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グローバル・バリューチェーン貢献研究会（第１回） 

議事概要 

 

 

日時：平成 29 年 12 月 6 日（水曜日）10 時 00 分～12 時 00 分 

会場：経済産業省別館 3 階 312 会議室 

 

■出席者 

秋元委員、稲葉委員、内山委員、工藤委員 

 

■議題 

業界団体による取組事例等について 

 

■議事概要 

 経済産業省亀井環境経済室長より、委員及びプレゼンター／オブザーバーの紹介を行

った。 

 経済産業省岸本審議官より、開会の挨拶を行った。 

 経済産業省亀井環境経済室長より、資料 3-1~3を用いて本研究会の趣旨説明を行った。 

 日本化学工業協会寺内氏より、資料 4 を用いて化学業界における取組の説明を行った。 

 日本鉄鋼連盟高橋氏より、資料 5 を用いて鉄鋼業界における取組の説明を行った。 

 電機・電子温暖化対策連絡会齋藤氏より、資料 6 を用いて電機・電子業界における取

組の説明を行った。 

 各プレゼンターからの説明に対し、質疑応答がなされた。委員からは、削減貢献量評

価及びそのガイドライン策定に係る課題につき、質問・意見があった。 

 

■質疑応答及びコメントの内容 

 化学業界の取組について。最終製品における削減貢献に対して素材である化学品がど

れだけ貢献しているかを定量的に表すための国際的なガイドラインを策定したと理解

した。しかしながら、最終製品に対して素材がどのように貢献しているのかは分かり

難いと感じている。国際的にも通用する手法であると言えるか。（内山委員） 

 ガイドラインの４章にバリューチェーン・パートナーとの排出量の按分について

記載がある。削減効果に対する寄与を定量的に表すためには、サプライチェーン

全体での合意形成が必須となるが、化学産業はサプライチェーンが複雑なため難

しい。よって、グローバルなガイドラインでは寄与に関する定性的な表現をする

に留めている。（寺内氏） 

 化学業界では、既に国際的な展開がなされていると理解した。ガイドラインや事例集
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の策定に参加している各国企業の目的や興味に違いはあるか。（工藤委員） 

 事例集を策定するにあたっては世界中の化学系企業に募集をかけるが、実際に集

まる事例は限られており、一部の大企業から複数の事例を出してもらって事例集

を構成できているというのが現状である。事例となる評価の実施には手間がかか

るというデメリットがある一方、メリットが見え難いのが原因であると考えられ

る。そのため、環境対策に意識の高い企業のみが対応していると考えている。（寺

内氏） 

 LCA の ISO 化は 2000 年代初頭に行われたと記憶しているが、鉄鋼業界では 1990 年

代に既に LCA の検討を始めたとのこと。先見の明に繋がる経緯が歴史的に何かあった

ということか。（工藤委員） 

 資料 5 ページにも記載の通り、オイルショック以降に生産効率の改善を継続的に

行ってきたが、1990 年代辺りで頭打ちとなり、新たな視点の取組を模索していた。

その折に慶応義塾大学吉岡先生より LCA という手法を紹介されたこともあり、検

討会を立ち上げた。（高橋氏） 

 ISO の TC207 が立ち上げられたのは 1993 年であり、1996 年には LCA に関する

最初の規格が完成し、日本でも各業界が取組を開始した。翌年には LCA 日本フォ

ーラムが立ち上げられた。2008 年には、GHG に特化したカーボンフットプリン

トの検討が始まり、LCA の新しい波となった。日本国内では洞爺湖サミットでの

福田首相（当時）の発言がひとつのきっかけとなった。（稲葉委員） 

 電機・電子業界は IEC で標準化を行ったが、策定されたのは TR（技術報告書）とのこ

と。TR とせざるを得なかったのか、それとも TR で充分だったのか。（工藤委員） 

 既存の関連する ISO 規格や GHG protocol とも整合を図り、電機電子製品セクタ

ー向けのガイダンスとして作成した。法的又は強制的な制度の整合規格ではない

ことから、フレキシビリティの観点からも要求事項とする規格まで必要なく、TR

で充分であると考えた。算定は任意且つ自主的なものであるべきであり、検証等

は他の規格を参照すれば良いので、TR で充分通用するとの認識である。（齋藤氏） 

 グローバル・バリューチェーンで削減を目指すというのは、我が国の戦略としても重

要である。その上で、ガイドラインの策定等、既に業界ごとに定義を作りながら進ん

できており、且つ国際的な認知もされつつあるという状況と理解した。またその中で、

何らかの形で他の業界にも同様の取組を広げて、インセンティブも設けて普及を図る

のが本研究会の主旨である、と理解した。普及にあたっては、お客様視点も必要であ

り、企業にとって削減することのインセンティブを生むようなガイドラインや指標が

必要であろう。ユーザーが何を望んでいるのかを作る側が考えながら評価できる、そ

のような指標である。（秋元委員） 

 業界ごとに既に進んできた部分があるということなので、国として厳格なガイドライ

ンを設けたがためにこれまでの活動を阻害するようであってはいけない。ガイドライ
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ンが厳格だと、説明は容易となるが、評価実務の段階で実行ができず、意味がなくな

る。例えば CDM の場合、ベースラインの定義を厳格にしようとし過ぎたあまりに認定

がうまくいかなかった、という経緯がある。（秋元委員） 

 本研究会を通じて策定されるガイドラインに関してクリアになっていない要素がある。

ひとつは実績値をどう評価するか。もうひとつは将来目標をどう設定するのか。評価

に用いるデータは、実績値と将来目標で異なるため、ガイドラインも分ける方が良い。

事前評価と事後評価という観点からもガイドラインを分けるのかクリアにしておく必

要がある。現状を把握するだけではなく、長期の目標を設定し実行する、という流れ

はパリ協定のプロセスにも合致する。（秋元委員） 

 技術的に難しいのはベースラインの設定であると考えられる。基本的には技術を固定

したケースで線を引き、そこからの削減を見るという形になると理解しているが、業

界事例の一部では省エネ法の 1%削減の考え方を基に、更に低いベースラインを設定し

ているケースもあった。ベースラインの設定方法も、あまり厳格に定めるべきではな

いと考える。ガイドラインとしては、ベースラインの設定方法として何らか妥当なも

のを幾つか提示できれば良いのではないか。同様に、寄与率に関する検討、議論も厳

格に定めるとすると進まなくなる。業界ごとの取り分を定量的に定めるのは、合意形

成が困難である。大まかな評価で貢献を見える化することができればそれで充分と考

えるがどうか。重要なのは、将来に向かって良い製品を使うことで GHG 排出量を削減

できることであり、またその貢献を適切に表現できる指標である。（秋元委員） 

 私は、日本 LCA 学会の中で貢献量のガイドラインの策定を進めてきたので、その立場

でお話したい。学会ではガイドラインを英訳し、海外の LCA の専門家らと共有して、

意見を請うた。海外の有識者では反対の意見もあった。反対意見には大きく 2 つがあ

る。ひとつ目は CO2 のみの単一指標である点。CO2 だけではなく、様々な環境側面を

全体的に把握した場合に、トレードオフが発生する可能性があることが指摘されてい

る。ふたつ目は、比較主張である点。ISO14040/44 では、機能単位を同一にすること

が求められるが、現実的には不可能である。また、競争相手を含めステークホルダー

間の合意形成を図ることを必須とする等の厳しい条件も設けており、事実上、他社製

品間の比較主張はできないようになっている。しかしながら、そのような制約もある

中で、各産業界で企業のアピールとしてどう使うかを考えながら、難しいながら評価

を始めているのも事実であることから学会で検討を始めた。日本 LCA 学会の会員から

も検討すべきとの声が多くあった。学会としては、皆に納得してもらえるようなガイ

ドラインを出し、国際社会に訴えていくことを主旨としている。（稲葉委員） 

 化学業界が行ってきたのは精緻な分析であり日本でも草分けであると言える。その流

れをいかに国際的に展開するかが課題であろう。まず認識すべきは、この問題は CO2

の問題であるということ。LCA の観点の場合は有害物質等も含めて評価を行う必要が

あるが、企業の有害物質関連のデータは開示が困難である。有害物質に比べ、CO2 は
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エネルギー消費にリンクしており、分析し易い。例えば断熱素材や自動車の薄型鋼板

等川上の部材ではなく、実際にエネルギーを使っている機器や技術を評価すればよい。

エネルギー使用製品に焦点を当てないと混乱を招く恐れがある。（内山委員） 

 また、削減貢献量の評価はクレジットとは切り離して考えないと、業界間で議論にな

り、やはり混乱の基となるだろう。この研究会で議論をしたいのは貢献量の話。経団

連の低炭素社会実行計画も 4 つの柱立てだが、第 1 の柱はプロセスであり、あらゆる

業界がこれまでも充分取り組んできたものである。例えば鉄鋼業界のエコプロセスや

技術移転などのエコソリューションがこれに該当する。問題は第 2、第 3 の柱である。

これらが削減貢献に相当するものだが、厳密なルールを設ければ評価の実行が難しく

なる。過去の例で言えば、CDM や JCM がまさにそうだった。日本がどれだけ貢献し

たかが概算レベルで分かればいいのであれば、簡易的に使用段階のみの評価でも充分

なのではないか。ガイドラインも、使用段階に焦点を当てる形でまとめるべき。（内山

委員） 

 今日紹介されたガイドラインも参考になるが、用語の統一が取れていないように見受

けられる。国として策定するガイドラインなのであれば、用語を整理することが重要

である。用語を統一しないとこれから取り組む他産業にとって参考にならないのでは

ないか。（内山委員） 

 これまで ISO の場での規格開発に関与してきた経験から鑑みると、国際的な目で見て

日本がやろうとしていることがどう見えるかが大事。日本がやりたいことが国際的に

見ると日本オリジナルであり、良く分からないという印象を持たれてしまう懸念があ

る。パリ協定のレビューなどを意識して、長期的に発展させていくのであれば、国際

的に認められることを目指す必要がある。一方で、算定そのものは難しく、また比較

に対しては、カーボンフットプリントの規格化の作業でも各国から反対意見が多い。

そのような中で、我々と似たようなアイデアは海外でどのように考えられているのか、

レビューをしておくべきである。ISO14064-1 は組織の GHG の算定、編集の基準であ

り、今まさにその改訂最中であるが、従来に比べてスコープ 3 に関する算定のガイド

が増えた。今まではスコープ 3 の算定はオプショナルなものであったが、欧州のリー

ドでより重視した内容になってきている。日本が産業界を挙げて削減貢献量の算定を

行うというと、海外でも興味持つ人はいると思うので、そのような人達を巻き込むこ

とでガラパゴス化を避けるべき。ISO 化は時間かかるが、国際的な気運の醸成ができ

るとよいのではないか。（工藤委員） 

 電機・電子業界の取組では、単一的なガイドラインの策定は困難であるとの認識から、

TR の発行を通じて取組のアピールを行ってきたものと理解した。業界横断的なガイド

ラインを策定するにあたっては、用語の共通化と基本的なフレームワークの構築を行

った上で、その下に各産業に見合った手法論がぶら下がるという形が望ましいのでは

ないか。（工藤委員） 
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 この分野は理解が難しいため、誰に訴求するのかが重要となる。ダブルカウント等の

問題もあるため、途上国に対しても理解を得るのは難しいだろう。日本の貢献に対し

て当該国の政府担当者の理解を促すような取組を並行して行うべき。他国の市場が求

めていることを理解する必要もある。また数字が表に出ることになるので、その数字

が持つ意味は何なのかが理解できるようにしておく必要がある。ガイドラインは理解

の一助にもなるだろう。（工藤委員） 

 海外に向けてアピールを行うにあたっては、業界ごとではなく、業界横断的に進める

ことが望ましい。良い例としてはスコープ 3 の普及がある。スコープ 3 基準は民間シ

ンクタンクである WRI（World Resource Institute）を中心に進められてきており、特

定の産業に依って立つものではない。WRI は削減貢献量評価に関する調査を行ってお

り、日本 LCA 学会の主催でその担当者を招聘して来年の 2 月 9 日に講演会を開催する

予定である。並行してウェブアンケートを実施するので、各国の有識者が削減貢献量

評価をどのように捉えているのかが分かるだろう。（稲葉委員） 

 削減貢献量を算定すると、中国の削減量が一番大きい、となることが予想される。だ

とすれば、日本が開発をして、中国にガイドラインを使ってもらうことで仲間を増や

せるのではないか。そのような作り方もあってもよいのではないか。（秋元委員） 

 業界横断的で統一的な、評価の実施を後押しするようなガイドラインを、というのが

委員各位からのご意見の方向性であると理解した。その場合、どのような動きを後押

しすれば良いのか、どのような項目を考慮すれば良いのか、何のためのガイドライン

なのか、国内のみならず海外にも開かれたものであるべきではないか、等の要素が本

日の議論で挙がったので、これらを事務局で整理し、次回の会合の場で委員各位のご

意見を伺いたい。（亀井室長） 

 COP23 へ参加した印象であるが、我が国は全体を見据えて削減の努力を進めるいわゆ

る正攻法で様々な取組を行ってきたが、世界は別の動きを見せていると感じた。特に

先進国の場合、全体の削減ではなく、石炭火力や EV 等、特定のトピックを挙げて取組

を進めているようである。よって、正攻法の日本は積極的な PR を行わないと理解を得

ることが難しい立場にあると言える。我々がやっていることを正確に PR していくこと

が大事。本日ご紹介のあったように、先進的な取組事例がたくさんある。業界ごとに

いろいろな考え方で行われているので、それを国全体として説明していく上ではいく

つか考えていなかければならないが、それらをアピールすることが、地球温暖化問題

への日本の貢献を示し且つビジネスとして海外に進出することも可能となる産業政策

にもつながるものだと考えている。本日頂戴した委員各位のコメントを基に、更に考

えを深めたい。（末松局長） 

 

■お問合せ先 

産業技術環境局 環境経済室 
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電話：03-3501-1770 

FAX：03-3501-7697 

 


