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グローバル・バリューチェーン貢献研究会（第３回） 

議事概要 

 
 
日時：平成 30 年 3 月 12 日（月曜日）10 時 00 分～11 時 30 分 

会場：経済産業省別館 9 階 944 会議室 
 
■出席者 
秋元委員、稲葉委員、内山委員、工藤委員 
 
■議題 
ガイドライン案について 
 
■議事概要 
 経済産業省亀井環境経済室長より、開会の挨拶と資料の確認を行った。 
 経済産業省亀井環境経済室長より、資料 3 を用いてガイドライン案について説明を行

った。 
 経済産業省からの説明に対し、質疑応答がなされた。委員からは、ガイドライン案の

内容につき、質問・意見があった。 
 
■質疑応答及びコメントの内容 
 「３ 用語と定義」の脚注で温室効果ガス排出係数の値について UNFCCC の資料を参

照としているが、IPCC 等他の情報源を参照するケースもあり得るので、“例えば”等

の文言を付記すべきである。（工藤委員） 
 「はじめに」の箇所で、グローバルな貢献を各業界が定量化する際の助けになるとい

うガイドラインの目的や、その目的に従った評価を進めやすくしつつ説明性を増して

いくための使い方について、うまくまとめられており良い形になっていると思う。（秋

元委員） 
 何のためのガイドラインなのかが、「はじめに」のところでクリアになっており、「３ 

用語と定義」のところまでは良く書けていると思う。バリューチェーンで評価する目

的は、 終的には環境製品が日本国内のみならず海外において日本の技術力でどのよ

うに貢献していくかを示すことであり、日本の産業界の成長を方向付けるものである

と認識している。資料 4 に簡単な図で示したが、バリューチェーンの中身は複雑であ

る。同図では、素材、部品、加工組立等の製造段階だけでなく、使用や廃棄を含めた

LCA 的な流れを表している。これらライフサイクルの各段階に対し、それぞれの製品、

サービス、技術がどのように国内、海外で貢献していくか、またそれによって新しい
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産業を作る方向性が、このガイドライン案では示されていると思う。これまではそれ

ぞれの業界や企業が個別に取り組んできており、用語の定義についても各業界で異な

っていた。このガイドライン案が示されたことにより、用語の定義の統一も図れるだ

ろう。今後、定量化を実施する段階において、ここで挙げられた用語以外にも必要な

用語が出てくるはずなので、適宜追加が必要だろう。（内山委員） 
 全体的な枠組みが ISO の規格に似ていると感じた。ISO や JIS に慣れている人には読

みやすい内容である。今後の展開として、ISO 化、JIS 化は検討されているのか回答い

ただきたい。ISO 化の観点からは、例えば「２．２ 本ガイドラインの位置付け」の

箇所で、“業界団体は本ガイドラインの下位の文書として自らの特性を踏まえた「業種

別ガイドライン」を位置付けることも可能である”との一文があるが、これは位置付

けても良い（国際規格の表現では“may”）なのか、それとも位置付けるべき（同

“should”）なのか。どういう意思で書かれているのかが明確になると、業界団体の人

には分かりやすいものになると思う。（稲葉委員） 
 ガイドライン案の文章は ISO を意識して分かりやすく書いた。先進国を中心に海

外企業と貢献量を競い合うべき、というのが長期地球温暖化対策プラットフォー

ムの提言であり、海外への発信も視野に入れている。ISO 化するか JIS 化するか

は検討が必要ではあるが、海外の人にも分かりやすい内容にしておくのは重要で

ある。（経済産業省亀井室長） 
  “可能である”という言い回しの位置付けは難しい。これまで産業界で進めてき

た取組の支援・後押しになるようなガイドラインにしたいと思っている。語尾に

は注意したつもりだが、何か理想的な形があるとした場合、 初からそこに到達

するのは難しいとも感じている。今回のガイドラインは、バージョン 1.0 であり、

これを産業界に示しつつ、産業界と一緒にブラッシュアップをしていきたい。な

お、業種別ガイドラインを位置付けることは、しても良い（“may”）という主旨で

あり、しなければならないということではない。（経済産業省亀井室長） 
 「はじめに」での議論は、ガイドライン全体にも影響する。現在の案の「はじめに」

の内容は、国内に閉じているようにも読めてしまう。海外でも理解し使ってもらうこ

とを期待して国際標準の構成に準拠した、ということであれば、その思いも「はじめ

に」に書いておいた方が良いのではないか。（工藤委員） 
 ガイドラインの英語版を早い段階で作成し、国際的にアピールするのが重要。すぐに

でも用意した方が良いと認識している。また、製品だけでなく技術システムやサービ

スによる貢献も網羅できるような内容となっているべきと考えるが、「２．２ 本ガイ

ドラインの位置付け」や「３ 用語と定義」が様々な可能性を持って取り組めるよう

な内容になっているのは、良かったと思う。（秋元委員） 
 「３ 用語と定義」では、ベースラインシナリオが“ も起こりうる仮想的なシナリ

オ”と定義付けられているが、その後の「５．３ ベースラインシナリオの設定」で
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は“評価対象製品・サービス等が販売・普及しなかった場合の代替シナリオ”とされ

ており、統一が取れていない。英語版を作成するのであれば、誤解を避けるため同じ

定義にすべきである。（稲葉委員） 
 削減貢献量の定義がライフサイクルの視点も入っておりうまくまとめられている。「５ 

削減貢献量の定義と定量化のステップ」の本文中で、削減貢献量を定義付けているが、

この定義には製品の普及量を乗算する考え方がないように見受けられる。これは後半

のフローベースでの計算方法にも関わることだが、ひとつの製品に対して普及量を適

用して総量で示すことが可能なはずであり、その点がきちんと網羅でないのではない

かと懸念している。もう一点、「５．６ 削減貢献量の基本的な定量化手順」等の記述

において、中間財を対象とした計算の方法が示されていないように思える。中間財は

多くの製品に使われる反面、 終製品における貢献は一部に留まるものである。これ

は提案だが、各業界が本ガイドラインの下に独自の文書を位置付けることを可能とし

ているのであれば、中間財に対しては業種別ガイドラインの策定が望まれると明記し

た方が良いのではないか。（稲葉委員） 
 対象が製品単体なのか普及量も加味した総量なのかについては、ガイドライン案

では確かに分かりづらいかもしれない。「５．６ 削減貢献量の基本的な定量化手

順」では、具体的な１つの製品が普及することによってどれだけ貢献するかの考

え方は示されている。ご指摘を基に、分かりやすく書き直すことで対応したい。

また、中間財も対象とできるように書いたつもりではいる。中間財に特有の論点

もあると思うが、この研究会ではそこまで検討できていない。ガイドラインに記

述できていないものをどう考えるかについては、表現を工夫することで対処した

い。（経済産業省亀井室長） 
 中間財には、素材や部品だけでなく技術システムも含まれていると理解した。このガ

イドラインはライフサイクル全てを対象としているのだから、 終製品の使用段階に

削減効果を集約する必要はないのではないか。例えばボイラーであれば様々な産業に

影響を与え、各産業における 終製品のライフサイクルに貢献するが、ボイラーの使

用段階で閉じて評価しても良いのではないか。（内山委員） 
 イメージしやすい 終製品での貢献量の見せ方と、ボイラーのような特定の技術

を対象とする見せ方、いずれも可能なガイドラインとしたい。（経済産業省亀井室

長） 
 「５．２ 評価対象の設定」等に中間財に配慮した記載があるが、中間財を対象とし

た評価を行うケースの表記について、クリアに定義する必要がある。また、“明確に記

述”、“明示”、“明記”等、同じ内容を異なる表現で示している箇所があるので、特に

英語版を策定する場合は言い回しを統一すべきである。更に、環境性能という言葉が

用いられているが、安易に使用すると誤解を招くのではないかと懸念している。CO2
排出量を削減する環境性能等、温室効果ガスに絞った表現とするのが望ましい。（工藤
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委員） 
 用語の使い方の統一は、日本語版でも注意すべき事項であると認識している。全

体の書き振りを再度見直した上で修正を施したい。また環境性能という言葉につ

いては定義が重要であると理解した。主旨としては、優れた製品・サービス等が

普及すると温室効果ガスの削減に貢献する、ということを示すのが目的である。

（経済産業省亀井室長） 
 示さなければならないのか、示すことが望ましいのかを明確化すべき。例えば「５．

３ ベースラインシナリオの設定」で語尾を“重要である”としている箇所があるが、

これは“shall”、“should”、“may”のいずれを指しているのか。（稲葉委員） 
 表現のブレが混乱を招くものと認識した。語尾の書き振りについては工夫したい。

（経済産業省亀井室長） 
 フローベースとストックベースの考え方の違いは複雑である。例えば電力インフラの

場合、技術の評価はその技術自体が対象となるが、社会全体の評価はストックベース

で計算するしかない。一方で、一般的な製品を対象とした場合、製品が廃棄されるこ

とを業界がどこまで把握できるのか、という点に課題があり、ストックベースでの計

算は困難である。インフラ等はストックベースで、 終消費財はフローベースで整理

してはどうか。各業界のこれまでの取組の積み重ねとの兼ね合いもあり、一定程度の

方向性を示さないと曖昧さが残ってしまうのではないか。（内山委員） 
 それぞれの計算方法とどのような説明に適しているかを示しているが、どちらを

使うかは目的に応じて決めるべきと考えている。産業界に対してどちらかを義務

付けるつもりはない。（経済産業省亀井室長） 
 ISO においては各プログラムで別途検討することを可能と規定しているように、

この場合は業界が独自に計算方法を選べるようにすれば良いのではないか。（工藤

委員） 
 「５．３ ベースラインシナリオの設定」の箇所の例示のうち “法規制等で規定され

た基準値を実現する製品・サービス等”、“業界平均値等を実現する製品・サービス等”

とされているが、“実現する”という表現が分かりづらいように思う。（工藤委員） 
 ストックベースの場合の計算方法で、“各段階での排出量”“各段階での個数”とある

が、表現が分かりづらい。段階という言葉は、バリューチェーンの段階をイメージす

る印象があり、その場合に、ダブルカウントはどうするのか等という点が気になる。

フローベースは特定の製品の将来にわたっての時間積分を見るのに対して、ストック

ベースは評価年に対して過去の製品の累積を見る形となる。ここで「段階」という言

葉は混乱を招くように思う。p.14～15 の説明で、時間積分の考え方をもう少し明示的

にすべきである。（秋元委員） 
 時間の考えは p.12～13 で記載したつもりでいたが、確かに p.14～15 からは時間

の概念が消えているように見える。ストックベースの「段階」について補足する
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と、ある製品を投入するときに、使用段階と製造段階の双方での削減に貢献して

いるケースがあり得る。例えば、組織の範囲で見た場合、過去に販売した製品は

市場で正に使用されている段階にあり、また 新の製品は製造段階にあるという

ことを表現したいと考えていたが、表現を工夫したい。（経済産業省亀井室長） 
 「５．４ 定量化の範囲・内容」の箇所で、データ収集が困難な場合は定量化の範囲

から除外することが可能としているが、データ収集が困難という理由で重要な範囲を

除外されても困る。単にデータ収集が困難なだけでなく、「結果に与える影響が小さい

ことが容易に推察できる場合」という条件も付け加えるべきである。（稲葉委員） 
 「５．８ データ品質及び前提条件の設定」で“柔軟に検討すべき”とあるが、何を

柔軟に検討する必要があるのかが不明瞭なので、目的語をクリアにすべき。また「６ 

報告」の箇所で“適切に選択する”としているが、その後に挙げられた各項から必ず

選択をしなければならないように読めてしまう。「７ 検証」の箇所で、２つ目の文章

は「検証を実施した場合には」ではないか。またこちらも目的語を明確にすべきであ

る。（工藤委員） 
 p.17 の枠囲いの箇所の文章でサプライチェーンという言葉が使われているが、他は全

てバリューチェーンとしているので、統一すべきである。また同じ枠囲いの箇所で“新

たな負荷”という言葉が出てくるが、温室効果ガスに限定した話なのか、温室効果ガ

ス以外の環境影響も含めての話なのかが不明瞭である。「６ 報告」の箇所で、温室効

果ガスの削減に関する計算であることを書かせるようにした方が良い。外国の専門家

からは、温室効果ガスのみのシングルイシューであるという批判が多いので、そこに

注意を払うべきである。（稲葉委員） 
 新たな負荷は、本ガイドラインで対象としている温室効果ガスの 7 ガスを想定し

ている。誤解のないように、書き振りを工夫する。（経済産業省亀井室長） 
 温室効果ガスが削減できても、他の環境負荷が増えてしまうケースは充分あり得

る。環境影響全体から見れば温室効果ガスだけではない。他の環境影響は低いと

いうことを示した方が良いのではないか。国際的に受け入れがたい問題が発生す

る可能性があることを懸念する。（内山委員） 
 温室効果ガスの削減貢献量をアピールするガイドラインではあるが、その外側で

他の環境負荷がどうあるべきなのかについても適切に記述する必要があると認識

した。即答はできないが、記述方法を検討したい。（経済産業省亀井室長） 
 「はじめに」のところで温室効果ガスに限定したガイドラインである旨を記載す

れば良いのではないか。（稲葉委員） 
 他の環境影響が発生する場合には、企業の説明責任が問われる。さもないと、国

際的に受け入れ難い。温室効果ガスに限定したガイドラインだが、他には大きな

影響がないことを確認する必要がある、とするのが望ましい。（内山委員） 
 他の環境影響の扱いについては、「４ 原則」の「目的適合性」の“報告対象とな
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る組織内外の各ステークホルダーのニーズに応えられるよう”とあり、その中に、

例えば、国際社会や環境系 NGO からの、温室効果ガスは減っても他の環境影響は

どうなのか、というニーズが含まれるものと認識している。温室効果ガス以外の

環境影響についての説明を報告内容のオプションに加えてはどうか。（工藤委員） 
 広く環境負荷、環境影響といった場合、その種類は多岐に渡る。トレードオフを

全て確認しなければならないとすると、算定の作業ができなくなってしまうので

はないか。他の環境影響を考慮すべきなのはその通りだが、あまり強い規定にす

ると算定できない業種が出てきてしまうのではないかと懸念する。（秋元委員） 
 「６ 報告」で“適切に選択する”としているが、都合よくピックアップすることが

可能であるかのように感じる。小さいコラムでアピールする等の場合であれば選択す

ることになると思うが、都合のよいピックアップを避けるために、包括的に書かれる

べき項目は別途用意することが望ましいとしてはどうか。（秋元委員） 
 都合よくピックアップすることを許容する主旨ではないので、誤解を避けるよう、

表現を考えたい。（経済産業省亀井室長） 
 報告については、本文中に“shall”としている項目は必須で、それ以外は望まし

いということで整理するものではないか。本文との対象でまとめるのがよい。（稲

葉委員） 
 フォローアップの意味も含め、検証のスキームは重要である。実際の運用では算定上

の課題も出てくることが予想されるので、検証のスキームにはそのフォローも含めら

れると良いと思う。（内山委員） 
 このような取組を始めたことに意義がある。業界が取り組めて、且つ一般の人が理解

できるようなガイドラインとなることが望ましいが、実際にやってみると課題も明ら

かになるだろう。サービス業にはこのような知見がないので、もう少し丁寧な内容の

ガイドラインにする必要がある。また、中小企業には資金や人材の面で課題がある。

将来的には、そのようなところにも波及するようなガイドラインを検討する流れが必

要であると考える。（内山委員） 
 あくまでも定量化のためのガイドラインなので、検証のスキームは別立ての文書で取

り扱うことにした方が良いのではないか。検証はコストがかかり、やりきれないとい

う業界も多いのではないか。削除するのが望ましいが、もし残すのであれば internal
（内部）な検証も許容すべきである。（稲葉委員） 
 賛成する。検証にコストがかかるのは、産業界にとってはハードルとなる。検証

の実施が望ましいとしても良いが、望ましいという表現でも検証すべきと捉えら

れるかもしれない。検証しないといけないという圧力となるのは避けるべきであ

る。（秋元委員） 
 今後の運用の過程で改善点が明らかとなることが予想されるので、受容者にどこまで

理解してもらえるか、また国際的にどこまでニーズがあるかを明らかにするためにも、
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このガイドラインの適用事例についてモニタリングをお願いしたい。（工藤委員） 
 グローバルに通用するガイドラインとなることと、我々のこれまでの取組と逆行しな

いことを望む。また中間財や部品を対象とした算定について補足的な事例が示される

と良いと思う。（電機・電子温暖化対策連絡会辻氏） 
 経団連の低炭素社会実行計画において他部門削減や海外貢献において示していこうと

いうことで、電機・電子業界や化学業界等が先行して取り組んでいるが、このガイド

ラインはそれを更に進めることになると思うので、環境省としても期待している。経

団連を通じてこれまで取組の進んでいなかった他の業界へと普及することで、サプラ

イチェーンをカバーできるようになるのが望ましい。（環境省松澤課長） 
 本日、31 業界にオブザーバー参加いただき、グローバル・バリューチェーン貢献の取

組が広がっていることを実感している。国内削減から地球規模での排出削減に視点を

変え、その貢献をどのように評価できるかを検討してきた。難しいチャレンジだが、

産業界には本ガイドラインを参考にしながら、削減貢献の見える化・情報発信をして

いただき、製品・サービス等の展開を進めてほしい。また、海外の産業界とも連携し

て、グローバル・バリューチェーンでの貢献、産業界の貢献をリードしてほしい。今

後の活動については引き続きご意見をいただきたい。（経済産業省岸本審議官） 
 今日いただいた意見は、事務局の方で意見取りまとめた上でガイドラインに反映する。

（経済産業省亀井室長） 
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