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■ ICCA（化学業界）
■ Slag Cement Association（セメント業界）
■ BASF社（化学）
■ LafargeHolcim社（セメント）
■ PHILIPS社（電機）
■ SIEMENS AG社（電機）
■ BMW社（⾃動⾞）
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ICCA※と日本化学工業協会の削減貢献の取組み

事例集

日化協ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
（2012年）

ICCA・WBCSD国際ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（2013年）

【ガイドライン策定参加組織】
AkzoNobel, 旭化成, BASF, Dow, DSM, DuPont, Eastman, 
Evonik, ExxonMobil, Henkel, 三菱化学, SABIC, Shell, 
SOLVAY, 東レ, WBCSD, ICCA, Arthur D. Little

＜出典︓第1回グローバル・バリューチェーン貢献研究会 ⽇本化学⼯業協会提出資料（資料4）＞

※international Council of Chemical Associations（国際化学⼯業協会協議会）
【グローバルガイドラインの発行】

●日本化学工業協会は、2012年2月にCO2排出削減貢献量

算定のためのガイドラインを作成（算定結果の透明性・信頼
性確保）。

●これを受け、ICCAとWBCSD化学セクターと協力して、温室効

果ガス排出削減貢献の評価・報告において一貫性を高め
るための実践的なグローバル・ガイドラインをとりまとめ、
2013年10月に発行。

【グローバルガイドラインに準拠した事例集の発行】

発行の目的
1. 化学製品によるCO2排出削減への貢献の訴求とステーク
ホルダーの関心を高める。
2. 「グローバル・ガイドライン」活用事例の紹介と化学産業で
の活用
3.ライフサイクル・アプローチの推進

→共通の考え方で、世界の化学企業が自らの削減貢献を算定し紹介。
BASF（ドイツ）、Braskem（ブラジル）、Evonik（ドイツ）、India Glycols（インド）、
SABIC（サウジアラビア）、Solvay（ベルギー）、Akzo Nobel（オランダ）、
Eastmann（アメリカ）、東レ（日本）、住友化学（日本）、
炭素繊維協会（日本）、日本化学工業協会（日本）

3



Slag Cement Associationの削減貢献の取組み

【対象製品・サービス及び削減貢献の発信内容】

【削減貢献の範囲（SCOPE）、評価段階】

範囲（SCOPE） 評価段階

記載なし ライフサイクル全体

【削減貢献量算定方法】

●アメリカでのスラッジセメントによる削減貢献量を算定・公表。
セメント原材料消費量削減に加え、セメントの耐久性向上
やコンクリートの反射性向上によるヒートアイランド現象低
減などによりGHG排出削減が図れると発信している。

●2016年に販売したスラッジセメントにより、ライフサイクルで
240万t‐CO2e（=５１万台分の自動車）の削減に貢献した、と
発信している。

●また、過去１０年間に2,900万トン以上のスラッジセメントが
消費された結果、410万台の乗用車からのCO2排出量相当
が削減されたと発信している。

項目 内容

対象製品とベー
スライン

対象製品 ベースライン

スラッジセメント(Slag cement) 一般的なセメント(Portland cement)

評価期間 単年度及び累積

寄与率の考え方 記載なし

図 2016年の削減貢献量

【ガイドライン、第三者レビュー】
項目 内容

ガイドラインへの準拠 ●ISO 14040 / 41

第三者レビューの有無 記載なし

＜出典：https://www.slagcement.org/sustainability＞
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BASF社（化学）の削減貢献の取組み

【対象製品・サービス及び削減貢献の発信内容】

【削減貢献の範囲（SCOPE）、評価段階】

範囲（SCOPE） 評価段階

１，２，３ バリューチェーン全体

【削減貢献量算定方法】

●BASF社の気候保護製品(Climate Protection Products)の利
用による削減貢献量（Emissions Avoided)を算定・公表。

●気候保護製品の例とは①断熱材、②燃料添加剤、③硝化
抑制剤（N2Oの削減）、④アミン硬化剤（風力発電のロー
ター向け）など。

●2016年に販売した気候保護製品が顧客に利用されたこと
により、バリューチェーン全体で5.4億t‐CO2eの削減に貢献
した、と発信している。また、寄与率は平均で11%と算定。

項目 内容

対象製品とベー
スライン

対象製品（例） ベースライン（例）

①BASFの断熱材
②BASFの添加剤ありガソリン
③硝化抑制剤添加アンモニウム肥料

④アミン硬化剤（風力発電のローター
向け）

①通常の断熱材
②添加剤なしガソリン
③通常のアンモニウム肥料
④他の素材のローター

評価期間 単年度

寄与率の考え方 BASF製品毎のバリューチェーンの中での経済的な比率により寄与率
を計算。16年にはBASF社は削減貢献の11%に寄与していると算定。

図 2016年の削減貢献量

【ガイドライン、第三者レビュー】
項目 内容

ガイドラインへの準拠 ●The chemical industry standard of the International Council 
of Chemical Associations (ICCA)

●The World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD)

第三者レビューの有無 記載なし

＜出典：BASF Sustainability Report 2016＞
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LafargeHolcim社（セメント）の削減貢献の取組み

【対象製品・サービス及び削減貢献の発信内容】

【削減貢献の範囲（SCOPE）、評価段階】

範囲（SCOPE） 評価段階

１，２，３ バリューチェーン全体

【削減貢献量算定方法】

●LafargeHolcim社はセメント・コンクリート製品のライフサイク
ルでの削減貢献量算定プロトコルを作成、開示している。

●LafargeHolcim社は自社の革新的なソリューションにより、
2030年までに顧客の建物とインフラより排出されるCO2を年
間10百万トン削減することに貢献することを目標としている。

項目 内容

対象製品とベー
スライン

対象製品（例） ベースライン（例）

①断熱・軽量コンクリート

②断熱コンクリート型枠
③高性能コンクリート
④再生コンクリート砂利

①同容積の断熱材なしコンク
リート住宅
②通常の断熱材
③通常のアスファルト
④天然石の砂利

評価期間 フロー

寄与率の考え方 記載なし

【ガイドライン、第三者レビュー】

項目 内容

ガイドラインへの準拠 Protocol for quantifying avoided greenhouse gas emissions 
throughout the life cycles of cement and concrete products.
（LafargeHolcim社が自社で作成したプロトコル）

第三者レビューの有無 記載なし

＜出典：LafargeHolcim Sustainability Report 2016＞

削減貢献量算定プロトコルの目次

6



PHILIPS社（電機）の削減貢献の取組み

【対象製品・サービス及び削減貢献の発信内容】

【削減貢献の範囲（SCOPE）、評価段階】

範囲（SCOPE） 評価段階

１，２，３ バリューチェーン全体

【削減貢献量算定方法】

●PHILIPS社グループの企業活動全体のカーボンフットプリン
トを算定・公表。

●2020年までにカーボンニュートラルとすることを目標とする。
●2015年のCO2排出量は2007年（ベース年）比40％削減の
1,344千t‐CO2。

項目 内容

対象製品とベー
スライン

対象製品（例） ベースライン（例）

記載なし 記載なし

評価期間 単年度

寄与率の考え方 （非該当）

図 2010～2014年のカーボンフットプリント

【ガイドライン、第三者レビュー】

項目 内容

ガイドラインへの準拠 記載なし

第三者レビューの有無 記載なし

＜出典：https://www.philips.com/a‐w/about/sustainability.html＞
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SIEMENS AG社（電機）の削減貢献の取組み

【対象製品・サービス及び削減貢献の発信内容】

【削減貢献の範囲（SCOPE）、ステージ】
項目 範囲（SCOPE） 評価段階

Value chain missions １，２，３ バリューチェーン全体

EP savings 記載なし 使用段階

【削減貢献量算定方法】

●SIEMENS AG社のバリューチェーン全体のGHG削減効果を算定・公
表。

●気候変動緩和や資源保護に貢献する製品・サービス等を環境ポー
トフォリオと定義している。さらに環境ポートフォリオは、製品、システ
ム、ソリューション、サービス（それぞれを環境ポートフォリオ要素と
いう）に区分されている。

●2017年に新規に導入(販売）された環境ポートフォリオ要素により顧
客の5,900 万トン‐CO2の削減を支援した。また2002年以降に顧客に
導入され現在も使用されている環境ポートフォリオ要素により、2017
年で5.7億トン‐CO2の削減に貢献した、と発信している。

項目 内容

対象製品とベー
スライン

対象製品（例） ベースライン

コンバインドサイクル発電プ
ラント、発電所近代化･更新
活動、風力発電、周波数変
換・高圧直流送電システム

レファレンスソリューション。以下の3
つの手法による比較を採用。
①事業実施前・実施後の比較
②レファレンス技術との直接比較
③導入ベース（平均値等）との比較

評価期間 ストック

寄与率の考え方 （非該当）

図 2017年の削減貢献量

【ガイドライン、第三者レビュー】
項目 内容

ガイドラインへの
準拠（ただしValue 
chain missionsの
み）

●The Corporate Standard of the Greenhouse Gas Protocol of the 
World Resource Institute (WRI) 

●The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
●ISO 14040 / 44

第三者レビューの
有無

記載なし

＜出典：Siemens Sustainability Information 2017＞
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BMW社（自動車）の削減貢献の取組み

【対象製品・サービス及び削減貢献の発信内容】

【削減貢献の範囲（SCOPE）、ステージ】
項目 範囲（SCOPE） 評価段階

CO2排出原単位 記載なし 走行（使用）段階

CO2フットプリント １，２，３ バリューチェーン全体

【削減貢献量算定方法】

●BMWグループ（BMW、Mini、Rolls Royce）の世界全体での新規販売
自動車のCO2排出原単位の実績を算定・公表。
2015: 147 g/km
2016: 144 g/km

●また、BMWグループのSCOPE１、２、３の過去5年間のCO2フットプリ
ント（下表）も公表。

項目 内容

対象製品とベー
スライン

対象製品（例） ベースライン

BMWグループ（BMW、Mini、Rolls 
Royce）の自動車

記載なし

評価期間 単年度

寄与率の考え方 （非該当）

図 2012～2016年のSCOPE１，２，３の排出量

【ガイドライン、第三者レビュー】

項目 内容

ガイドラインへの準拠 記載なし

第三者レビューの有無 記載なし

＜出典：BMW GROUP SUSTAINABLE VALUE REPORT 2016＞
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