Environmental Performance 

Evaluation、EPE）汚染防止マニュアル」に方法論の改良を加えた、オーストリア独自のマニュアルが作成

                                                  
55 ドイツ語で「製品・製造工程に統合された環境保全」を意味する。 
56 Preventative Environmental Protection Approach in Europe 
57 Institut für ökologische Wirtschaftforschung（独 IÖW/英 IOeW） 
58 このオーストリアにおける汚染防止のためのイニシアティブは、1991 年から 1994 年にかけ、環境科学省を中心に展開

された。 
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された。このマニュアルは、1995 年に EMAS（欧州環境管理監査制度、Eco-Management and Audit 

Scheme）規則と ISO 14001 の要件を組み入れることで、さらに改良されることとなった。PREPARE のアプ

ローチは、主に関連する環境パフォーマンスの改善に焦点をあてた環境管理システムの初期段階を取

り扱うもので、マネジメントシステムへの取り組みはそれほどカバーされていない。企業とコンサルタント

向けのティーチングツールキットについては、1995 年になって追加された。 

 

PREPARE は、総合的なクリーナープロダクションによる汚染防止に焦点をあて、常に経済的なメリット

が収益を得られることを目指してきた。これは、原材料やエネルギー効率と環境負荷低減に関する会計

専門家とプロセス工学を結び付けた学際的なチームによって体系的な組織分析を行うことで達成された。

焦点は、原材料とエネルギーのリソースインプットを如何に上手く管理するかである。それが、廃棄・排

出処理コストならびに原材料の調達コスト削減につながっていく。 

  

３-２ 「エコプロフィット」の発展 

初の12社の国内大手企業を対象としたプロジェクトの後、PREPAREイニシアティブは地域レベルの

取り組みへと移行した。1993 年から 1996 年にかけ、オーストリアのシュタイアーマルク、オーバーエステ

ライヒ、ニーダーエステライヒ、ケルンテン、フォアアールベルクの各州がおよそ 50 の企業とともにこの取

り組みに参加した。  

 

1991 年、グラーツ市環境課とグラーツ工科大学が中心となり、PREPARE のコンセプトに基づきながら

も中小企業向けに簡素化されたアプローチが、「エコプロフィット(Ecoprofit59)」として正式に立ち上がっ

た。 

 

エコプロフィットのアプローチのコアとなる要素は、この取り組みの促進や資金調達に際して地方自治

体を組み込むことにある。目的は、廃棄物処理と原材料、水、エネルギーインプットにおけるコスト削減

である。これらの削減により、企業、団体の環境負荷が自動的に削減される。20人から 100人規模の従

業員を持つメーカー並びに病院、ホテル、その他サービス業企業がターゲットグループである。 

 

当然ながら、たとえ汚染防止プロジェクトが経済的にペイするものであっても、企業を動員するには、

初期段階で地方自治体からの財政的支援が必要となる。一方、環境負荷が著しく逓減すれば自治体に

とっても有益となる。自治体はプログラムの初期セットアップに資金を提供し、コンサルティング料の一定

額を肩代わりする方式がとられることが多い。コンサルタントは、このアプローチの普及の一翼を担うこと

になる。PREPARE ならびにエコプロフィットは、「訓練者を訓練せよ（トレイン・ザ・トレイナー）」のコンセプ

トに基づいているのである。  

 

エコプロフィットの取り組みは、以下の通り、アカデミーでの訓練、基礎プログラムの実施、そしてネット

ワークプログラムという段階を踏む。  

                                                  
59 ：Ecological Project For Integrated Environmental Technology（包括的環境保護に対する総合的なエコロジカルプロ

ジェクト）の略で、独語では Ökoprofit。 
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 初めに、コンサルタントと地方自治体の代表が、ÖKOPROFIT アカデミーでの「トレイン・ザ・トレイ

ナー」プログラムを通じ ECOPROFIT®の手法について訓練を受ける。訓練の中心となるのは、リ

ソースマネジメント、マス・バランスとそれに関連する環境パフォーマンス指標（Environmental 

Performance Indicators、EPI）である。さらに、法令順守やマス・バランスと財務情報システムと

の関係、統合的なクリーナー技術に対する資金調達オプションも訓練科目となる。 

 続いて ECOPROFIT® 基礎プログラムが開始され、訓練を受講したコンサルタントにより習得さ

れた知識が参加企業の従業員へ伝授される。対象は、20 人から 100 人規模の従業員のいる企

業がメインターゲットである。10 から 15 の企業が一つのグループとなり、合同で 8 つのワーク

ショップを受ける。その間、外部コンサルタントの助けを得つつ課題を準備し、パフォーマンス改

善のための環境プログラムをセットアップする。中心となるのは、マテリアル・フローの算定及び

適化による環境パフォーマンスの改善である。 期間はおおよそ一年間。多くの企業が同時に

ISO 14001 を取得した環境管理システムを導入している。  

 参加者間のネットワーク作りに資するため、合同ワークショップを持つ。このネットワークは基礎

プログラム終了後も下記のクラブ活動として存続する。一年後、企業は法令順守、環境パフォー

マンスの改善、環境プログラムへの意欲など目標に応じた監査を受け、自治体からも表彰され

る。 

 ECOPROFIT クラブを組織し、地方自治体、コンサルタント、企業の地域的ネットワークにおける

これらの経験に関する情報交換を継続させ、プログラムが長期に渡って確実に有効性を保つよ

うにする。   

 

ECOPROFIT®は、国際的に登記され著作権上保護される商標であり、ロゴが存在する。プロジェクトマ

ネージャーは、ライセンス協定によって商標と関連するプログラムの使用を許可される。参加企業とコン

サルタントには公認資格を得る機会が与えられる。ECOPROFIT® の実践に成功したとみなされれば、

「ECOPROFIT®マネージャー」や「ECOPROFIT®コンサルタント」としての認定を受けることになる。また、

地方自治体が授与する賞は、参加企業にとってさらなるインセンティブとなっている。  

 

表 1 ECOPROFIT® 基礎プログラムのステップ60 

準備と 

ライセンス契約 

プロジェクト実施には区または市によるライセンス契約への署名が必要。ライセンスは

CPC-Austria が所有。準備段階で、自治体とコンサルタントにより、企業の動員、プロジェク

ト編成、スケジュールの作成、宣伝と PR などの導入措置を検討。 

キックオフ 

イベント 

キックオフイベントとして政治家や地方自治体代表、コンサルタント、参加企業に対して、プ

ロジェクトの内容や構成、目的などをプレゼン。記者会見などの活発な広報活動も不可欠。

ワークショップ 

シリーズ 

明確に規定されたワークショップシリーズを繰り返し、ECOPROFIT®のノウハウが企業に伝

授。この運営は、地方自治体代表とコンサルタントの任務。 

参加企業の従業員が、エネルギー、水、マテリアル ストリーム マネジメント、生産・工程分

析、エネルギー管理、廃棄物管理、グリーン購入、環境コントロール、ビジネスや環境関連

の法律などに焦点とした、包括的環境保護の様々な側面について訓練を受ける。いくつか

の題材を、実践的なマニュアルやワークシートにまとめて提示。このプロセスでノウハウを

                                                  
60詳細はライセンスを保持するオーストリア クリーナー・プロダクション・センター（CPC-Austria）の Web サイト

（www.cpc.at,）参照。  
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企業に伝え、革新的なプロセスを開始や既存の改善活動の持続的な発展を確実にする。 

運用と実施 

上記ワークショップと同時に、コンサルタントが一企業につき 短 5 日の個別コンサルテー

ションを行う。参加企業は、潜在的にどの程度のコストダウンが可能か知るための分析を

行い、実施プログラムを作成。企業の環境効率（eco-efficiency）を高めるための対策が完

成。企業はワークショップと個別コンサルテーションとの組み合わせからノウハウを取得。 

委員会による 

評価と調査 

対策の実施が成功したかどうかについての委員会による現場での評価とレビューを実施

し、参加者全員に ECOPROFIT®の品質保証を行う。委員会は、契約自治体、経済・科学分

野からの代表と CPC-Austria で構成される独立機関。 

企業の認証 
委員会評価によって ECOPROFIT®企業として認証されれば、プロジェクトが成功裏に終了。

契約自治体と政治経済分野の代表により表彰。 

国際的な 

ネットワーク 

基礎プログラムやクラブの活動の成功者は国際的な ECOPROFIT®ネットワークに参加。同

ネットワークは、世界各国の都市、地域の 1000 社以上の企業からなり、今も増え続けてい

る。参加者は、経験の共有や国際的な市場獲得の機会となる。 

 

３-３ 成功事例とその効果 

 

エコプロフィットの取り組みは、オーストリア（グラーツ、ウィーン、フォアアールベルク、クラーゲンフル

ト）、ドイツ（ミュンヘン、ベルリン、ビーレフェルト、ハンブルグ、ハム、ドルトムント、アーヘン、ミュンスター

など 60 以上の都市）、スロベニア（リュブリャナ、マリボール）、イタリア（モデナ）、ハンガリー（ペーチ）、イ

ンド（グルガオン）、コロンビア（ブカラマンガ、メデジン）、韓国（インチョン、プサン）および中国（攀枝花：

Panzihua）で、地方自治体と産業界の間の協力モデルとして実施されてきた。世界中で 3,000 社以上の

企業がすでに エコプロフィット・プロジェクトに参加しており、それらの多くはドイツとオーストリア企業で

占められる。 

 

欧州の環境管理スキーム EMAS （Eco-Management Audit Scheme）によれば、オーストリアは何らか

の環境管理を登録したり、環境報告書あるいはサステナビリティ・レポートの発表、ISO 14001 の申請企

業が も多い国として知られる。しかし、サステナビリティ・レポートの作成企業が増えるに伴い、EMAS

への登録数は約 500 社から 250 社にまで減少した。ISO 14001 の取得企業数は約 700 社とされている

が、公式統計はない。 

 

エコプロフィットが開始された人口約 25 万人の都市グラーツでは、今日

までに約 100 社の企業が参加し、年間 200 万ユーロの経費節減が報告さ

れている。グラーツ市によると、経費節減の内訳は右表の通り。61 

 

こうした事実からも、エコプロフィットは地球温暖化に対する企業のコスト負担を低減するための重要

なツールとなりえるといえる。ドイツのプロジェクトでは、年間で10万トン以上の二酸化炭素が節減されて

いるという。ドイツでは、これまでに 1,500 以上の企業がプロジェクトに参加している。 ノルトライン＝ヴェ

ストファーレン州では、30 都市における 700 企業の事例が報告されており、2,000万ユーロの営業経費が

節約されている。平均すると、各企業が年間で約 3 万ユーロのコストダウンを図っていることになる。地

                                                  
61 www.oekostadt.graz.at 

エネルギー 108,000 MWh 

水       7,000,000 m³ 

廃水     6,500,000 m³ 

有害廃棄物 4,144 トン 

残留廃棄物 10,000 トン 
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方自治体からの二酸化炭素排出の著しい削減も報告されている。コスト削減などの大きな効果をもたら

した主なベストプラクティスに関する事例としては、以下の通り。62 

 

Heimann Systems GmbH 

郵便物や手荷物、空輸貨物の危険物、密輸品、爆発物、麻薬発見を専門とする X 線検査装置周辺機器専門リー

ディングカンパニー。世界 150 以上の国々で使用されている 1 万 8000 以上の部品とシステム製品、そして世界的

サービスネットワークで知られる。1946 年設立。現在は ADITRON AG（ドイツ・デュッセルドルフ）関連会社となって

いる。Heimann Systems グループ本社は、ドイツ・ウェースバーデンに位置する。総従業員数 550 人、売上高 1 億

1450 万ユーロ（2000 年）。 

環境保全への取り組みと経済効果 

 水道管の給水制御装置で水使用量 3 分の 1 削減、2800 ユーロの節約。 

 部門ごとにコントローラーを設置し暖房費節約。ガス費用 1500 ユーロ分節約。 

 照明の一部をバスシステム及び運動制御で管理。節約効果は現在査定中。 

環境保全プログラム 

 企業内輸送の梱包在再利用やサプライヤーと共有パッケージ使用。費用対効果は 4,000 ユーロ。 

 サプライヤー査定の際に環境的側面を考慮。 

 従業員へのゴミ分別研修、清掃スタッフへ協力を求める。費用対効果は約 3,000 ユーロ。 

Andritz AG 

セルロースや製紙産業、鉄鋼産業、その他特定産業向けのハイテク生産システムを扱う。1852 年設立、本社は

オーストリア・グラーツ。環境エンジニアリング分野での取り組みだけではなく、本社でエコプロフィットにも積極的

に取り組んでいる。2001 年から始めまだ結果が出ていないものの、来年には結果を残せるよう取り組むとしてい

る。 

環境保全への取り組みと経済効果 

 3 色散布機を 2 台購入し、製造工程を改善。マテリアル節約、有害廃棄物の削減、稼働時間の短縮が実

現。年間 1 万 4500 ユーロのコスト節約。 

 空気圧コントロールの改善で年間 5100 ユーロ節約。 

 廃棄物回収システムの見直し、廃棄物の削減、従業員研修で年間 970 ユーロの節約。 

 建物一部にエアカーテン導入、照明制御で年間 2850 ユーロのエネルギーコスト節約。 

 生産事業のエネルギーデータベース導入。 

環境保全プログラム 

 廃棄物処理工場の廃棄物 10%削減 

 空気圧エネルギーコスト 10%削減 

 水 10%節約 

 持続可能な加熱システムプロジェクト 

 ダクトシステムの切り替え計画 

Marienhütte、Steel-mill Marienhütte Ges.m.b.H 

スチール準製品、コンクリート補強スチール製造企業。 

                                                  
62 http://www.ecoprofit.com/success/casestudy.php 
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環境保全への取り組みと経済効果 

 年間約 7000MWｈにおよぶ共同加熱システムを分離。 

 鉄くずの品質向上のために回収先査定方法を改良。 

 BULME 工科大のインプット熱量測定で天然ガス 150 万㎥、CO2 排出量 3300 トン/年削減。 

 新たな鉄くずプレス機を導入し、加工処理の効率化とエネルギー消費を削減。 

環境保全プログラム 

 省エネ加熱による消費ガス 30%節約 

 一次ガスダクトのアフターバーナーと横断面の拡大によって粉塵除去能力強化 

 水循環の改善によって 5MWｈ分の冷却効果向上 

その他の事例 

 コピー機、プリンター、監視灯などの夜間コントロールあるいは必要に応じ全て消す。年間 5 万 400 kWh

を節電、6,440 ユーロのコスト削減。初期投資は不要。 

 コンタクトフリーの接続金具の設置。年間 2,850 万リットルの節水、7 万 2,900 ユーロのコスト削減。投資

金額は 14.3 万ユーロ。 

 ネットワークプリンタの使用、社内用ドキュメントの裏表印刷。年間 4 万枚のコピー用紙を節約、260 ユー

ロのコスト削減。投資金額は 2,600 ユーロ。  

 燃料効率の良いトラックを 6 台取得。 年間でディーゼル燃料 30%削減、排出ガス 80%削減、燃料費節約

に伴う 4,100 ユーロのコス削減、投資金額は 15 万ユーロ。 
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４  欧州におけるグリーンマーケティングの展開 

 

４-１ 欧州企業の取り組み 

世界の消費者を対象に行った 近の調査によると、欧州の消費者は南米やアジアの新興国の消費

者に比べて、グリーンマーケティングに対し懐疑的な姿勢を持つという。グリーンマーケティングによる消

費者の感化度は、欧州ではドイツが も低い（回答者中 10%）。また、ドイツ、フランスにおける回答者の

90%が、企業の環境への取り組みはイメージ改善あるいはマーケティング、販売促進のために行ってい

るとみているのに対し、日本の回答者の 40%は、同じ質問で純粋に企業は環境問題への配慮から行って

いると答えている。63この結果は、成熟した欧州消費者の環境課題への真摯な関心が表れたものとみる

ことができる。 

 

FTSE100 にリストアップされた企業の環境報告書に関する分析64によると、炭素排出に関する情報開

示量が多いのは、消費者と直接接する機会の多い BtoC セクターであり、実際の環境への影響度と情報

開示の量の間の関連性は弱い。また、企業の知名度が情報公開を求める市民からの圧力と連動する傾

向が見られるという。 

 

昨年、大手石油企業 Shell 社がカナダと米国における石油プロジェクトの持続可能性を謳った新聞広

告について、環境 NGO の WWF の批判を受け、英国広告基準局

（ASA）が、消費者に誤った認識を与えるものと判断した。同社の新た

な広告は今年に入って再び、グリーンウォッシュ(見せかけの環境広

報)として環境 NGO グリーンピースと Friends of the Earth（FoE）からの

批判を受けた。こうした批判は、再生エネルギープロジェクトなどのク

リーンエネルギーを目指すイノベーションへの投資を行い、地球温暖

化の課題に取り組んでいると過度にアピールする企業姿勢が問題となっている。 

批判された広告の一例      

 

また、英国 ASA が受理したグリーンマーケティングへの苦情の中には、自動車メーカーのフィアットの

例もある。同社が販売した新車のある広告で CO2 排出の少ないことをアピールしたが、より CO2 排出度

が高く安価なモデルの価格を表示していたことが問題となった。 

 

ASA によれば、グリーンマーケティングに関する苦情数は 2006 年の 117 件から、2007 年には 556 件

と急増した。但し、ASA が調査した 195 の環境広告のうち、94%は広告基準に則しており、問題はないと

の判断を受けている。苦情数の増加は、グリーンマーケティングに向けられる消費者の関心の高さを表

す一方で、実際に問題があると判断された公告は 6%に過ぎず、氾濫する環境情報に晒されている消費

者の混乱がうかがえる。 

                                                  
63TNS グローバル社が 2008 年 12 月に 17 カ国の消費者を対象に行った調査。

http://www.tnsglobal.com/_assets/files/TNS_Market_Research_Our_Green_World.pdf  
64 http://www.greenbiz.com/files/document/environmental-reporting-spada-white-paper.pdf  
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４-２ グリーンウォッシュへの欧州企業の対応 

このように、欧州では、企業が環境コミュニケーションにおいて、グリーンウォッシュとの批判を受けず

に環境利点をアピールするには、何をどのように伝えるべきなのか、より慎重に検討する必要性がある

との認識が高まっている。 

 

欧州におけるグリーンマーケティングの展開において問題となるのは、何がグリーンウォッシュとされ

るのかの定義が明確でないことである。持続可能性を専門とする英広告会社 Futerra 社は、企業がグ

リーンウォッシュとみなされる際の共通要素として以下の 10 項目を指摘している。 

 

 

 

2008 年 3 月、イギリスの広告業界団体 ISBA は、グリーンマーケティングの問題点を明らかにするため、

ユニリーバやバージン、BP など大手企業からなるワーキンググループを設置し、広告業者のための自

主ガイダンスを作成した。65 すでに様々な組織･団体が欧州において独自の環境広告ガイダンスを作成

しているが、同ワーキンググループでも、グリーンウォッシュの定義を明らかにする必要があると主張し

ている。ASA では、2008 年になって環境広告への苦情件数が減少したのは、欧州企業のグリーンマー

ケティングを取り巻く問題の認識と理解が深まった証と見ている。すなわち、多くの欧州企業はグリーン

マーケティングに対して慎重になっているという見方である。イギリス政府は、依然として根強い消費者

の不信感と企業側の不満を受け止め、2009 年、現行のガイダンス「Green Claims Code」を見直す識者グ

ループの設置を発表した。66現在、欧州では、英国に加え、フランス、ノルウェーが環境広告基準を定め

ており、他国でもこうした動きを追う可能性がある。 

 

そもそも欧州の消費者は早くから環境問題への関心が高かったため、欧州企業はグリーンマーケティ

ングにおける先駆者的存在であった。例えば、フィリップスのエコランプ「アースライト」の欧州市場での

成功は、グリーンマーケティングの代表的な例に挙げられる。しかし、同製品は、消費者が環境要素を重

視しない米国市場では苦戦した。消費者調査を重ねた結果、米国消費者の製品選択において、環境要

                                                  
65 http://www.isba.org.uk/isba/protecting/latest-news/580  
66 http://www.businessgreen.com/business-green/news/2236709/government-introduce-clearer  

グリーンウォッシュの 10 つの兆候 

1. エコフレンドリーなど、あいまいな言葉を使用する 

2. 汚染度の高い企業によるグリーンな製品（エネルギー効率の良いランプが河川を汚染する

工場で生産される場合など） 

3. 正当な理由なく、環境に優しい印象を持たせる写真などを使用する 

4. 不当な主張（大きな問題がある中で、小さな環境利点を誇張する） 

5. ベストインクラスのアプローチ（環境対応レベルの低い他社との比較で優位性を強調する） 

6. 信頼に値しないもの（“エコフレンドリーな煙草“など） 

7. 一般消費者の理解できない専門用語や情報を濫用する 

8. あたかも第三者認証のように見せかけたエコラベル 

9. 裏づけのない環境利点の主張 

10. 偽造データ、捏造 
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素は 4 番目あるいは 5 番目の位置づけであり、購入判断ではあまり重視されていないことがわかったの

である。よって、製品名は寿命の長さという利点を強調した「マラソン」に変更された。これは、環境への

配慮を伝えるだけでは消費者は購買行動に至らず、その環境特性が消費者にとってどのようなベネ

フィットをもたらすのか、を明確に伝えるコミュニケーションが必要だという理解をマーケッターにもたらし

た代表的な例である。同様に、スウェーデンのエレクトロラクス社が、“グリーン”ではなく“効率性の高い

製品”としてエコ製品のマーケティングを過去に展開した例もある。 

 

４-３ グリーンマーケティングの先進事例 

企業のグリーンマーケティングにおける明確な信頼性を求める声が高まる中、欧州内で評価あるいは

注目されるべき環境マーケティングの事例を以下に取り上げる。 

 

企業例 1 BCC ～NGO とのパートナーシップ～ 

オランダの家電製品リテール BCC は、2006 年から環境への取り組みを強化し、

WWFなどNGO との協力の下、独自のエネルギー節約型製品向けのエコラベルを導

入している。2007 年 11 月には、エコラベル製品一点販売につき BBC が WWF に 5

ユーロを寄付するキャンペーンを行い、合計 1 万 7,230 ユーロが寄付された。また、エコラベル製品のみ

を扱うオンラインショップもオープンしている。エコラベルそのものは珍しくないが、同社の場合は、WWF

を始めとし NGO とのパートナーシップを図っている点で注目に値する。 

 

欧州では、グリーンピースや WWF、FoE など、大規模な環境 NGO が盛んに活動しており、企業の活動

を監視するグリーンウォッチャーとして強い影響力を保っている。これらの大規模 NGO は、支援者からの

寄付金で運営されており、中立性を徹底するために、企業とのパートナーシップは協力基準を厳しく定め

るか、あるいは原則的に受け入れない。こうした傾向は企業の監視機能としての役割が求められる環境

NGO に特に強い。また、あらゆる事業分野で環境問題に対し法令以上に取り組む企業はまだまだ少な

いので NGO とのパートナーシップが成り立つケースは少ないという事情もある。一方、社会問題に取り

組む場合は、企業側もマーケティングの側面からの利点を認識しやすく、地域に根ざすための自主的な

コミュニティー活動などを NGO と協力して行うなどの例がある。 

 

なお、ベルギーで行われた調査によれば、中小を含め調査対象企業のうち 70%が NGO とコンタクトを

もったことがない。また、企業と NGO がなんらかの関係にある場合、58%と半分以上が寄付や金銭的な

支援、15%が戦略的なパートナーシップの形成、14%が対話促進となっており、実質、NGOと戦略的パート

ナーシップの関係にあるのは全体の 4.5%に過ぎない。67 

 

こうした中、本来であれば企業のグリーンマーケティングを厳しい目で見極める立場にある環境 NGO

からパートナーシップとロゴ使用を認められることは、消費者の信頼を獲得し、企業のブランド価値を向

上させることにつながる。BCC では、エコラベル導入キャンペーンで、エコランプを無料配布し、それまで

の大量販売店から持続可能性を考える企業としての転換姿勢をアピールした。同社ではさらに社員全

                                                  
67 http://www.businessandsociety.be/documents/nl/praktijkgids_ngos_en_bedrijven_in_belgie.pdf 

ここでのパートナーシップには、社会的課題と環境課題の両方が含まれていることに注意。 
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員に 初の 1 年間会員費無料で WWF のメンバーとして環境問題について学び、環境保護活動を行う機

会を与えるなど、単なる販売促進キャンペーンにとどまらず、社員の環境問題への理解を深める取り組

みを行っている。また、2012 年までにすべての店舗をカーボンニュートラルとする目標を掲げている。物

流面においてもキャパシティーの拡大と同時に環境配慮型の取り組みを取り入れている。グリーンステッ

カーの取り組みに対する消費者アンケートによれば、86%以上の消費者が好意的に受け止め、62%はこ

のイニシアティブを利用して購入したいと考えているという。同社は、1997 年の 23 店舗から 2008 年には

47 店舗と急速に成長しつつある。 

 

企業例 2 Henkel  ～ユーザーにとっての利点を強調することで環境負担を削減～ 

ドイツの洗剤･化学品メーカーHenkel 社（ヘンケル）は、長年の CSR への取り組みが評価され、2008

年「ドイツの も持続可能なブランド」に選ばれた。同社は 2006 年より洗剤業界によるエネルギー節約イ

ニシアティブ68に参加し、「機能性に基づいた持続可能性」を追求してきた。Persil ブランドに特殊な酵素

を導入し、洗濯機メーカーBosch 社と協力の下、水温 20 度で洗える洗剤を開発した。69この製品の利用

により、洗濯に必要なエネルギーが 1987 年比で 56%削減となる。この製品の広告では、20 度で今までよ

りもきれいに洗えることをアピールし、低温洗濯による環境負荷の低減を促している。70 また、洗濯が手

洗いで行われる南米市場向けには、洗濯洗剤の泡切れを良くする柔軟剤を開発。同商品をエジプト、

チュニジアにも投入し、衣服のすすぎが早くすむことから少ない水で洗濯ができ、水質資源の節約にな

ることをアピールしている。こうした製品の販売促進により消費者の行動に変化を与え、環境負担を削減

するアプローチは 2007 年に米国企業 P&G 社の低温洗濯”Turn to 30”（30 度で洗おう）キャンペーンが、

英国倫理マーケティング協会の倫理的マーケティング賞を受賞するなど、高く評価されている。環境配慮

型の製品を提供しながら消費者のライフスタイルも環境配慮型に変えていくアプローチである。 

 

Henkel 社では、持続可能な製品の利用において、消費者の役割と企業の役割は本質的に結びつい

ており、将来的には持続可能かつ付加価値として認められる製品機能が、消費者の製品選択において

ますます重視されると見ている。よって、持続可能な製品の優れた機能と付加価値を明確に伝えるコミュ

ニケーションが重要であり、こうしたコミュニケーションの実現が消費者の行動変化をもたらすとしてい

る。 

 

環境要素に加えて消費者にとっての付加価値を強調するマーケティングとしては、フィリップスの先駆

的な例を既に取り上げたが、Henkel 社は、環境特性を強調するだけでなく、顧客にとっての利点をコミュ

ニケーションするためのツールとして、企業顧客向けに「バリュー･カリキュレーター」を開発している。こ

れは、同社の製品を使うことで、エネルギー、水、原料の使用がどれくらい削減できるのか、また顧客の

生産プロセスの改善度とコストベネフィットを明確に示す計算機である。イノベーションに基づいた新製品

が従来製品より高価格でも、確実なコストダウンにつながることが一目瞭然となる。このように、顧客に

とってのベネフィットを視覚化、数値化することで、コミュニケーションにおける情報の精度が高めている。

                                                  
68  “Save Energy and Water” initiative of the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products 

(A.I.S.E.)  
69 欧州の洗濯機は一般的に水温を常温～90 度で設定できる。通常は 30 度～60 度が使用される。 
70 同社では、同社は同様の技術により、低温食器洗い洗剤 Somat7 も開発している。 
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明確な効果を示すことができる製品ならば、グリーンウォッシュとみなされることはない。製品が環境負

担を削減するものであっても、ユーザーを確信させることができなければ、ポテンシャルな持続可能性に

関わらず、ユーザーは環境負荷の高い従来製品を使い続けることとなるのである。 

 

持続可能な特性と顧客にとっての付加価値を明確に伝えるという同社のアプローチは、環境配慮型

製品に対する消費者の関心の高まりという要因に加え、現在の経済危機下の消費者のようにコストに敏

感になりつつある消費者からも支持されるものとみられる。 

 

企業例 3 ECOVER ～ブランドが環境への配慮を保証する包括的アプローチ～ 

ベルギーの洗剤メーカーECOVER（エコベール）は、2007 年にベルギー

の持続可能性大賞を受賞、環境に優しいブランドとして認知されている。

同社は、1980 年に当時あらゆる洗剤に含まれていたリン酸を使わない製品を開発、販売することを目的

に設立された。同社製品は欧州市場において自然・健康志向の個人食品店で販売され、売上は順調に

伸びた。90 年代に入り、環境問題に関する消費者の関心を追い風に 大市場であったイギリスでは、

Sainsbury's や Asda といったスーパーマーケットに進出するチャンスを与えられた。しかし、同社は対応

能力不足からこうした需要に応えられないとしてこのチャンスを見送った。1993 年に完成した 初のグ

リーン工場は、レンガと木材でできており、屋根に植えられた植物が雨、日光を吸収するため、冷暖房を

必要としない。同社の環境配慮型工場のニュースはヨーロッパのメディアの注目を集めることとなる。同

社では、2007 年にはイギリス市場向けにフランス・ブルゴーニュに同様のグリーン･ファクトリーを建設し

ている。 

 

このように、ECOVER はマーケティングのための持続可能性追及ではなく、企業ブランドそのものが持

続可能性をコンセプトとして立ち上げられ、環境配慮を保証するブランドとして市場に浸透してきた。

ECOVER では、消費者に対し単に安価な製品を選ぶのではなく、責任ある、意識的な選択をするように

訴え、こうしたメッセージを伝えることが企業の責任であるとしている。 

 

環境配慮型の製品を作るのは大企業であれば難しくないが、消費者は製品の生産プロセスを含む企

業のそのものが環境配慮型であることを望んでおり、小規模の ECOVER は生産プロセスを含む企業活

動全体の包括的な対応においては有利だというのが同社の見方である。また、同社では、持続可能なブ

ランドとは、製品とそのキャンペーンのみにとどまらず、製品を支える組織全体を現すという考え方を貫

いている。持続可能性を単なるマーケティング戦略に組み入れることは、メディアや NGO、情報を持つ消

費者の厳しい目が注がれる中で、透明性やコミュニケーションの一貫性における問題を強調することに

なり、逆に企業にとってリスクとなりかねないというのである。71 

 

例えば、同社は 2007 年末にミジンコとウサギの血液を使用した安全試験の可能性は排除できないと

して、米国の動物実験未使用のロゴの使用をやめた。EU 基準ではミジンコとウサギの血液による試験

は動物実験とみなされていない。通常はこれらの試験を完全に排除するまでの期間を明示すればこの

                                                  
71 http://www.bdma.be/getfile.php?id=1433  
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ロゴの使用は認められる。動物愛護団体による批判に対し、同社では、新製品の開発テストにおいて 1

度だけウサギの血液を 0.5 ミリリットル使用していることを明かし、人間の輸血用血液の不足の問題が起

きていることを考慮すれば、人間の血液を使用することは非倫理的であるとの見解を示している。同社

では製品の原料リストも企業ウェブサイト上で公開している。こうした徹底したオープン･コミュニケーショ

ンの姿勢がグリーン･ブランドの価値を支えているといえる。 

 

４-４ グリーンマーケティングの成功要因  

企業の社会的責任ネットワークであるMVOオランダ72 は、グリーンマーケティングにおける問題として、

情報の信頼性を挙げている。コミュニケーションの内容と企業の実際の経営活動の間に矛盾があれば、

情報は疑わしいものとなる。例えば、電力会社が消費者に対し持続可能性を目指す方針をアピールす

ればするほど、一方で石炭火力発電所からの電力供給を継続することに対する疑念が強くなる。こうし

たメッセージと企業の経営活動の間の矛盾に対する認識が、グリーンマーケティングにおける大きなリス

クとなるという見方は徐々に広まっている。 

 

こうした観点から、WBCSD レポート「持続可能な消費、ビジネスパースペクティブからのファクト＆トレ

ンド」は、企業全体の包括的なアプローチの重要性を指摘している。同レポートは、「持続可能な消費に

おける課題は、ニッチ製品・サービスの紹介から持続可能性の原則をコアなビジネスモデルに取り入れ

ることに変わりつつあり、単に商品を環境配慮型にするだけでは不十分だ」としている。73 

 

ECOVER の事例は、企業の設立そのものが持続可能性のコンセプトから始まっており、既存の企業が

持続可能性を高めていくのとは条件が異なる。企業の規模が大きくなるほど、コミュニケーションの徹底

や一貫性を維持することは難しくなる。まして、包括的アプローチにより、経営戦略とコミュニケーションを

完全に一致させようとすればなおさらである。しかし、製品ブランド単位のアプローチであれば、その他

の旧来ブランドと明確な差異化を図ることは可能である。例えば、P&G は、経済危機下、市場の縮小を

予測し 2009 年夏に洗剤ブランドの製品ライン数を削減、イノベーションに基づいたより環境負担の少な

いラインを残す予定である。74旧来型の製品を排除することでグリーンブランドとしての位置づけを確実

にアピールするという戦略である。今後は、全社的な取り組みを行う企業と製品ブランド単位でそうした

取り組みを目指す企業がますます増えるであろう。 

 

上記の P&G のような動きに対し、従来型の製品を求める顧客のニーズはどうなるのか、と疑問を呈す

る受け止め方もある。しかし、経済危機下においてコスト重視の傾向があるからこそ、Henkel の例で見た

ように、消費者がより安価かつ環境負荷の高い製品に流れることを防ぐために、環境要素に並び、消費

者にとっての付加価値を明確に伝える効果的なコミュニケーションが、環境経営あるいは環境分野の

CSR の取り組みの一環として求められていると言えるだろう。 

                                                  
72 http://www.mvonederland.nl/  
73 

http://wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp?DocTypeId=25&ObjectId=MzI2ODI&URLBack=%2Ftemplates%2FTempla

teWBCSD2%2Flayout.asp%3Ftype%3Dp%26MenuId%3DODU%26doOpen%3D1%26ClickMenu%3DRightMenu 
74 http://www.marketingweek.co.uk/cgi-bin/item.cgi?id=63939&d=342&h=297&f=3  
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結びに代えて 

 

WBCSD による「単に製品を環境配慮型にするだけでは不十分で、持続可能性の原則をビジネスモデ

ルのコアに取り入れることが求められる」との指摘は、詰まるところ、日本で言う「環境経営」、つまり環境

への取り組みを経営戦略の中枢に位置づけるというコンセプトと同じだとみて良い。この意味における欧

州企業による環境経営に対する積極姿勢の広がりは、本報告書で紹介した各種先進事例からも十分に

伺える。 

 

第 2 章で取り上げた欧州主要企業 5 社の環境経営事例からは、いずれも、生産及び製品分野におけ

る環境負荷影響低減の取り組みに伴うコスト増からベネフィット創出に向けた先進的な取り組みがみら

れる。業態が異なるため取り組み内容は様々だが、特に、LCA ベースでの環境負荷影響の算出及び表

示方法、製品・サービスへの導入、消費者への情報開示において極めて積極的な点で各社共通する。

LCA アプローチそのものは様々な形をとりながらも欧州企業の間で広く普及していることを象徴してい

る。 

 

第 3 章で扱った CO２削減については、排出権取引制度の下での炭素価格の存在が、制度対象企業

の実質的な CO2 削減の取り組みを確実に促し、基本的に制度対象外となっている機械メーカーも強弱

の差はあるものの何らかの取り組みを行っている。また、欧州は CFP 導入においても先行的な取り組み

を行っており、主要各国で企業を巻きこむパイロットプロジェクトが展開されている。欧州機械メーカーに

よる製品への本格的なCFP導入実施事例はまだみられないものの、環境ラベル機能の強化方法と合わ

せ、EU 共通の CFP アプローチの開発とその普及策に関する政策的な検討が加速している。 

 

第 4 章においては、欧州固有の「環境経営手法」として 4 分野の取り組みとその具体的事例を取り上

げた。ひとつは、顧客のトータルニーズに合わせ、先行技術にノウハウを加えてシステム化した欧州機

械メーカーによる環境ソリューションビジネスの先進事例である。また、MFCA 導入により、環境負荷低

減と廃棄物削減によるコスト削減の成果を上げている取り組み事例や、製造工程の効率化により廃棄

物の発生抑制、省資源、省エネを実現するコンサル手法「Ecoprofit」の導入方法やその事例を明らかに

した。そして 後に、企業の環境対応に関する厳しい監視圧力がある欧州固有の環境の中で展開され

るグリーンマーケティングや環境配慮型製品の市場での普及に向けた取り組みにおける先進事例であ

る。 

 

しかし、欧州企業によるこうした環境経営の取り組みは、 近の日本における環境経営の盛り上がり

と比べると、一部の先進企業を除き、概して冷静かつ慎重な対応が目立つといえる。これはおそらく、以

下のような事情に根ざすものと考えられる。 

 

第一に、第１章で見たとおり、欧州企業による CSR の取り組みは様々な分野に及んでおり、必ずしも

環境分野を も重視するというコンセンサスは出来ていないことである。欧州企業は、環境問題のみな

らず、雇用労働、貧困、人権など多様な問題領域で CSR 活動を行っている。そこには、多くの日本企業

にみられるような CSR＝環境問題への対応という認識は全く無い。むしろ環境分野の CSR活動は、法規
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制の遵守を如何に適正かつ効率的に行うかの問題のウェイトが高い企業が多いといえる。 

  

第二に、上記に関連するが、企業の環境問題に対する対応については、EU及び加盟国による法規制

が張り巡らされており、CSR として自主的に法規制要件を超える取り組みを行う余地が限られていること

である。CSR を通じた企業による自主的な取り組みがあれば、法規制要件の強化は必要ないとの考え

方が政策関係者内にあるものの、多くの企業は環境 NGO などステークホルダーからの高い期待を満た

すに十分な更なる取り組みを自主的に行えるだけのコストベネフィットを見出しにくい状況にあるといえる

だろう。 

   

第三に、企業活動によって発生する環境負荷あるいはその負荷を逓減させる取り組みに関する環境

NGO などによる社会的監視圧力が強いため、過度の環境広報による消費者あるいは市民の懐疑的な

反応や信頼喪失に対する懸念が強いことである。「グリーンウォッシュ」との批判が起これば、企業や製

品のブランドに傷がつくだけでなく、実際に環境性能に優れた正当な製品が待つ市場での競争力も害す

ることになるため、慎重な対応を行っているものとみることができる。 

 

近の日本企業による環境経営に対する積極的な取り組みは、主な国際的な評価機関からも高い評

価を得るほどである。欧州には日本でみられるな環境経営を巡る議論の盛り上がりはみられず、おそら

く環境分野のCSRの取り組みを比べれば日本企業の方が概して進んでいるとみる見方もできる。これは、

日本企業が持つ優れた環境技術力とそれを活かすために CSR 活動のリソースを環境分野に集中させ

てきた成果であるとみることができよう。 

 

従って、本報告書では、欧州企業による環境分野の CSR の具体的な取り組み内容も含め、欧州企業

の戦略や取り組みがどういう特徴を持っているのかを客観的に把握することに努め、特に分野別に見て

日本企業が学ぶべき欧州の先進的な取り組み事例をピックアップした上で調査を行った。欧州企業を環

境経営の先達として捉えるよりは、日本流の CSR=環境の認識や掛け声としての環境経営から少し視野

を広げ、環境負荷逓減の実質的成果を目指した企業の取り組みに冷静な目を向けることを意図したも

のである。日欧間の事業環境及び社会環境の違いはあるものの、本報告書で紹介した欧州企業による

CSR アプローチあるいは環境経営への取り組み事例が、今後の日本企業による同様の取り組みや経営

戦略の発展に役立つものと期待したい。 
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