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１．事業概要
１－１．事業の背景・目的
国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）では、全ての主要排出国が参加する
公平かつ実効的な枠組みであるパリ協定が採択され、2020 年以降の地球温暖化対策の新た
な国際枠組みができた。
我が国においては、2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 26％減少させる削
減目標を掲げており、2016 年 5 月に閣議決定した地球温暖化対策計画に基づいて着実に対
策を講じていく。こうした中、経済産業省は 2016 年度に『長期地球温暖化対策プラットフ
ォーム』を立ち上げ、2030 年以降の長期の温室効果ガス削減に向けて議論を進めてきた。
そこでは、国や企業、そして個人に渡って、全ての主体におけるカーボンニュートラルへの
貢献を目指していくため、製品ライフサイクルでの排出削減等のゲームチェンジを示し、ラ
イフサイクルを見据えた取組や国際的な貢献を打ち出している。2017 年度には、長期地球
温暖化対策プラットフォームの議論を受けて『グローバル・バリューチェーン貢献研究会』
を立ち上げ、グローバル・バリューチェーンを通じた排出削減貢献を“見える化”するため
のガイドラインの策定を進めているところ。
海外においては、国連環境計画（UNEP）を主体として、LCA（ライフサイクルアセスメ
ント 1）のデータベースの国際的なネットワーク化や、欧州委員会により、製品や企業活動
がそのライフサイクルの中で環境にどれだけの負荷を与えているかを定量的に示す「環境
フットプリント」等の検討が進められている。特に環境フットプリントについては、2013
年度から開始した試行事業が 2018 年の 4 月までにほぼ終了しており、欧州委員会は、引き
続き 2018 年から 2021 年までの期間を、環境フットプリント手法の政策活用の検討に向け
た移行期間として検討体制を整備していることから、今後欧州委員会を中心に加盟各国に
おいて環境フットプリントの政策活用に関する議論が進んでいく可能性がある。
こうした国内外の動向を踏まえ、本事業では、環境フットプリントや LCA データベース
に関する最新状況および各国動向を調査すると共に、関連ラベリング制度やデータベース
等の LCA の施策活用に関する調査を実施した。これにより、環境負荷・削減貢献の「見え
る化」に関する国際的な状況を整理し、我が国の産業界の取組や事業活動の環境負荷削減の
「見える化」に資する情報を整理した。
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ライフサイクルアセスメントは、対象とする製品の資源の採掘から素材製造、生産、製
品の使用・廃棄段階までのライフサイクル全体を考慮し、資源消費量や環境負荷物質の排
出量を定量的に把握するとともに、その環境への影響を評価する手法。
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１－２．事業内容
１－２－１．LCA データベースの国際動向への対応に係る調査・検討
製品のライフサイクルあるいはサプライチェーン全体の環境負荷の「見える化」にあたっ
ては、算出の基礎となるデータベースが必要不可欠であることから、データベースの精度や
利便性等を鑑み、環境負荷削減の「見える化」を行う上で適切なデータベースの在り方につ
いて調査・分析を行った。
今年度事業では、UNEP を主体とした LCA データベースの国際的なネットワーク化の検
討・開発が進められており、このような海外の動向も調査しつつ我が国の意見を発信できる
よう検討を進めてきた。具体的には、UNEP が主催する国際電話会議（計 6 回）への出席
および出席者の調整を行うとともに、国際電話会議への対応策検討、国際電話会議内容のと
りまとめ、UNEP より回覧される国際電話会議の議事録の翻訳、関係者への回付・確認を
実施した。加えて、UNEP が検討・開発を進めている LCA データベースのネットワークに
対して接続を検討しているデータベース開発者を対象に、電話による聞き取り調査を実施
した。さらに、本対応で得た情報をとりまとめ、LCA データベースに関するネットワーク
化の検討の進捗状況や成果を発表するための国内向けのワークショップを 2019 年 2 月に
開催した（環境フットプリントと同じワークショップ内で現状を報告）。
以上の内容については、
「２．LCA データベースの国際動向への対応に係る調査・検討」
を参照のこと。
１－２－２．欧州環境フットプリントへの対応
2013 年に欧州委員会が開始した環境フットプリントの試行事業（パイロット事業）は、
2018 年 4 月の最終カンファレンスの開催をもってほぼ終了した。最終カンファレンスの開
催後は、2021 年以降を見据えた移行期間（transition phase）に入り、今に至っている。
環境フットプリントは、狭義には算定、コミュニケーション、検証等の手法論を指すが、
その背景や試行事業における活動の内容から、広義にはそれらの手法論の欧州域内におけ
る環境政策への適用方法の検討に係るプロセスを表しているということができる。
今年度事業では、移行期間中の各国の動きを捉えるとともに、2018 年度以降も引き続き
議論が予定されているサブグループ（例：電機・電子、化学系最終製品）等を通じて、環境
フットプリント手法の政策活用及び技術的課題の検討状況などの情報を収集するため、国
際会議等への有識者派遣等の支援を行った。具体的には、ベルギーで開催される国際会議等
への有識者等派遣および欧州域内の関係者へのヒアリング（計 3 回）を行った。また、本対
応で得た情報をとりまとめ、本試行事業の進捗状況や成果を発表するためのワークショッ
プを 2019 年 2 月に開催し、我が国産業界の企業等に広く情報提供を行った。
以上の内容については、
「３．欧州環境フットプリントへの対応」を参照のこと。
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１－２－３．諸外国の環境フットプリント・ラベリングプログラム等に関する調査
欧州環境フットプリント以外にも、各国に環境フットプリントに類似したプログラムや
国及び第三者機関の取組による低炭素性能を示すラベリングプログラムが存在している。
今年度事業では、それらプログラムの最新状況や特徴を整理し、制度間での特徴の違いや
方法論の違い及び協調体制等について調査を行った。特に中国におけるプログラムに関し
ては不明な点が多いことから、現地調査を行い詳細な情報を収集した。またその内容は、
2019 年 2 月に開催した国内向けのワークショップ（LCA データベースのネットワーク化、
環境フットプリントと同じワークショップ）において報告を行った。
以上の内容については、
「４．諸外国の環境フットプリント・ラベリングプログラム等に
関する調査」を参照のこと。
１－２－４．その他の動向調査
環境負荷・削減貢献の「見える化」に関する国内外の施策・規格・イニシアチブ（ISO14000
シリーズ等）について、ウェブによる調査等を通じて最新動向に係る情報を収集し、それら
を整理・分析した。整理・分析にあたっては、各国においてそれらの施策等が LCA 的観点
からどのように活用されているかを含めて整理を行った。
以上の内容については、
「５．その他の動向調査」を参照のこと。
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２．LCA データベースの国際動向への対応に係る調査・検討
LCA データベースの国際的なネットワーク化の構築に係る検討・開発は、2012 年 9 月に
欧州委員会がブリュッセルで開催した国際会議をきっかけに、その後国連環境計画（UNEP）
に主体を移し、議論が進められてきた。このネットワーク化の検討・開発については、“Global
LCA Data Access Network”、略して“GLAD”という呼称のもと、14 の国や地域の政府関係
者および UNEP が検討に参加する国際的なイニシアチブに発展したが、
2019 年 3 月現在、
その活動は UNEP が運営するライフサイクルイニシアチブ 2の傘下への移行が進められて
いる。
本事業では、GLAD に関する最新情報の収集や、日本が有するデータベース開発に係る
知見に基づいた積極的な情報の発信等を目的に、欧州委員会と UNEP の共催で 2018 年 4
月にブリュッセルで開催された、GLAD の検討を含む LCA の協力に関する国際会議に有識
者の派遣を行った。またこの会合の後に開催された GLAD の検討に関する電話会議（計 6
回）に出席した。電話会議に出席するにあたっては、必要に応じて関係者間で認識の擦り合
わせを実施し、方向性の確認を行いつつ、適宜意見を述べた。加えて、GLAD に対して接続
を検討しているデータベース開発者を対象に、電話による聞き取り調査を実施した。さらに、
本対応で得た情報をとりまとめ、本試行事業の進捗状況や成果を発表するためのワークシ
ョップを 2019 年 2 月に開催し、我が国産業界の企業等に広く情報提供を行った。
なお以下の記載では、LCA データベースのネットワーク化に向けた検討のイニシアチブ
とそれによって開発されるシステムの双方を GLAD と表記する。

UNEP と環境毒性学及び環境化学に関する国際学会（Society of Environmental
Toxicology and Chemistry; SETAC）が共同で 2002 年に立ち上げた官民共同のボランタ
リーなイニシアチブ。ライフサイクル思考（LCA を含む）を政策や事業活動における意思
決定に適用することを念頭にした議論を実施している。2019 年現在、同イニシアチブは
UNEP の単独運営となっている。
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２－１．GLAD とは
２－１－１．目的
LCA の実施者にとって、二次データ 3、特に海外製品のデータの入手の難しさは、LCA
を実施する上での大きな課題の一つとして認識されている。
そうした中、ライフサイクルイニシアチブがデータベース開発のガイド文書、通称「湘南
ガイダンス」4を 2011 年に策定した。当該ガイダンスにおいて、今後の LCA データベース
のあるべき姿としてネットワーク化の考え方が示されて以来、国、業界団体、企業等、様々
な主体によって作成された二次データへ容易にアクセスができるクラウドサービスのよう
な仕組みがあれば、LCA はもっと普及するのではないか、またグローバルなサプライチェ
ーンを再現する形で LCA を実施することが可能になるのではないか、さらに、例えば発展
途上国等、これまで二次データが存在しない地域や分野において、彼らが参考にし得る情報
（データ作成方法や前提条件等に係る定性情報等）を提供することで新たな二次データを
作成することが容易になるのではないか、といった期待が、LCA の専門家や民間企業の LCA
担当者等の間で醸成されてきた。このような流れを受けて、2012 年以降、LCA データベー
スの国際的なネットワークの構築に向けた国際会議が開催されてきた。なお、経済産業省は、
これまで一貫してこれらの会合への有識者の派遣を行ってきており、また 2014 年から開始
された電話会議にも参加している。

3

対象とする製品のライフサイクルにおける各プロセスのうち、固有の設備での活動に関
するデータを LCA の実施者が直接測定または収集したものを、一次データ（primary
data）またはサイト固有データ（site-specific data）という。これに対し、統計や文献等
の一般的な情報源や、それらを基に構築された LCA データベースのデータを、二次デー
タ（secondary data）または一般データ（generic data）という。一次データの収集は情
報の機密性や作業工数の観点から困難なケースが多いため、LCA の普及にあたっては、入
手が容易で且つ精度（品質）の高い二次データの整備が求められる。
4 “Global Guidance Principles for LCA Databases: A basis for greener processes and
products”（http://www.lifecycleinitiative.org/wpcontent/uploads/2012/12/2011%20-%20Global%20Guidance%20Principles.pdf）
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表２－１－１
会期
2012 年
9月
2013 年
4月
2014 年
4月
2015 年
3月
2016 年
3月
2018 年
4月

GLAD 関連国際会議 一覧 5

会合名

開催地

主催者

International meeting on Life
Cycle Assessment: Policies,
Tools and Methodologies

ブリュッセル
（ベルギー）

・ 欧州委員会

Second International Meeting
on Life Cycle Assessment:
Quality Data Availability for
Policy Making
3rd International Meeting on
Intergovernmental
Cooperation on LCA

パリ
（フランス）

・ UNEP
・ 欧州委員会

ワシントン DC
（米国）

・ 米国環境保護庁
・ 米国農務省
・ UNEP

4th Meeting of the International
Forum on LCA Cooperation

プトラジャヤ、
シャー・アラム
（マレーシア）

・ マレーシア科学技術革新省
・ UNEP
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※2014 年 12 月から GLAD の検討および開発に関する議論を行う電話会議がスタート
各会議の概要を以下に示す。
２－１－１－１．ブリュッセル会合（2012 年 9 月）
初回となるブリュッセル会合については、欧州委員会が呼びかけを行い、各国の環境政策
担当者（計 10 ヵ国）および有識者が一堂に会して行われた。
会議は LCA の政策適用についての各国の取組を紹介する前半部と、LCA データの入手
可能性と品質に関する議論を行う後半部の二部で構成。前半部は、環境フットプリントの手
法論ガイドの最終版の策定や試行事業の開始を控え、参考になる情報を収集するのが狙い
と考えられる。
一方の後半部では、データベースの開発について各国でレベルが異なり、大半の国がデー
タの不足やさらなる経験の蓄積が必要と主張。今後の議論については、公平性の観点から
UNEP が中心となり次回以降の会議を開催すべき旨が提案された。
２－１－１－２．パリ会合（2013 年 4 月）
UNEP と欧州委員会との共催によるパリ会合については、開催に先立ち、同じく UNEP
主催のワークショップが併催された。テーマは広く LCA の実施や活用に係る能力開発全般
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各会合の議事次第に基きみずほ情報総研が作成。
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だが、その一環としてデータの入手可能性に関するセッションも実施された。
本会合では、ブリュッセルでの第 1 回会合と同様、前半部では政策適用についての各国
の取組を紹介し、後半部でデータの入手可能性についての議論が行われた。
後半部では、データベース間の相互利用やデータ品質と LCA の用途との関係の重要性を
示唆する意見が挙がり、これらの点について検討するための暫定的な作業部会が立ち上げ
られることとなった。作業部会の活動は、後述の WG 3（メタデータの記述子）に引き継が
れ、現在に至っている。
２－１－１－３．ワシントン DC 会合（2014 年 4 月）
ワシントン DC における 3 回目の会議は、米国の環境保護庁および農務省と UNEP との
共催となった。
本会合は、全体を通して LCA データベースのネットワーク化の構想を前面に押し出した
内容に終始しており、特に前半部は民間のデータベースおよびソフトウェアの開発者も交
え、ネットワーク上でデータベースを無料公開すべきか否か、透明性と秘匿性との兼ね合い
は等、運用面での課題も含め技術的な内容を中心に議論が行われた。また後半のセッション
では、LCA の政策適用や途上国に対する能力開発についても触れられていた。
さらに、現在の運営委員会に引き継がれる検討体制の必要性を訴える意見あり、暫定企画
グループ（Interim Planning Group）が立ち上げられた。
２－１－１－４．マレーシア会合（2015 年 3 月）
UNEP とマレーシアの科学技術革新省および標準工業研究所との共催となった 4 回目の
会議は、前半部で能力開発や政策活用についての各国の取組に関する情報共有とディスカ
ッションを実施し、後半部でデータベースのネットワーク化に向けた議論を行った。
このうち後半部については、ネットワークのガバナンスと技術的な課題の双方について
パラレルで議論が行われており、運営委員会（SC）、技術アドバイザリグループ（TAG）
、
作業部会（WG）によって構成されるその後の検討のための体制が提案され、現在まで引き
継がれてきた。
またマレーシア会合以降、対面の国際会議の間を埋める形で電話会議が開催されるよう
になり、現在に至っている。
２－１－１－５．ブラジル会合（2016 年 3 月）
第 5 回会議はブラジル科学技術情報研究所と UNEP との共催。内容はこれまで同様、ネ
ットワークに関するパートと政策活用や能力開発に関するパートによって構成されている。
このうちネットワークに関する前半部については、各作業部会からの活動報告と 2017 年
のネットワーク整備に向けた提案がなされ、運営委員会のメンバーを含む会議参加者間で
議論の上、方針の取りまとめが行われた。また“Global LCA Data Access Network”
、略し
7

て“GLAD”という呼称は、ブラジル会合で提案がなされている。さらに、運営委員会のメ
ンバーのみの限定会合も行われ、ガバナンスや各作業部会への予算配分についても議論が
行われた。
２－１－１－６．ブリュッセル会合（2018 年 4 月）
後述する環境フットプリントの最終カンファレンスと同じ週の後半に開催された 6 回目
の会議は、欧州委員会と UNEP の共催で行われた。その詳細は「２－２－１．ブリュッセ
ル会合への対応」を参照のこと。
２－１－２．検討体制
２－１－２－１．検討体制概要
これまでの GLAD の検討体制を図２－１－１に示す。

図２－１－１
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２－１－２－２．運営委員会
運営委員会（SC：Steering Committee）は、2015 年 3 月のマレーシアでの会合まで暫
定企画グループ（Interim Planning Group）と称されていた組織体の活動を引き継ぐもの
Kristina Bowers “Global LCA Data Access network GLAD”（ブリュッセル会合（2018
年 4 月）資料）に基づきみずほ情報総研が作成。
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であり、GLAD の活動を推進するための全体調整、立案、中心的なサポートを行っている。
各国政府および政府間組織（UNEP）による各地域の代表グループから選ばれた 14 名の代
表者によって構成されており、日本からは経済産業省が SC のメンバーとして参加してい
る。
なお、2016 年 3 月のブラジルでの会合の終了後、同委員会の座長は次回の国際会合の主
催に名乗り出た欧州委員会に引き継がれている。また 2015 年にはカナダが運営委員会から
離脱し、2017 年 7 月には新たにドイツが運営委員会のメンバーとして加わった。
また、2018 年 4 月のブリュッセルでの会合以前より、GLAD の活動の運営をライフサイ
クルイニシアチブの傘下に移行することが事務局を務める UNEP より提案されており、
GLAD の運営委員会としての活動は 2018 年 11 月に開催された電話会議を最後に終了し
た。
２－１－２－３．技術アドバイザリグループ
技術アドバイザリグループ（TAG：Technical Advisory Group）は政府および学術界や公
的な研究機関の有識者、民間部門の専門家の中から参加に関心のある人物を募って構成さ
れる組織で、技術的な観点から、SC の活動を支援するとともに、後述の各 WG からの成果
物が活動の目的に適合しているか否かを確認する役割を担っている。なお 2018 年 3 月現在
に至るまで、TAG を主体とした具体的な活動は未だなされておらず、休眠状態が続いてい
る。
２－１－２－４．作業部会
作業部会（WG：Working Groups）は、データベース間の相互利用の実現に向けた特定
の課題の解決のために設立されるもので、設置期間は限られている。TAG 同様、WG への
参加は政府の専門家だけでなく非政府／民間部門に対しても開かれたものとされている。
これまでに活動を行ってきた WG とその活動の目的を以下に示す。
（１）WG1: Network architecture and technology（ネットワークの構造と技術）
同 WG では、既存のネットワークを参考に、その仕組みを分析することで、ネットワー
クの管理体制について検討を行ってきた。特にネットワークにおけるデータセットの保存
場所については、同 WG の活動を通じて大きく中央集権型と分散型の 2 つのパターンに分
類がなされており、データベースの開発者を対象に実施された意見聴取ではこれらのうち
分散型を望む意見が大勢であった。これらの成果は GLAD の開発体制に受け継がれており、
ネットワークの構造としてはデータセットを各 node（接続される各データベース）が維持
し、GLAD のシステム自体は検索と名称体系およびメタデータのフォーマット（いずれも
後述）の変換のみを機能として持つ形となった。
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（２）WG2: Nomenclature（名称体系）
異なるデータベース間では一般的に、名称体系が異なっている。名称体系が異なるデータ
ベースを併用して LCA を実施する場合、例えば“CO2”と“Carbon dioxide”のように、
同じ物質を異なる名称で取り扱っているケースがあるため、不適切な評価結果が得られる
可能性がある。
同 WG では、異なるデータベースの相互利用を可能とすることを目的に、複数のデータ
（マ
ベースの間で基本フロー 7に関する“定義の違いを整理し対応関係を取りまとめる作業”
ッピング）を通じて、データベース間の名称体系の分析を行っている。同 WG には、欧州
委員会共同研究センター、米国環境保護庁、ecoinvent との共同座長として日本から産業技
術総合研究所が参加しており、同研究所が開発した日本の LCA データベース「IDEA v.2」
の基本フローに基づき実施したマッピングの結果等の提供を行ってきた。
同 WG の活動開始当初は、これらの分析を基に“Common flow list（共通の基本フロー
リスト）
”を整備し、さらにその維持と更新に関する基本方針を定めることで、LCA データ
ベースやライフサイクル影響評価 8の手法開発者が参照すべき情報を提供することが同 WG
の活動目的の一つとされていた。しかしながら、異なるデータベース間の基本フローのマッ
ピングの作業を通じ、共通の基本フローリストを定めるのではなく、得られたマップを用い
て相互互換性を確保すべきであるという方針に転換し、現在に至っている。
作業を通じて得られたマップに対しては、欧州のコンサルタントがクリティカルレビュ
ーを実施しており、2017 年 4 月にそのドラフト版レポートが同 WG 内で共有されたが、
2019 年 3 月現在、最終版の共有は未だなされていない。なお、このクリティカルレビュー
と並行して、同 WG の共同座長を務める米国環境保護庁が複数のデータベースの基本フロ
ーリストのクリティカルレビューを行っており、2018 年 6 月に学術誌“The International
Journal of Life Cycle Assessment”で公開されている 9。
米国環境保護庁では、データベース間で定義の異なる基本フローを変換するツールの開
発も行っているが、その成果物の共有は 2019 年 3 月時点では未だなされていない。
同 WG の活動については、ライフサイクルイニシアチブの傘下への移行後、ライフサイ
クルインベントリ分析

10とライフサイクル影響評価の間の基本フローの協調に関する
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WG

調査対象のシステム境界に入る物質またはエネルギーで、事前に人為的な変化を加えず
に環境から取り込まれたもの、あるいは調査対象のシステム境界から出る物質またはエネ
ルギーで、事後に人為的な変化を加えずに環境へ排出されるものを指す。例えば大気への
CO2 の排出は、調査対象のシステム境界から人為的な変化を加えずに環境へ排出される物
質であり、基本フローに該当する。
8 製品システムの潜在的な環境影響の大きさ、及び重要度を理解し評価することを目的と
した、LCA の構成段階。
9 Edelen, A., Ingwersen, W.W., Rodríguez, C. et al. Int J Life Cycle Assess (2018) 23:
1261. https://doi.org/10.1007/s11367-017-1354-3
10 製品システムに対する、ライフサイクルの全体を通しての入出力のまとめ並びに定量化
を行う、LCA の構成段階。
10

で引き続き検討がなされる予定である。
（３）WG3: Metadata descriptors（メタデータの記述子）
異なるデータベース間では一般的に、メタデータ 11の記述方法（フォーマット）が異なっ
ている。LCA の計算を実施する際、メタデータのフォーマットが異なる複数のデータベー
スを併用した場合、異なるフォーマットでの記載の内容を比較してデータセットを選択す
る必要が生じ、目的に応じた LCA の実施を阻害する可能性がある。
同 WG では、異なるデータベースの相互利用を可能とすることを目的に、メタデータの
フォーマット間の差異の分析を行っている。その分析の結果に基づきメタデータの記述方
法に関するガイダンスを作成することで、メタデータの内容に基づいてユーザーが適切な
データセットを選択できるようにするのが、同 WG の狙いである。
2017 年 7 月までに、同 WG が提出したメタデータの記述方法に関するガイダンスの案に
ついて関係者間でレビューが行われており、レビューの内容を反映したガイダンスが後述
の知識管理チームに共有され、ネットワークの開発に役立てられている。
２－１－３．開発体制
GLAD のシステム開発の体制を図２－１－２に示す。

図２－１－２
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２－１－３－１．知識管理チーム
知識管理チーム（KMT：Knowledge Management Team）は、GLAD の仕様の策定、開
発の調整等、技術面で作業を監督する役割を担う。UNEP に所属するエンジニアを中心に、
LCA 関連のソフトウェアやデータベースの開発者らによって構成されている。
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対象とする技術や、時間的・地理的有効範囲等、個々のデータセットの形式および内容
に関する定性的な上位情報。
12 運営委員会電話会議資料に基づきみずほ情報総研が作成。
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GLAD のシステムの開発体制は、UNEP からの提案を基に、2016 年度に開催された電話
会議での議論の過程で検討されてきたものである。また KMT の活動は、前述の WG1（ネ
ットワークの構造と技術）の活動の成果を基に進められている。
２－１－３－２．IT 開発者チーム
IT 開発の実作業は、KMT の指示のもとで、UNEP の発注先である IT 開発会社（仏 Ecedi
社が主に担当）が実施する。なお、各国の専門家が適宜支援を行っている。
２－１－３－３．評価委員会
策定された仕様や開発された GLAD の試作品（ベータ版）に対してレビューを行い、ユ
ーザー視点で意見を提供する評価委員会（Sounding Board）は、SC の各メンバーからの推
薦（7～10 名）
、WG1 の共同座長（3 名）、ソフトウェアおよびデータベースの開発者（5～
8 名）の合計 15～20 名程度の専門家により構成するものとされているが、詳細なメンバー
は明らかにされていない。
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２－２．2018 年度の活動
前述の通り、2018 年度中にはブリュッセルにおいて対面の国際会議が開催されたほか、
GLAD の検討・開発に関連する議論が電話会議を通じて行われてきた。以下にその概要を
示す。
２－２－１．ブリュッセル会合への対応
２－２－１－１．ブリュッセル会合の概要
2018 年 4 月にブリュッセルにおいて、欧州委員会と UNEP の共催でブリュッセル会合、
正式名称“6th Meeting of the International Forum on LCA Cooperation, including the
Meeting of the Global LCA Data Access Network (GLAD)”が開催され、日本からも有識
者の派遣を行った。
ブリュッセル会合の概要を表２－２－１に示す。
表２－２－１ ブリュッセル会合 概要 13
会合名
主催者
開催日
開催場所

参加者

6th Meeting of the International Forum on LCA Cooperation, including the
Meeting of the Global LCA Data Access Network (GLAD)
（GLAD を含む、LCA についての協力に関する国際フォーラムの第 6 回会合）
欧州委員会、UNEP
2018 年 4 月 26～27 日
Breydel auditorium
参加者数：70 名
参加国・地域：ベルギー、ブラジル、チリ、コロンビア、デンマーク、エクア
ドル、欧州委員会（環境総局、共同研究センター、成長総局）、フランス、ド
イツ、インド、イタリア、日本（工学院大学、日立製作所、産業環境管理協
会、みずほ情報総研）、マレーシア、ポーランド、南アフリカ、スペイン、ス
リランカ、スウェーデン、スイス、タンザニア、タイ、オランダ、チュニジ
ア、トルコ
参加機関：ecoinvent、FEFAC、GreenDelta、ifu Hamburg、maki consulting、
Plastic Europe、PRe Consultants、Quantis、thinkstep、UNEP、World
Resources Forum

ブリュッセル会合の議事次第を表２－２－２に示す。

“6th Meeting of the International Forum on LCA Cooperation, including the Meeting
of the Global LCA Data Access Network (GLAD): Agenda”および UNEP 提供資料の記載
に基きみずほ情報総研が作成。
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表２－２－２ ブリュッセル会合 議事次第 14
Day 1: 26 April 2018
Session 1: Launch of the Global LCA Data Access (GLAD) network
14:45 – 15:45

Launch of GLAD

15:45 – 16:15

Discussion with panellists and Q&A with the audience: What are your experiences with
data interoperability? What are the main challenges and opportunities in relation to
GLAD?

16:45 – 17:30

Gathering of ideas

17:30 – 18:00

Wrap up and next steps for GLAD

Day 2: 27 April 2018
Session 1: Introduction to LCA in policies
08:45 – 09:15

Presentation: Global overview of the usage of LCA in policies

09:15 – 11:00

Presentation: Experiences with policies based on LCA

11:00 – 11:45

Discussion with country representatives and Q&A with audience: What are success
factors, enabling conditions and obstacles to the usage of LCA in policies?

Session 2: LCA in mandatory product related regulation: public procurement policies and supporting
instruments - How to we move towards a coherent methodology?
11:45 – 12:30

Presentation: LCA in public procurement policies

13:30 – 15:00

Formation of breakout groups:
1. What kind of methodologies and tools are suitable for embedding LCA in public
procurement policies?
2. What other instruments, e.g. Ecolabelling, exist to support sustainable public
procurement and how is LCA embedded therein?
3. What kind of capacity building is needed and for whom?
4. Does GLAD change the scene in terms of data for procurement? How? How can
GLAD be linked to policies?

15:30 – 16:30

Reporting back from breakout groups: What is necessary to reach the full potential of
LCA and its related tools for policy purposes?

16:30 – 17:00

Conclusion and next steps for the International Forum on LCA Cooperation

2 日間の会期中、1 日目の冒頭のセッションでは、GLAD の立ち上げが宣言された。ただ
“6th Meeting of the International Forum on LCA Cooperation, including the Meeting
of the Global LCA Data Access Network (GLAD): Agenda”に基きみずほ情報総研が作
成。
14
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し、この時点での GLAD のシステムは試用版の段階であり、GLAD への接続を希望するデ
ータベース開発者を募ることを意図して公開されたものである。具体的な時期の明言はな
されていないが、GLAD のシステムはさらなる改善が施され、正式版の公開に至るものと
されている。
以後の会議では、GLAD の活用を含む政策への LCA の活用をテーマに、各国の取組事例
の紹介のほか、
以下の 4 つのトピックに分かれてのグループディスカッションが行われた。
① 公共調達政策で LCA を活用するには、どのような方法論やツールが適切か。
② 持続可能な公共調達を支えるには、他にどのような手段（例、エコラベリング）
が考えられるか。LCA はその中でどのように活用されているか。
③ どのような内容のキャパシティビルディングが必要とされているか。またその
対象は誰か。
④ 調達のためのデータという観点で、GLAD は状況を変え得るか。またどのよう
に変え得るのか。GLAD はどのように政策と結び付くことが可能か。
２－２－１－２．会合における議論
本会合における発表および議論のうち主要なものについて、その概要を以下に示す。

＜Discussion with panellists and Q&A with the audience（Day 1, Session 1）＞


GLAD のシステムに対する指摘


GLAD と LCA ソフトウェアの間の接続についても、技術的な課題が大きい。



メタデータに関して、新たなデータベースの接続に伴い新たな項目を受け入れ
るか否か、受け入れるのであればその手順も併せて検討する必要がある。



GLAD によってデータベース間の相互利用可能性が確立されたとしても、それ
をもって比較可能性が担保されるわけではない。データベース間の比較可能性
を確立するためには、データベースの提供者の間でデータの開発手法に関する
コンセンサスをまずは確立する必要がある。



何をもって GLAD が成功したとするか？


（個々のデータベースではなく）GLAD のプラットフォームが全て無料で
利用することが可能となる。



GLAD だけを用いれば必要なデータセットを探し出すことができる。



主要なデータベースが接続されている。

＜Gathering of ideas（Day 1, Session 1）＞


タイプⅢ環境ラベルの情報の GLAD への接続に関する提案


スウェーデンより、タイプⅢ環境ラベルの情報を GLAD に接続する計画につい
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て解説。


現状では、個々のプログラムがウェブサイト等を通じてタイプⅢ環境ラベ
ルの情報の共有を行うに留まっている。



課題としては、ライフサイクルインベントリデータとタイプⅢ環境ラベル
とではフォーマットが異なる点が大きい点が挙げられる。


この課題を克服し、タイプⅢ環境ラベルの情報へのアクセスを容易に
することが目的である。



想定される利用者が不明瞭である点、またタイプⅢ環境ラベルの情報を加
えるにあたっては GLAD のメタデータ記述子にも変更が必要となる点につ
いて、参加者より指摘あり。



CDLCI（Community Driven Life Cycle Inventory）の枠組の紹介


PRe Consultants より、意思決定のためのインフラとして、二次データではなく
モデルを用いる枠組である“CDLCI”を紹介。


この枠組の一環として、GLAD の活用を促すため、欧州のデータベース開
発者やコンサルタントらによるコミュニティの設立が示唆された。


このコミュニティはユーザーに GLAD の使い方を指南する専門家集団
と位置付けることが可能である。



グローバルな名称体系の検討


欧州委員会共同研究センターより、GLAD の WG2 での活動を受けての検討に
ついて紹介。


環境フットプリントの試行事業での検討内容の影響も併せ、ILCD 15の基本
フローの見直しを行った。



GLAD の本格運用後のマッピングファイルの取り扱いについては、メンテ
ナンスやアップデートの方法に課題がある。

＜Experiences with policies based on LCA（Day 2, Session 1）＞


ドイツにおける飲料容器を対象とした規制の紹介


LCA の評価結果に基づいてドイツで施行されている飲料容器を対象とした規制
について解説。


LCA の評価結果に応じて使い捨て容器にデポジットを掛けることで、リユ
ース容器の普及を誘導することを意図している。



リサイクル材の利用にはアドバンテージ（デポジットの金額の割引）を認め
ているが、生分解性プラスチックに対しては認めていない。

International Reference Life Cycle Data System の略で、欧州委員会共同研究センタ
ーによって検討された LCA 実施上の規定。一連の“ILCD Handbook”が取りまとめられ
ている。
（https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html）

15

16



スイスにおける LCA の政策活用の事例紹介


スイスで実施された最初の LCA は'84 年に飲料用の容器包装を対象としたもの
であり、それをきっかけに LCA の実施とその政策への活用が推進されてきた。



バイオ燃料については、LCA の結果に応じた減税措置が施行されている。



建築物を対象とした LCA の評価ツールが開発、運用されており、建築物の基準
にも採用されている。


この計算ツールにおいてデフォルトで用いられる二次データを、利用者は
一次データに差し替えることができる。また一次データに差し替えること
がインセンティブになるよう、計算ツールが設計されている。



これらのほか、インパクト評価手法として Ecological Scarcity Method、インベ
ントリのデータベースとして ecoinvent が、スイス政府の支援で開発されてき
た。


現状、ecoinvent は民間組織によって運営されているが、スイス政府との間
でサービス契約が締結されている。



LCA を政策に活用するにあたっては、一次データによる区別や比較が可能とな
っていることが重要である。



イタリアにおける政策の検討状況の紹介


イタリア国内において検討中の、LCA を活用した政策について解説。


イタリアにおいて検討されている LCA を活用した政策のベースとなってい
るのは、循環経済（Circular Economy）である。



検討中の政策としては、GPP とラベル制度（
“Made Green in Italy”
）があ
る。


これらの政策に必要なインフラとして、JRC の支援のもと、5 年以内
を目処にデータベースの整備を進める予定である。



ブラジルにおけるバイオ燃料を対象とした政策の紹介


バイオ燃料（エタノール、バイオディーゼル）を対象にブラジルで施行されてい
る低炭素政策について紹介。


ブラジルでは、LCA の結果を基にバイオ燃料にクレジットを付与し、販売
している。



現時点での指標は GHG のみ。他の影響領域や間接的な土地改変の影響の考
慮ついては、今後ステップバイステップで広げていく予定。

＜LCA in public procurement policies（Day 2, Session 2）＞


EU における公共調達


欧州委員会成長総局より、EU 域内における公共調達の状況と、同総局のスタン
スについて解説。
17



EU 域内においても、実施された公共調達のうち 55％について、価格が判
断の指標として採用されている。



現時点で公共調達に適用可能なツールとして、EMAS や EU エコラベルが
あるが、これらを実際に公共調達に活用するか否かはあくまでも加盟国の
判断に委ねられている。


各国の政策判断に資するツールを用意するのが欧州委員会の役割であ
ると認識。



環境フットプリントは、ボランタリーなアプローチで公共調達にも活用可
能と考えられる。



EU 域内では、ラベルの基準を GPP の基準に適用するケースと、ラベルを
取得した製品をそのまま GPP の対象製品とするケースの 2 種類がある

＜グループディスカッションにおける議論（Day 2, Session 2）＞


公共調達政策で LCA を活用するには、どのような方法論やツールが適切か。


必要な要素としては、施策に必要な環境基準（“Eco criteria”）
、政府によるガバ
ナンス、データベースを搭載したツールの 3 点が考えられる。



持続可能な公共調達を支えるには、他にどのような手段（例、エコラベリング）が考
えられるか。LCA はその中でどのように活用されているか。


欧州各国における建築分野を対象とした取組からも明らかな通り、タイプⅢ環
境ラベルのような認証スキームの存在が重要である。



ライフサイクル思考の導入を通じ、購入時点の価格だけでなく使用・維持管理段
階を含めたライフサイクルコストを公共調達の判断材料とすることも可能であ
り、またそのようなパラダイムシフトが求められる。



どのような内容のキャパシティビルディングが必要とされているか。またその対象
は誰か。


能力開発の対象は産業界を中心としつつも、全てのステークホルダーに対して
開かれてあるべきである。



国や地域によって LCA やライフサイクル思考への理解度が異なるので、地域ご
との特性を踏まえた能力開発が求められる。



調達のためのデータという観点で、GLAD は状況を変え得るか。またどのように変
え得るのか。GLAD はどのように政策と結び付くことが可能か。


公共調達への活用を念頭に置くのであれば、その要件に応じて GLAD 上でデー
タセットのフィルタリングを行えるようにすることが求められる。


データ品質については唯一の基準を定めることはあり得ず、個々の政策の
要求事項に応じてユーザーがフィルターの条件を設定する形になる。
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２－２－２．運営委員会
２－２－２－１．実施事項
SC の電話会議については、2018 年の 5 月から 11 月までの期間に概ね 2 ヶ月に 1 回の頻
度で開催された。日本からは、経済産業省の担当者および有識者が各電話会議に参加した。
2018 年度に開催された SC の電話会議の概要を、表２－２－３に示す。
表２－２－３ 運営委員会（SC）の電話会議 概要 16
2018 年 5 月 29 日、20:00-21:00 SC 電話会議
・ ブリュッセル会合の振り返りと今後
–
主な成果
–
次回の会合の開催について
・ ネットワーク開発の進捗報告
概要
–
データベースへの接続とガイド文書の作成
・ ライフサイクルイニシアチブへの移行の進捗報告
–
プロジェクト計画書の作成に関する WG の立ち上げについて
2018 年 7 月 24 日、21:00-22:00 SC 電話会議
・ ネットワークの開発の進捗報告
–
新たなデータベースの接続
概要
・ ライフサイクルイニシアチブへの移行の進捗報告
・ 次回の会合の日程について
2018 年 9 月 25 日、20:00-21:00 SC 電話会議
・ ネットワークの開発の進捗報告
–
データセットのアップロード
–
アクセス解析
概要
–
データベース開発者からのフィードバック
・ ライフサイクルイニシアチブへの移行の進捗報告
・ UN Environment Assembly（2019 年 3 月、於：ナイロビ）への参加について
2018 年 10 月 23 日、21:00-22:00 SC 電話会議
・ ライフサイクルイニシアチブへの移行について
概要
–
プロジェクト計画書の内容に関する議論
2018 年 11 月 27 日、22:00-24:00 SC 電話会議
・ ネットワークの開発の進捗報告
–
データセットのアップロード
・ ライフサイクルイニシアチブへの移行の進捗報告
概要
–
プロジェクト計画書の最終版の確定について
・ ライフサイクルイニシアチブへの移行に伴う、当 SC の活動の終了について

２－２－２－２．結果
今年度中に開催された SC の電話会議では、データセットの接続を主としたネットワーク
開発の進捗報告のほか、前年度中に UNEP より提案された GLAD の運営のライフサイク
ルイニシアチブへの移行について議論がなされた。ライフサイクルイニシアチブへの移行
16

運営委員会電話会議資料に基づきみずほ情報総研が作成。
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については、GLAD とライフサイクルイニシアチブ双方の運営委員会から選出されたメン
バーによる WG が立ち上げられ、移行後の GLAD の運営に関するプロジェクトの計画書が
策定されており、主にその内容の是非について議論が交わされた。
なお、これらの議論を経てプロジェクト計画書の最終版が確定したことから、2018 年 11
月の電話会議を最後に、GLAD の運営委員会としての活動は終了することとなった。
プロジェクト計画書では、GLAD 開発の背景や目的に加え、ライフサイクルイニシアチブ
への移行後の運営体制、さらには活動予算の確保に関する戦略等が記載されている。
プロジェクト計画書で示されているライフサイクルイニシアチブへの移行後の GLAD の
運営体制図を、図２－２－１に示す。

図２－２－１ ライフサイクルイニシアチブへ移行後の GLAD の運営体制 17
２－２－３．ネットワークの開発
２－２－３－１．実施事項
ネットワークの開発に関連して、前述の KMT および IT 開発者の間で、GLAD の接続に
係る技術的な情報を共有するための電話会議が催された。

17

プロジェクト計画書の記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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表２－２－４ 本事業において参加したネットワーク開発関連の電話会議 概要 18
2018 年 5 月 17 日、21:00-22:00 ネットワークの開発に向けた検討のための電話会議
概要
・ データベースの接続に係る技術的な課題について

２－２－３－２．結果
KMT および IT 開発者からは、主に GLAD へのデータベースの接続に際しての API の
実装に関する技術的な課題が挙げられた。これに対する解決策として、データベース開発者
を対象とした API の実装に関するガイド文書の作成や、API の変更に関する情報共有の方
法等について、事務局である UNEP と KMT および IT 開発者の双方から提案がなされた。

18

運営委員会電話会議資料に基づきみずほ情報総研が作成。
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２－３．データベース開発者を対象とした聞き取り調査
２－３－１．調査の概要
本事業では、GLAD への接続を希望するアジア・太平洋地域および欧州のデータベース
開発者 5 名に対し、匿名を条件に 2019 年 1 月 15 日から 2 月 27 日までの期間に電話によ
る聞き取り調査を行った。
２－３－２．調査の結果
データベース開発者を対象に行った聞き取り調査の結果を以下に示す。
２－３－２－１．GLAD への参加の予定
（１）参加の可否


権威があり高品質でデータセット数も多いデータベースとして、GLAD を通じ
て露出をしていきたいと考えているため、参加して全データセットを投入する
つもりである。


KMT および IT 開発者チーム（いずれも「２－１－３．開発体制」を参照
のこと）から充分なサポートを得られないことが障害となっている。



メタデータのアップロードはしたいと考えているが、そのためには政府からの
許可が必要であり、現在はその回答を待っている段階である。


我々としては全てのデータセットの接続を望んでいるが、データセットに
よっては工業会からの反対がある可能性がある。



GLAD の実装に必要なリソース（予算、能力共に）が不足しているのが現
状である。



我々が開発しているデータベースが充分なデータ品質を保てているか否か
も課題点である。



現在は積極的には進めていないが、顧客からの要望があれば、あるいはより多く
のユーザーが GLAD を利用し、大きなデータベースが参加するようになるので
あれば、参加へ向けて対応を行うつもりである。


我々は、我々が開発したデータベースをグローバルに利用して欲しいと考
えている。



参加をする予定である。また GLAD が運用されている限りは、全てのデータセ
ットを接続したいと考えている。




できるだけオープンなデータ共有の普及をサポートしていきたい。

ILCD の機能 19が完全にサポートされるなら参加するが、サポートされないので
あれば参加しない。

「ILCD の機能」とは、ILCD フォーマットで記述したメタデータが GLAD にアップロ
ードされた時に、その情報が失われることなく表示されることを示していると思われる。
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（２）GLAD に関するこれまでの経験


GLAD に接続するデータベースの一次募集は認識しており、それへの参加意思
を表明していたが、KMT および IT 開発者チームからの充分なサポートが得ら
れなかったため、適切にデータベースを接続することができなかった。


現在は API の見直しを行っていると聞いており、豊富なメタデータを反映
できるようになることを希望している。



長期的な視点でデータを共有することは非常に良い方向性であると考えてお
り、GLAD は非常に良いイニシアチブであると感じている。


ライフサイクルイニシアチブへの移行に伴い運営委員会から離れてしまう
ことになるが、引き続き貢献したいと考えている。



GLAD に対して関心はあるが、これまでは特に具体的な役割を果たしてきては
いない。


UNEP からのアプローチも受けておらず、GLAD はどちらかというと長期
的な対応課題と認識している。



GLAD の活動は長く継続しており、LCA データを共有する仕組みの基盤を整え
るイニシアチブであると理解している。


一般にソフトウェアのプロジェクトが成功する確率は 10%程度しかないと
言われており、実際に GLAD が成功する確率もかなり低いものに留まると
考えている。



現在、コンセプトを形にしたプロトタイプがリリースされたという状況で
あり、ここまでの進捗は非常に良かったと思う。しかしながら、今後は本当
の困難に向かい合う必要がある。



GLAD の検討では、投入したメタデータが失われないようにすることを確認し
たはずである。またこれに伴い、過去の議論の中で何度も ILCD フォーマット
に互換性のあるデータセットが GLAD で利用できるようにするということを確
認したと記憶している。フォーマットを再開発するような現在の方向性は破壊
的であり、UNEP が以前の合意から離れてこの方向性を推進することは間違っ
ていると考えている。


現在は、アップロードしたメタデータのうち 70%が削除されてしまってい
る。検索結果に表示されないがために品質の高いデータが選択されない、と
いう事態は認められない。このことはフィードバックとして事務局へ報告
しているが、未だ回答は得られていない。
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２－３－２－２．GLAD の印象
（１）API


API はソリューションとしては高度過ぎると認識している。我々は比較的規模
が大きい組織なので対応可能だが、規模の小さいデータベース開発者にとって
は対応するのが難しいだろう。しかし、より小さな組織向けの API の開発も進
んでいると聞いているので、それを通じて簡単にデータベースを接続すること
ができるようになれば良いと思う。



API についてはまだよく分からないが、投入できるように努力する。



技術的な情報が足りておらず、GLAD に対応することが現実的か否かを評価で
きていない。



API の周りに IT 開発者チームがラッパー 20を開発したことにより、現在の API
では GLAD に接続ができない状態である。この問題が解決次第、メタデータを
アップロードしたいと考えている。


API の次期バージョンが開発されているが、GitHub で公開されているのみ
で、未だ GLAD には反映されていないようである。



特定のソフトウェアの開発者が GLAD の開発にも携わっていることは、利益相
反に該当するのではないかと考えている。

（２）ウェブサイト


現時点のウェブサイトは、検索機能も適切に動いており見栄え良く見える。ただ
し、実際に備わっている機能以上に完成度が高く見えてしまっている。また、未
だ試用版による運用である旨が明示されていない点は問題である。


情報の配置は再考が必要と認識している。例えば、レビューの有無に関する
項目はあまり重要な情報ではないのではないか。



どのような製品分類体系を使用するかについても議論が必要だろう。



実際にデータを接続してメタデータが適切に表示されるか否かのテストを
行い、問題がないかについて確認を進める必要がある。



現状では GLAD のウェブサイトを見つけるのが困難である。また科学的な色が
強過ぎる印象があるので、今後はもっとサウェブイトを魅力的にしていく必要
がある。



ウェブサイトを見ると、接続されているいくつかのデータセットが古いものの
ようである。

20

ソフトウェアやプログラム部品等が提供するクラスや関数、データ型等を、本来とは異
なる環境や方法で利用できるようにしたもの。元のクラス等がそのままでは利用できない
別の環境で利用できるようにしたり、煩雑な仕様や設定等を隠蔽したり自動化したりして
シンプルな手順で利用できるようにしたり、別の機能を追加したりするのに用いられる。
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現在のウェブサイトはプロトタイプとしては良いが、継続的に更新することが
重要である。また、未だ間違った情報が多く掲載されており、修正が必要な状態
である。UNEP にはこれらの点を指摘しているがまだ修正されていない。



あまり有用な情報はない。

（３）ガバナンス


ガバナンスのギャップが生じることを懸念している。現在ライフサイクルイニ
シアチブの運営委員会から関心が得られていないと感じており、誰が責任をも
って GLAD のプロセスを進行させているのかがはっきりとしない。


一方で、政府によって牽引される運営員会については限界があると感じて
いたので、様々な立場のステークホルダーによって運営されるライフサイ
クルイニシアチブにガバナンスが移ったことは良いことだと思う。



ライフサイクルイニシアチブのガバナンスは、学術界に寄り過ぎていると感じ
る。学術界は政府を動かせないことが多く、また逆に政府は学術界を理解できな
いことがあるので、効果的に活動することができないのではないかと懸念する。



内部で何が起きているのか、我々の立場からは分からない。



政府関係者は LCA の政策活用に興味があるようだが、我々はそのようなことに
関心がない。GLAD がライフサイクルイニシアチブへ移行するのは良いことだ
と思うが、その基盤は強固であるべきだ。


ワークフローが背景に存在するウェブサイトの管理をした経験が UNEP に
あるのか否かが分からない点を懸念している。また技術的な能力について
も若干懸念がある。



毎回別のドラフト文章が提示される、提出したコメントは全て無視される等、意
思決定に再現性がない。技術的なフィードバックが得られない限りは、これ以上
時間を投資することはできなくなる。

（４）サポート体制


問い合わせに対する KMT および IT 開発者チームからの回答が遅い。もっと迅
速なサポートをして欲しい。



IT 開発チームのパフォーマンスが想定していたよりも低いと感じているが、充
分なリソースが配分されていないだけかもしれない。



サポートはあまり得られていない。
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（５）WG の成果の活用


メタデータの構成が簡易過ぎるとの印象を受ける。もっと多くのメタデータを
反映することが必要なのではないか。


WG3 は、新しい概念の導入よりも既存フォーマットの相互互換性に関する
分析を重視するとのことだったが、実際の作業はあまり行われていないよ
うに見受けられる。



我々としては、充実したメタデータを備えたデータベースとして、他のデー
タベースに対する差別化を図りたい。



WG が存在していることは知っているが、それ以上のことは分からない。



GLAD は WG の活動でこそ進歩があったと考えている。コミュニティが主導し
て名称体系やメタデータに関する議論を進めてきており、ライフサイクルイニ
シアチブの傘下でもこの対話が継続することを望んでいる。


ライフサイクルイニシアチブは、環境影響評価手法の名称体系に焦点を当
てており、ライフサイクルインベントリデータの共有についてはあまり集
中していないように思える。



合意よりも優先されている事柄があり、それが API の開発にも影響を及ぼして
いるように見受けられる。


新たなフローリストの設定も難しいのではないか。各データベースが ILCD
の基本フローリストへのマップを作成することで解決して行くのが最も現
実的であると考えている。

２－３－２－３．GLAD への期待


将来的には、全てのデータセットを GLAD へ接続したいと考えている。


GLAD の公開にあたっては、公開を急ぐべきではない、データセットを提
供したデータベース開発者が意図する形でメタデータがウェブサイト上に
表示されることを充分確認した上で公開した方が良いと UNEP には進言し
たが、結局試用版の段階で公開されてしまった。



GLAD には、ライフサイクルインベントリデータの透明性を担保する形で、非
営利のロールモデルとして存在していて欲しい。


最初は持続可能性というテーマの基に導入が始まったとしても、最終的に
は貿易に関係してくると考えられる。グローバルな市場で持続可能な製品
が競争することは良いことである。



我々はデータベースを所有し、特定のソフトウェアにのみそのデータベースを
提供しているが、異なるフォーマットやソフトウェアに対してデータを提供す
ることが難しい。より広いユーザーに使用してもらうためには他のフォーマッ
トに変換することが必要と考えており、このことに関して GLAD が補助してく
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れることを望んでいる。最も効率的にデータベースのフォーマットを変換する
方法を見極めていきたい。


相互互換性に関する問題は、オープンなフォーラムのような場で長期的に対話
を継続しながら解決を進めて行くべきである。


このような標準の策定に対しては、コミュニティがその費用を負担するべ
きである。例えば 10 グループ程度が年間 5,000 米ドルくらいの資金を供出
しながら LCA データの相互互換性に投資しても良いではないか。



LCA がこれまでの 30 年間に進めてきたことを再開発することは避けて、既に
ある資産を有効利用するのが望ましい。


GLAD がボトルネックになることは望ましくないが、そのような状況に向
かっている印象が否めない。

２－３－２－４．GLAD に関する懸念点


IT 開発者チームやサポートが充分に稼働していないが、充分に予算を配分でき
ていないのかもしれない。


メタデータがウェブサイト上で適切に表示されるか否かについてのテスト
を行っていない点も問題である。



複数の製品分類体系を併用することは問題を引き起こすだろう。将来的に
は WG2 が検討を行うべきである。



予算面でどう維持していくかについて懸念している。



GLAD は、より多くのユーザーやデータベースが採用して初めて意味を持つも
のであると考えている。そうならないとすれば、また一つ対応しなければいけな
い負担が増えるだけなので、積極的に関与するつもりはない。他の大きなデータ
ベースやより多くのユーザーが GLAD を使用するようになるか否かを見極めな
がら、対応を進めたい。




対応を進めるには、さらに多くの参照情報が必要である。

プロトタイプのリリースは比較的簡単だが、GLAD は継続的な管理が必要なソ
フトウェアであることから、プロジェクトの困難な部分は始まったばかりとの
認識を持ち、注意して進行する必要がある。



データ品質に関して、GLAD は間違った情報を示しているように思える。我々
は低品質なデータの流通は LCA というツール自体に被害を及ぼしかねないと考
えており、このような間違った情報の配信は避けたい。メタデータはデータ品質
を規定するものであり、いずれのフォーマットでもメタデータの内容がそのま
ま表示されるようになるということで合意したと理解していたが、数ヶ月後に
はその合意事項は消えてしまった。


規模の大きいデータベースは、GLAD への接続前に充分なテストが必要で
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あるが、GLAD は突然公開されてしまった。このような部分についてもガ
バナンスが必要だと思う。
２－３－２－５．総括
複数の聞き取り調査対象者が、GLAD におけるメタデータの取り扱いが従来の LCA フォ
ーマットで対象としている情報を充分に反映しきれないという点や、KMT および IT 開発
者チームによるサポートが不充分である点、また API への対応が困難である点について意
見が共通していた。一方で、ライフサイクルイニシアチブへの運営体制の移行については、
各国政府が主体となって運営されてきたこれまでの体制から学術界の側に寄った体制とな
る点を好意的に捉える意見と否定的な意見とに分かれた。
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２－４．課題と今後の展望
２－４－１．課題
２－４－１－１．技術面
メタデータの記載内容を充実させて品質の高いデータを採用することで、LCA 計算結果
の比較可能性が担保できるとの期待の下で GLAD の検討がスタートしたものの、実際には、
データベースごとにデータの収集方法やシステム境界も異なるため、異なるデータベース
の間での数値の比較は困難であることが、明らかになってきている。後述する環境フットプ
リントの検討においても同様の結論が得られており、環境フットプリントでは特定のデー
タベースの購入に至った 21。
一方で、2017 年度における GLAD の運営委員会の電話会議での議論では、ISO14025 に
基づいたタイプⅢ環境ラベルの登録製品のデータベースを GLAD に接続するという提案が
なされており、2018 年 4 月に開催されたブリュッセル会合においても同様の発表が行われ
ている。これまでの GLAD の活動で対象としてきたのは製品の平均的な環境負荷量を表し
たライフサイクルインベントリの二次データであるのに対し、タイプⅢ環境ラベルは企業
の個別の製品のライフサイクルに係る環境情報を取りまとめたものである。今後この動き
が進展した場合、異なるデータベース間の比較だけでなく、企業の個別の製品間においても、
GLAD のユーザーがデータの比較をすることができてしまう形となる。
２－４－１－２．政策面
LCA を政策に活用したい政策担当者の期待と、異なるデータベース間の値の比較には未
だ課題が残るというデータベース開発者の認識との間にギャップが存在する。そのギャッ
プを欧州委員会が認識したことにより、環境フットプリント用の二次データセットの公募
と購入が開始されたということができる。
環境フットプリント用の二次データセットが整備され、それらが GLAD 上で利用可能と
なることで、評価の手法論と共にデータベースについても環境フットプリントがデファク
ト化する懸念がある。前述の通り、環境フットプリントがデファクト化してしまうと、日本
企業の取組、製品性能等が適切にアピールできなくなる可能性に繋がりうるため、今後の動
向に注視が必要である。ただし、環境フットプリント用二次データセットのうち一部の利用
にあたっては、エンドユーザー向けの使用許諾契約の締結が必要な上に利用用途は環境フ

21

欧州委員会による環境フットプリント用二次データセットの購入に関しては、「平成２
６年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業（環境負荷可視化に係る国際動向への対応
事業）報告書」
、
「平成２７年度グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業（環境負荷可視化
に係る国際動向への対応事業）報告書」、
「平成２８年度地球環境国際連携事業（環境負荷
削減の「見える化」に関する検討事業）報告書」、
「平成２９年度地球温暖化対策における
国際機関等連携事業（環境負荷削減の「見える化」に関する検討事業）報告書」を参照の
こと。
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ットプリントの手法論に準拠した評価に限定されている

22ことから、デファクト化へ向け

た状況の急速な変化は現時点では起こり難いと考えられる。
また前述の通り、タイプⅢ環境ラベルの登録製品のデータベースを GLAD に接続するこ
とが運営委員会及び 2018 年 4 月のブリュッセル会合で提案されている。タイプⅢ環境ラベ
ルの登録製品についてはグリーン調達の対象となる可能性もあるため、タイプⅢ環境ラベ
ルのプログラム間の相互認証を図り、適正に製品が選定され得る枠組みの検討が必要であ
る。
２－４－２．今後の展望
2018 年 4 月のブリュッセルでの会合に次ぐ第 7 回の国際会合については、2019 年秋を
目処にタイで開催されることが検討されている。未だ正式版の公開には至っていないもの
の、GLAD のシステムの開発に一定の収束が見られることから、第 7 回の会合では改めて
LCA の政策活用に向けた議論が行われるものと予想される。
前述の通り、GLAD の運営はライフサイクルイニシアチブに引き継がれる方向で調整が
進められており、2019 年度以降の GLAD の開発や運営方針の検討についてもライフサイ
クルイニシアチブの傘下で行われることとなる。GLAD の運営委員会と異なり、ライフサ
イクルイニシアチブの運営委員会に対して日本は参加資格を有していないため、GLAD に
係る以後についてはその詳細な情報を得るのは困難になると考えられる。
なお、今後の GLAD の活動に対して、各ステークホルダーは以下の内容を期待しながら
参画していくものと想定される。
２－４－２－１．民間企業の LCA 担当者
民間企業の LCA 担当者のモチベーションとしては、様々な国、業界団体、企業のデータ
を入手し易くなるという点が挙げられる。また逆に、企業自身がデータの提供者としてネッ
トワークに参加することで、自社製品の環境性能をアピールすることも容易になるという
点も挙げることができる。
２－４－２－２．各国の環境政策の担当者
各国の政策担当者にとっては、LCA の政策適用が容易で且つ意義のあるものとなり得る
ことが期待されていると考えられる。
また前述の通り、タイプⅢ環境ラベルの登録製品のデータベースの GLAD へ接続につい
ても提案がなされている。タイプⅢ環境ラベルは企業の個別の製品のライフサイクルに係
る環境情報を取りまとめたものであり、製品の平均的な環境負荷量を表したライフサイク
ルインベントリの二次データに比べて、グリーン調達への適用等、政策活用との親和性が高
http://www.gabi-software.com/fileadmin/gabi/EULA_European_Commission__use_of_thinkstep_LCI_data.pdf
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い。既に示した通り比較可能性や相互認証の必要性等の課題はあるものの、今後タイプⅢ環
境ラベルの GLAD への接続が進むことにより、製品のライフサイクルにおける環境情報の
政策への活用が進展するものと考えられる。
２－４－２－３．UNEP
発展途上国における LCA の実施や活用に係る能力開発は、UNEP の活動の重要な一要素
を占めている。これまでの GLAD の検討メンバーには発展途上国からの参加者も含まれて
おり、GLAD の開発と運営を通じて、発展途上国における LCA データベース開発支援の成
果をアピールすることができることになる。
また前述の通り、GLAD の運営はライフサイクルイニシアチブに引き継がれる方向で調
整が進められている。UNEP 主導のライフサイクルイニシアチブの活動の成果をアピール
する一つの手段として、GLAD が活用されることが予想される。
２－４－２－４．データベースの開発・販売者
GLAD の普及によりそのネットワーク上に存在するデータベースのデファクト化が進む
と期待して、主に欧州のデータベース開発・販売者は、GLAD の活動に対し積極的に関与
してきている。
GLAD の本格稼働の開始後は、主要なデータベースの開発者の間で GLAD を利用してデ
ータの作成手法に関する刷り合わせが行われることが予想される。
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３．欧州環境フットプリントへの対応
欧州委員会環境総局は、2013 年 11 月から「環境フットプリント」の試行事業（パイロッ
ト事業）を実施している。欧州委員会が提唱する環境フットプリントは、狭義には算定、コ
ミュニケーション、検証等の手法論を指すが、その背景や試行事業における活動の内容から、
広義にはそれらの手法論の欧州域内における環境政策への適用方法の検討に係るプロセス
を表していると言える。今後、環境フットプリントの政策への活用が進んだ場合、日本企業
の欧州市場における事業活動が影響を受ける可能性があることから、本事業では環境フッ
トプリントの算定ルール作りについて分野横断的に情報収集を行った。
これまで、試行事業には日本の電機・電子業界及び企業がコンソーシアムを形成し、IT 機
器（ストレージ）を対象とした技術事務局（後述）として参加してきており、2018 年 4 月
の運営委員会の会合で最終版 PEFCR 23が承認されたのを受け、その活動が終了した。また
試行事業全体が、この運営委員会の会合およびその翌週の最終カンファレンスの開催をも
って終了し、その後は政策活用の検討のための移行期間（transition phase）として位置付
けられている。今年度事業では、国際会議等への有識者派遣を実施し、欧州の最新動向を分
野横断的に収集した。具体的には、ベルギーで開催される国際会議への有識者等派遣および
欧州域内の関係者へのヒアリング（計 3 回）を行った。また、本対応で得た情報をとりまと
め、本試行事業の進捗状況や成果を発表するためのワークショップを 2019 年 2 月に開催
し、我が国産業界の企業等に広く情報提供を行った。

Product Environmental Footprint Category Rule（製品の環境フットプリント・カテ
ゴリ規則）の略。

23
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３－１．環境フットプリントとは
３－１－１．目的
欧州委員会は、2010 年頃から、欧州連合内における単一市場法の達成と経済戦略
「EU2020」のテーマの一つである資源効率ロードマップの実現に向け、企業や製品の環境
パフォーマンスや資源効率性を改善するための共通手法等の確立を検討してきた。環境フ
ットプリントの手法論を導入することで、透明性を担保した比較可能性の追求による情報
開示を通じた選択的購買の促進と、欧州連合全体への単一手法の導入によるコストの回避
とビジネス機会の拡大の達成が企図されている。
３－１－１－１．単一市場法（Single Market Act） 24
欧州連合による単一市場の完成から 20 周年を迎える 2012 年を前に、欧州委員会は 2011
年 4 月、
「単一市場法（Single Market Act）
」の最終案を公表した。これは単一市場の可能
性がこれまで充分に活かされておらず、一部の分野で真の単一市場が達成されていないの
は法規制の欠如や行政上の手続きの障害などのためであるとして、単一市場法の枠の中で
複数の法規制や行動を実現させることを打ち出したものである。
「単一市場法」に明示された分野のうち、単一市場に対する消費者の信頼向上の一環とし
て製品の環境フットプリントに関するイニシアチブが提案されている。
現状、欧州連合では複数の環境影響評価の手法とそられに基づいたラベリングプログラ
ム等の制度が域内に存在し、事業者がそれら各手法に個別に対応している。このような複数
の制度への対応が事業者の負担となる一方、その情報を受容する一般消費者にも混乱を招
き、結果として環境配慮型製品の単一市場への普及を妨げると考えられることから、欧州連
合域内で共通の評価手法の構築が必要との認識が共有されるに至り、製品の環境フットプ
リントのイニシアチブへの提案につながった。
３－１－１－２．EU2020 25
2010 年に終了した欧州連合の経済成長及び雇用に関する「リスボン戦略」
の後継として、
欧州委員会は 2008 年に新たな中期成長戦略「EU2020」の検討を開始し、2010 年 3 月の欧
州理事会でその骨子について合意がなされた。
「EU2020」における主要目標のうち、環境分野では温室効果ガスの削減が挙げられてお
り、以下の 3 つの目標が掲げられている。


1990 年比で 20％以上、条件が揃えば 30％削減する

本項は、JETRO「EU 単一市場法と年次報告書の概要」
（ユーロトレンド 2012.6,
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000951/eu_single_market.pdf）によっ
た。
25 本項の内容は、JETRO「欧州 2020（
（EU の 2020 年までの戦略））の概要」
（ユーロト
レンド 2010.4, https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000263/eu_2020.pdf）
によった。
24
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最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの比率を 20％に引き上げる



エネルギー効率を 20％引き上げる

また優先項目の一つとして持続可能な経済成長が挙げられており、その戦略実施のため
以下の 2 つの旗艦イニシアチブが提案されている。


グローバル時代に見合った産業政策（An industrial policy for the globalisation
era）



欧州での資源の効率的な利用（Resource efficient Europe）

３－１－１－３．資源効率ロードマップ（Roadmap to a Resource Efficient Europe） 26
欧州連合の経済活動を持続可能なものにしていくため、2050 年に必要とされる構造的・
技術的な転換と 2020 年までの到達目標を示したものであり、2011 年 9 月に欧州委員会に
より採択されている。このロードマップでは、資源生産性の向上と、経済成長と資源利用の
デカップリングを提案しており、経済の転換を目的として以下の 4 つの方針を提示すると
共に、各分野における 2020 年までの具体的な目標を設定している。


持続可能な消費と生産



廃棄物から資源への転換



調査研究と革新の支援



環境に有害な助成金の除去と適正価格の導入

３－１－２．環境フットプリントの概要と経緯
３－１－２－１．環境フットプリントの概要
環境フットプリントは、製品のライフサイクルや組織（企業）のバリューチェーンが環境
に与える影響を定量的に評価するための手法と指標である。原材料の調達から、製品の製
造、輸送、使用、使用済み製品の廃棄・リサイクルに至るまでの各段階で環境に対してど
れだけの影響を及ぼしているかが、評価の対象となる。
環境フットプリントの手法論には、大きく以下の 4 つの特徴がある。
1)

既存の LCA 手法に基づいているが、より厳格なルール

2)

比較可能性を重視

3)

複数の環境影響領域で評価

4)

統合化も視野に入れたコミュニケーション

これらの特徴の詳細については、
「３－１－３．手法論上の特徴」を参照のこと。

本項の内容は、三菱総合研究所「平成 27 年度経済産業省委託調査 平成 27 年度内外一
体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（EU との規制協力：日 EU の資源効率
に関連する動向等調査）報告書」
（2016 年 3 月 18 日,
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000537.pdf）によった。

26
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３－１－２－２．経緯
欧州委員会の環境総局および共同研究センターは、2011 年 3 月から、単一市場法の達成
と資源効率ロードマップの実現に向けた共通の手法を具体化させた指標として、
「製品の環
境フットプリント（PEF：Product Environmental Footprint）
」と「組織の環境フットプリ
ント（OEF：Organisation Environmental Footprint）」の評価の方法論の開発を進めてお
り、
2013 年 4 月には、PEF および OEF の手法論ガイドの最終版が勧告（recommendation）27
の付属書（ANNEXⅡ：PEF ガイド、ANNEXⅢ：OEF ガイド）として発行された。
欧州委員会はその後、分野別の環境フットプリントの算定基準の開発に関するテスト、環
境フットプリントの評価結果のコミュニケーション方法に関する検討、異なる複数の検証
方法 28に関するテストを行うため、2013 年 11 月に 3 ヶ年の試行事業（パイロット）29を開
始した。
前述の通り、試行事業は 2013 年 11 月から 2016 年いっぱいまでの 3 ヶ年の計画で進め
られてきたが、その後 1 年半近くの延長を経て、2018 年 4 月の運営委員会会合とその翌週
の最終カンファレンスの開催をもって終了した。これは、手法論上の技術的な論点の議論と
解決に時間を要したほか、二次データセットの公募および購入に伴いスクリーニング調査
の再計算 30が実施されたためである。試行事業の開始にあたっては、対象とする製品カテゴ
リおよび産業セクターの募集を、2013 年 5 月（第一期パイロット）および 2014 年 1 月（第
二期パイロット）の 2 回に分けて行われた。採択されたパイロットの一覧を表３－１－１
に示す

“Commission Recommendation of 9 April 2013 on the use of common methods to
measure and communicate the life cycle environmental performance of products and
organizations”（http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN）
28 試行事業の中で、精度と工数の観点から複数の検証方法を設定し、それぞれについてテ
ストを行っている。
29 以下、欧州委員会による活動全体を試行事業、個々の製品カテゴリおよび産業セクター
ごとの活動をパイロットと表記する。
30 スクリーニング調査の再計算については、
「平成２８年度地球環境国際連携事業（環境
負荷削減の「見える化」に関する検討事業）報告書」、「平成２９年度地球温暖化対策にお
ける国際機関等連携事業（環境負荷削減の「見える化」に関する検討事業）報告書」を参
照のこと。
27
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表３－１－１ 試行事業におけるパイロット 一覧 31
開始時期
第一期

PEF/OEF
PEF

OEF

第二期

PEF

パイロット名称
電池・蓄電池
装飾用塗料
冷温水供給パイプ
家庭用液体洗濯洗剤
紙（中間財）
IT 機器（ストレージ）
革製品（中間財）
金属板（中間財）
靴（革製を除く）
太陽光発電
文房具
断熱材
T シャツ
無停電電源装置（UPS）
小売業
家庭用衛生用品製造業
銅製品製造業
ビール
コーヒー
乳製品
家畜用飼料（中間財）
食用魚
食肉
オリーブオイル
容器に入った飲料水
パスタ
ペットフード（犬・猫用）
ワイン

試行事業終了後については、2018 年から 2021 年までを移行期間（transition phase）と
位置付け、その後の政策への活用に向けた検討を行う方針であることが、2016 年 6 月の運
営会議の場において示されている。移行期間については、
「３－２－１－６．IPP/SCP エキ
スパートグループ」および「３－４．今後の展望：移行期間における検討」を参照のこと。
３－１－２－３．試行事業における検討体制
試行事業における検討体制を、図３－１－１に示す。

“Environmental Footprint E-commenting Wiki pages”の記載に基づきみずほ情報総研
が作成。

31
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図３－１－１ 環境フットプリントの試行事業における検討体制 32
各組織体の役割は以下の通りである。
（１）運営委員会
運営委員会（SC：Steering committee）は試行事業全体を統括し、各パイロットの進捗
状況の監視や各パイロットの運営を通して抽出された課題に関する情報交換を 1～2 ヶ月に
1 回程度の頻度で行ってきた。パイロット期間中に常時設置される委員会であり、欧州委員
会、各パイロットの技術事務局、EU 加盟国・欧州自由貿易地域・加盟準備国、欧州域内の
9 団体（消費者団体、環境 NGO、貿易関連団体等）、The European Food SCP Roundtable
の各団体の代表者によって構成されており、座長は欧州委員会が務めてきた。
（２）技術諮問委員会
技術諮問委員会（TAB：Technical Advisory Board）は、PEF および OEF の要求事項の
実施に関わる問題について技術的な議論と運営委員会への助言を行う組織である。技術諮
問委員会のメンバーは、運営委員会のメンバーから各自 1 名ずつ選任された専門家によっ
て構成されており、また欧州委員会は、会議の議長役を務め、委員会の組織と運営に関する
活動の全てに責任を負うものとされてきた。
なお、技術諮問員会は試行事業終了後の移行期間も存続しており、参加資格を広く LCA
の専門家に拡大し、環境フットプリントに関する技術的な課題の検討を継続するとされて
いる。移行期間における技術諮問委員会の活動については、
「３－４－２．技術諮問委員会」
も参照のこと。

Michele Galatola “The EU PEF/OEF Pilot Phase (2013-2016)”（PEF Policy
Conference, April 2013）を基にみずほ情報総研が作成。

32
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（３）技術事務局
技術事務局（TS：Technical Secretariat）は、製品カテゴリ及び産業セクターごとにパイ
ロットを運営する際の母体となってきた組織である。技術事務局が試行期間中に行うべき
活動については、
「３－１－４．試行事業における活動」を参照のこと。また我が国から試
行事業に参加してきた IT 機器パイロットの詳細については、
「３－１－２－５．IT 機器パ
イロット」を参照のこと。
なお、試行事業終了後の移行期間においても新たな PEFCR および OEFSR 33の策定は行
われるものとされており、その策定の主体には試行事業中の技術事務局と同様の検討体制
の形成が求められるものと考えられる。
（４）EF 技術ヘルプデスク
EF 技術ヘルプデスク（EF technical helpdesk）は、各パイロットに対する技術的な支援
のため、欧州委員会によって期間中常設されるものとされており、欧州委員会と契約を結ん
だ欧州域内の LCA 関連のコンサルタントが担当してきた。またその活動の一環として試行
事業の技術評価を実施しており、2017 年 4 月には評価報告書が公開されている 34。
（５）代表ステークホルダー
前述の（１）～（４）で示した各組織体に加えて、試行事業の期間中は図３－１－１の最
下段の丸に該当する代表ステークホルダー（Representative stakeholders）として、PEFCR
および OEFSR の開発プロセスに関与可能な体制も整えられており、代表ステークホルダ
ーはし、業界団体（Ind.：industries）のほか、中小企業（SMEs：small and medium-sized
enterprises）や NGO、行政機関（PAs：public administrations）等による関与が推奨され
ていた。なお、代表ステークホルダーとしての参加はウェブ上の EF バーチャル諮問フォー
ラム 35への登録を通じて行われてきた。
３－１－２－４．各パイロット
製品カテゴリ、産業セクターごとのパイロットは、2013 年 5 月に第一期、2014 年 1 月
に食品およびその関連製品を対象とした第二期の募集が行われており、2018 年 4 月の試行
事業の終了まで、合計で 23（うち PEF が 21、OEF が 2）のパイロットが活動を続けてき
Organisation Environmental Footprint Sector Rules（組織の環境フットプリント・セ
クター規則）の略。
34 “Evaluation report: Technical evaluation of the EU EF pilot phase”
（http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/HD_pilot_eval_final.pdf）
35 欧州委員会が環境フットプリントの試行事業を推進するために設置した無料登録制のウ
ェブサイト“Environmental Footprint E-commenting Wiki pages”（通称 Wiki ページ,
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EUENVFP/）上に設置されるウェブ・フ
ォーラム。各パイロットが策定した文書類が、登録した代表ステークホルダーに対して公
開されると共に、公開された文書類に対する意見公募も行われる。
33
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た（その後、靴（革製を除く）が活動休止を表明）
。表３－１－２に、試行事業における各
パイロットの技術事務局を構成する組織を示す。なお、下線は各パイロットにおいてリーダ
ーを務めている組織を表している。

39

表３－１－２ 試行事業におけるパイロットとその技術事務局の構成 36
開始時期
第一期

PEF/OEF
PEF

パイロット名称
電池・蓄電池

装飾用塗料

冷温水供給パイプ

技術事務局の構成
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

36

Apple Inc.
Cobalt Development Institute (CDI)
Eramet
Nickel Institute
PE International
RECHARGE aisbl
Saft
Stanley Black & Decker, Inc.
Umicore
AkzoNobel
CEPE (European Council of Paint, Printing
Ink and Artist’s colours Industry)
Crown (Hempel)
DAW
IMA (Industrial Mineral Association)
Jotun
ONIP
PlasticsEurope
PPG
Plastics Europe
Plastics Recyclers Europe (EuPR)
TEPPFA - The European Plastic Pipes and
Fittings Association
VITO (Flemish Institute for Technological
Research)
ECI (European Copper Institute)

“Environmental Footprint E-commenting Wiki pages”の記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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備考

開始時期

PEF/OEF

パイロット名称
家庭用液体洗濯洗剤

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
紙（中間財）

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

技術事務局の構成
A.I.S.E. aisbl - International Association for
Soaps, Detergents and Maintenance
products
AFISE
Dalli Group
DETIC
Ecover Co-ordination Center NV
GS1
Henkel AG & Co. KGaA
McBride plc
Procter & Gamble Services Company NV
SC Johnson
SGS
Swiss Government Federal Department of
the Environment
The Sustainability Consortium
TU
Berlin
University
(Department
Sustainable Engineering)
Unilever
VANDEPUTTE
S.A./NV
SavonnerieZeepfabriek
European
Commission
(EC),
Joint
Research Centre (JRC), Institute for
Environment and Sustainability (IES)
CEPI
Cepi ContainerBoard
CEPI Eurokraft
China
Quality
Certification
Centre
Guangzhou Branch
Copacel
De Beaufort-Langeveld
DS Smith
FEFCO
Ferrero
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備考

開始時期

PEF/OEF

パイロット名称
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

IT 機器（ストレージ）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

技術事務局の構成
Forest Stewardship Council
Industrial Minerals Association (IMA) –
Europe
Inmetro
Innovhub-SSI
Innventia
International EPD System
International Paper
Lucart
Lyreco
Metsä Group
Norwegian University of Science and
Technology
PEFC
Reno De Medici
SCA
Sequana
SIG International Services GmbH
Smurfit Kappa
Sofidel
Solinnen
Steinbeis Papier
Stora Enso
Swedish Forest Industries Federation
Technische Universität Berlin
Tetra Pak
UPM
Utrecht University
WWF International
AIST (National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology)
Fujitsu Limited
Hitachi, Ltd.
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備考

開始時期

PEF/OEF

パイロット名称
・
・
・
・

革製品（中間財）

・
・
・

・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

・

技術事務局の構成
Japan Business Council in Europe (JBCE)
Japan
Environmental
Management
Association for Industry (JEMAI)
JP4EE
Mizuho Information & Research Institute,
Inc.
NEC
Toshiba
COTANCE
Confédération
des
Associations
Nationales
de
la
Communauté
Européenne
Secretary
General
APPBR – Asociatia Producatorilor de Piele
si Blana din Romana
APIC – Associação Portuguesa dos
Industriais de Curtumes
BULFFHI – Branch Union of Leather,
Furriers, Footwear and Haberdashery
Industries
FFTM – Fédération Française de la
Tannerie-Mégisserie
FLIA
FNL – Federatie van Nederlandse
Lederfabrikanten
ICT – International Council of Tanners
Igualada Engineering School at the
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Igualada Leather Association (Gremi de
Blanquers d'Igualada)
IKEA
IULTCS/IUE International Union of Leather
Technologists
and
Chemists
Societies/Environment Commission
Pittards Plc.
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備考

開始時期

PEF/OEF

パイロット名称
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
金属板（中間財）

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・

技術事務局の構成
SLG – Scottish Leather Group Ltd.
SG – Svenska Garveriidkareforeningen
Spin 360
UNIC – Unione Nazionale Industria
Conciaria
UNITAN – Union de la Tannerie et de la
Mégisserie Belge
University of Northampton – Institute for
Creative Leather Technologies - ICLT
University of Pisa – Department of Civil &
Industrial Engineering
UKLF
VDL
–
Verband
der
Deutschen
Lederindustrie e.V.
World Leather – World Trades Publishing
Ltd.
ArcelorMittal (Pilot Testing Company: Steel
sheets)
Aurubis Group (Pilot Testing Company:
Copper sheets)
EAA (European Aluminium Association)
ECI (European Copper Institute)
ELSIA (European Lead Sheet Industry
Association)
EUROMETAUX
Euromines (European Association of
Mining Industries, Metal Ores & Industrial
Minerals)
KME (Pilot Testing Company: Copper
sheets)
PE INTERNATIONAL (Project Group
Coordinator support)
Tata Steel
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備考

開始時期

PEF/OEF

パイロット名称
靴（革製を除く）

太陽光発電

技術事務局の構成
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・

文房具

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

Nike Inc.
The Adidas Group
Stella McCartney Ltd
Sustainable Apparel Coalition, Inc
Timberland
Swiss Federal Office for the Environment
(FOEN)
W.L. Gore & Associate
Calyxo GmbH
ECN Solar Energy
EPIA - European Photovoltaic Industry
Association
First Solar Inc.
International Energy Agency's Photovoltaic
Power Systems Task 12 (IEA PVPS Task
12)
PVthin – The International Thin-Film Solar
Industry Association
Total
Treeze Ltd.
Yingli Green Energy Holding Co.Ltd.
Sustainable Office European Association
(SOfEA)
3M
ACCO
ADEME
Bureau Vallée
Brunnen
Double Paper
Esselte
Fellowes
Hamelin Group
Lyreco
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備考
詳細な理由は不明だが、2018 年 9 月に活動
休止を表明

組織間調整等に多大な工数を要する等、プロ
ジェクトマネジメントの複雑さを理由にプ
ロジェクトの完了を保障できなくなったた
め、2015 年 8 月をもって活動を中止

開始時期

PEF/OEF

パイロット名称

断熱材

T シャツ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

無停電電源装置（UPS）

・
・
・
・
・

技術事務局の構成
Office Depot
SGS
cd2e
Association
Création
Développement Eco-Entreprises
CSTB
ECIA
EUMEPS
IBO
KU Leuven
Nat. Green Specification Ltd./ CAPEM
Pittsburgh Corning Europe
Plastics Europe
PU Europe
Renuables/ CAPEM
Stichting Agrodome/ CAPEM
VIBE/ CAPEM
Cycleco
Décathlon
Devernois
French Ministry for Ecology, Sustainable
Development and Energy (MEDDE)
La Redoute
Okaïdi
Pimkie
Promod
Swiss federal office of the environment
(FOEN)
TAD (Teintures et Apprêts Danjoux)
CEMEP (European Trade association of
UPS Manufacturers)
EATON
Emerson
Legrand
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備考

開始時期

PEF/OEF

OEF

パイロット名称

小売業

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

第二期

PEF

家庭用衛生用品製造業

・
・
・

銅製品製造業

・

ビール

・
・
・
・
・
・

技術事務局の構成
備考
PEP ecopassport
Schneider Electric
SGS
SOCOMEC
Environment Agency Austria (EAA)
Carrefour SA
Colruyt Group
French
Environment
and
Energy
Management Agency (ADEME)
Global 2000 - Friends of the Earth Austria
Italian
National
Agency for New
Technologies, Energy and Sustainable
Economic Development (ENEA)
Kering
Office Depot
Oxylane Group (Decathlon SA)
PERIFEM (association technique du
commerce et de la distribution)
Picard
Quantis
European
Commission
(EC),
Joint JRC の主導で開始されたが、主要な生産者
Research Centre (JRC), Institute for の指示を得られなかったため、2014 年 4 月
Environment and Sustainability (IES)
をもって活動を中止
European
Commission
(EC),
Joint
Research Centre (JRC), Institute for
Environment and Sustainability (IES)
Aurubis Group
KGHM Polska Miedz SA
Outotec
The Brewers of Europe
Anheuser Busch InBev
BIER (Beverage Industry Environment
Roundtable)
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開始時期

PEF/OEF

パイロット名称

コーヒー

乳製品

技術事務局の構成
・ Carlsberg
・ European Aluminium Association (EAA)
・ European Container Glass Federation
(FEVE)
・ Heineken
・ SABMiller
・ D.E Master Blenders 1753
・ European Aluminium Foil Association
(EAFA)
・ European Coffee Federation (ECF)
・ Illycaffè SpA
・ Flexible Packaging Europe (FPE)
・ Luigi Lavazza SpA
・ National Federation of Coffee Growers of
Colombia (FNC)
・ Swiss Federal Office for the Environment
(FOEN)
・ Mondelēz International
・ Nestec
・ Nestlé Nespresso
・ Tchibo
・ Solidaridad Network
・ Sustainable Agriculture Initiative (SAI)
・ Quantis
・ European Dairy Association (EDA)
・ Actalia
・ ADEME
・ Alliance for Beverage Cartons and the
Environment (ACE)
・ Bel Group
・ CGDD
・ CLS
・ CNIEL/ATLA
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備考

環境影響を消費者にコミュニケーションす
ることによる商業的なインパクトとの関係
（具体的には、スコープの粒度の設定）につ
いて技術事務局内で合意に至らなかったた
め、2016 年 10 月をもって活動を中止

開始時期

PEF/OEF

パイロット名称
・
・
・
・

家畜用飼料（中間財）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

技術事務局の構成
Constantia Flexibles International GmbH
Danone
DMK
European Container Glass Federation
(FEVE)
Fonterra
FrieslandCampina
IDF
Institut français de l'Elevage
Quantis
REWE Group
FEFAC – European Feed Manufacturers’
Federation
AB AGRI
Agravis
Agrifirm Group
Assalzoo - Associazione Nazionale tra i
Produttori di Alimenti Zootecnici
Blonk consultants
Cargill Animal Nutrition
DENKAVIT
Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH &
CO.KG
DSM Nutritional Products AG
DVT - Deutscher Verband Tiernahrung e.
V.
Elanco
Evonik Industries AG Health&Nutrition
Division
EWOS AS
FEAP – Federation of European
Aquaculture Producers
FEDIOL
FEFANA asbl
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備考

開始時期

PEF/OEF

パイロット名称
・
・
・
・
・
・

食用魚

・
・
・
・

食肉

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

技術事務局の構成
備考
FHL – The Norwegian Seafood Federation
ForFarmers B.V.
Nevedi - Dutch Feed Industry Association
Sanders
SNIA
UECBV - European Livestock And Meat
Trades Union x
Union Agricole Holding AG
Norwegian Seafood Federation (FHL)
海産資源生産システムを適切に評価するの
European Mollusc Producers’Association に必要な二次データが欠如しているため、
(EMPA)
2016 年 6 月をもって中止
Federation of European Aquaculture
Producers (FEAP)
FEFAC
SINTEF Fisheries and aquaculture
Marine Harvest ASA
Norway Pelagic AS
Norway Seafoods AS
Lucas perches
Leroy fishcut
Marine Harvest, VAP - Boulogne
UECBV (European Livestock and Meat 畜牛システムに関連するパイロット（革製
Trades Union)
品、食肉、乳製品、家畜用飼料、ペットフー
Beef + Lamb New Zealand Ltd
ド）の関係者による“Cattle model working
Blonk Consultants
group”での検討の結果取りまとめられた生
Bord BIA
物物理学に基づく配分手法に対して、技術事
Célene
務局で合意が得られなかったため、2017 年
COV - Dutch Meat Association
7 月をもって活動を中止
Danish Agriculture and Food Council
Danish Crown Group
Dawn Meats
Dunbia Ltd.
EBLEX
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開始時期

PEF/OEF

パイロット名称

オリーブオイル

技術事務局の構成
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

FEFAC
Meat & Livestock Australia
VanDrie Group
CO2 consulting S.L.
Aceites del Sur
Alcubilla 2000 S.L.Spain
ANEO, Pomace oil producer, Spain
APOLIO srl,
Azienda Agricola Ritrovato Matteo
CAPO Soc. Coop. Agricola per Azioni, Italy
Castillo de Canena Olive Juice, S.L.Spain
CO2 consulting S.L.Spain
Development, Government of Andalusia
Det Norske Veritas, Spain
EC Joint Research Centre
ELEONAS Cooperative, Greece
EPEA.
Asociation
of
andalusian
companies with organicagrifoods products
FEVE,
European Container Glass
Federation
INNOLIVA
MINERVA SA
Ministry of Agriculture, Fisheries and Rural
Development, Government of Andalusia
Monini SA
NILEAS Group of Farmers, Greece
Oleificio Cericola Emilia,
Olivarera de los Pedroches S.C.A, Spain
RodaxAgro Ltd, Greece
Spanish
Interprofesional
olive
oil
association
Università degli studi di Chieti Pescara
“G.D’Annunzio”, Italy
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備考

開始時期

PEF/OEF

パイロット名称
容器に入った飲料水

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

パスタ

・

ペットフード（犬・猫用）

・
・
・
・
・
・
・

ワイン

・
・
・
・
・
・
・

技術事務局の構成
University of Foggia, Italy
EFBW - European Federation of Bottled
Waters
Danone Waters
Ferrarelle
FEVE – The European Container Glass
Federation
Nestlé Waters
PETCORE Europe
Quantis SA
San Benedetto
Spadel
UETR – Union Européenne des
Transporteurs Routiers
UNAFPA – Union of Organizations of
Manufactures of Pasta Products of the
E.U.
Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.
F. Divella S.p.A.
F.lli De Cecco di Filippo S.p.A.
Pasta Zara S.p.A.
Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli Spa
Pastificio Lucio Garofalo S.p.A.
FEDIAF – The European Pet Food Industry
Federation
C&D Foods
FACCO
Mars PetCare
Nestlé Purina PetCare Europe
Quantis
Saturn Petfood GmbH
CEEV - Comité Européen des Entreprises
Vins
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備考

開始時期

PEF/OEF

パイロット名称
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

技術事務局の構成
Azienda Agricola Salcheto
CIVC - Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne
CV-CNF - Centre Vinicole-Champagne
Nicolas Feuillatte
ESCI-UPF - UNESCO Chair in Life Cycle
& Climate Change
FEVE - The European Container Glass
Federation
IAT - Andalusian Institute of Technology
MHCS - Moët Hennessy Champagne
Services
Nomacorc SA
Pernod Ricard Winemakers Spain
Unione Italiana Vini
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備考

３－１－２－５．IT 機器パイロット
2013 年 5 月の第一期パイロットの募集に当たっては、日本からも電機・電子機器メーカ
ーが IT 機器（ストレージ）を対象に参加の意思を表明し、欧州委員会から承認を受けた。
試行事業全体を通じて策定された算定ルールや調達されたデータベースが、広く欧州域
内のみならず、国際社会、特に発展途上国等においてデファクト化される可能性があり 37、
そのデファクト化が我が国産業界にとって不利な内容となることが懸念される。本事業で
は、算定ルールの策定およびそれを用いた評価に係る課題を抽出し、欧州において開催され
る関連会合等を通して我が国としての意見発信を行うことを目的に、パイロットの開始当
初から同パイロットの活動を支援してきた。同パイロットの運営を担ってきた技術事務局
を構成する組織は以下の通りである。


日立製作所



東芝



富士通



日本電気（NEC）



日本電機工業会



在欧日系ビジネス協議会（Japan Business Council in Europe; JBCE）



産業環境管理協会



産業技術総合研究所



みずほ情報総研

IT 機器パイロットの組織構成を図３－１－２に示す。

37

欧州委員会や加盟各国等による能力開発の取組がきっかけとなり、発展途上国の環境関
連制度の構築に際して欧州と同様の制度が導入されるケースがこれまでも見られてきた。
例えば、英国を発祥とするカーボンフットプリントは、その後日本のみならず、韓国や台
湾、タイ等、アジアの国々に広まっている。
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図３－１－２

IT 機器パイロットの組織構成 38

３－１－３．手法論上の特徴
３－１－３－１．概要
図３－１－３に、環境フットプリントに係る各種文書の階層構造を示す。
手法論ガイドは環境フットプリントの算定を実施する際の基本要求事項を定めた最も上
位に位置する規格文書である。手法論ガイドでは、環境フットプリントに共通する評価の規
定や手順と併せ、PEFCR および OEFSR において個別に規定されるべき要件が挙げられて
いる。
手法論ガイドの下位には、PEFCR および OEFSR の開発にあたってのガイド文書
（PEFCR ガイダンス 39および OEFSR ガイダンス 40）が用意されている。これらのガイド
文書は、試行事業の期間中における PEFCR および OEFSR の開発にあたり、各パイロッ
トの技術事務局が従うべき開発の手順や、PEFCR および OEFSR で規定されるべき技術的
な要件が示されている。
これらの上位文書の下に、製品カテゴリ、組織セクターごとの詳細な算定ルールである
PEFCR および OEFSR が開発される。PEFCR および OEFSR では、それぞれの製品カテ
ゴリや組織セクターの特徴に準じる形で、環境フットプリントの評価に係る要件が取りま
とめられている。
Michele Galatola “The EU PEF/OEF Pilot Phase (2013-2016)”
（PEF Policy
Conference, April 2013）を基にみずほ情報総研が作成。
39 “Product Environmental Footprint Category Rules Guidance, Version 6.3 – May
2018”（http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf）
40 “Organisation Environmental Footprint Sector Rules Guidance, Version 6.2 – May
2018”（http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/OEFSR_guidance_v6.3.pdf）
38
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図３－１－３ 環境フットプリントに係る各種文書の階層構造 41
表３－１－３に、PEF 手法論ガイドの目次構成を示す。
表３－１－３ PEF 手法論ガイドの目次構成 42
目次構成
製品の環境フットプリント（PEF）調査の総論
1.1
アプローチおよび考えられる用途
1.2
本ガイドの使用方法
1.3
製品の環境フットプリント調査の原則
1.4
製品の環境フットプリント調査の段階
製品の環境フットプリント・カテゴリ規則（PEFCR）の役割
2.1
概要
PEFCRの役割および既存の製品種別基準（PCR）との関
2.2
係
2.3
欧州共同体生産物分類（CPA）を踏まえたPEFCRの構造
製品の環境フットプリント調査の目標の設定
3.1
概要
製品の環境フットプリント調査の適用範囲の設定
4.1
概要
4.2
分析の単位と基準フロー
4.3
製品の環境フットプリント調査のシステム境界
4.4
環境フットプリント環境影響領域と評価方法の選定
4.5
PEFに含まれる追加的環境情報の選定
4.6
前提／限界
資源利用・排出プロファイルの収集と記録
5.1
概要

1.

2.

3.
4.

5.

41
42

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
PEF 手法論ガイドに基づきみずほ情報総研が作成。
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基本的
要求事項

PEFCR
要求事項

○
○

○

○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○

目次構成

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

5.2
スクリーニング段階（推奨）
5.3
データ管理計画（任意）
5.4
資源利用・排出プロファイルデータ
5.5
資源利用・排出プロファイルの名称
5.6
データ品質要件
5.7
固有データの収集
5.8
一般データの収集
5.9
残った単位プロセスのデータギャップ／欠損データの扱い
5.10
多機能プロセスの扱い
5.11
PEF調査の次の方法論の段階に関連するデータ収集
環境フットプリントの影響評価
6.1
分類化と特性化（必須）
6.2
正規化と重み付け（任意）
製品の環境フットプリントの結果の解釈
7.1
概要
製品の環境フットプリントの報告書
8.1
概要
8.2
報告の要素
製品の環境フットプリントのクリティカルレビュー
9.1
概要
9.2
レビューの種類
9.3
レビューアの資質
頭字語と略語
用語解説
参照資料

基本的
要求事項

PEFCR
要求事項

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○

○
○
○

○

３－１－３－２．比較可能性
環境フットプリントと既存の LCA 手法論との最も大きな相違点は、比較可能性の追求で
ある。従来の LCA 手法論が比較可能性に対し非常に慎重な立場を取ってきたのに対し、環
境フットプリントでは、手法論の開発の初期段階より算定結果の比較可能性を重視してき
ており、手法論ガイド、PEFCR ガイダンスおよび OEFSR ガイダンスにおいても比較可能
性の追求が明確に謳われている。
比較可能性の実現のために、
環境フットプリントでは以下の 2 つの対応策を掲げている。
（１）方法論の柔軟性の制限
既存の LCA 手法論が、算定を簡単にするためにデータ収集やシナリオ設定等の算定条件
の選択に際して複数の選択肢を提供するのに対し、
環境フットプリントでは可能な限り 1 つ
の算定条件を提供する立場を取っている。
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この考え方は PEFCR および OEFSR の開発に際しても適用されており、例えば配分

43

の方法についても、ライフサイクル全体に与える影響が小さいと分かっているプロセスに
対しても配分係数を算出するパラメータを 1 つに限定する等の対策を取っている。
（２）データ品質に関する厳しい要求事項
比較可能性をデータ品質の側面から支えるため、データの品質評価について詳細な手順
が明示されており、高いデータ品質要件を満たすことが求められている。
データ品質評価の考え方および手順については、手法論ガイドにおいて提示されたもの
に加え、試行事業期間中の検討の過程で更に多くの要素が付け加えられた。PEFCR ガイダ
ンスにおいて示されたデータ品質評価の考え方と手順については、「３－３－２－１９．デ
ータおよびその品質に関する要求事項」を参照のこと。
３－１－３－３．マルチクライテリアによる評価
環境フットプリントの手法論では、異なる環境影響領域の間での環境負荷のトレードオ
フの把握を目的として、マルチクライテリアでのライフサイクル環境影響評価（いわゆるイ
ンパクト評価）が求められている。
環境フットプリントで対象とする環境影響領域とその特性化

44モデルは、試行事業の開

始当初は欧州委員会共同研究センターがとりまとめた ILCD Handbook 45が推奨する評価手
法が採用されていた。また正規化

46の係数についても、試行事業の開始当初はこの

ILCD

Handbook において示された欧州域内の環境負荷量を対象とした正規化係数が採用されて
いた。加えて、重み付け 47に関しては、試行事業の開始当初は全ての環境影響領域の正規化
43

ある単位プロセスにおいて、主製品以外にも製品（共製品）が生産される場合、その単
位プロセスにおける投入材料、エネルギー、排出物等を、主製品とその共製品の間に配分
する作業のこと。
44 環境負荷物質によって環境影響領域に及ぼす潜在的影響力は異なる。この差異を考慮し
た上で、対象とする製品のライフサイクルにおける潜在的環境影響量を算出するライフサ
イクル環境影響評価の手順の一つを、特性化と言う。計算は、ライフサイクルインベント
リ分析の結果を共通単位に換算し集計することで行われる。この換算には特性化係数、例
えば気候変動であれば地球温暖化係数（Global Warming Potential; GWP）が用いられ
る。
45 “Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the European context based on existing environmental impact assessment models and factors, EUR 24571
EN – 2011”（http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Recommendation-of-methodsfor-LCIA-def.pdf）
46 ライフサイクル環境影響評価の任意の手順の一つで、対象とする製品のライフサイクル
における環境影響の相対的な影響度を把握するために行われる。計算は、特性化の結果に
対して参照データ、例えば日本全体の年間における環境影響量を除算することで求められ
る。この参照データを正規化係数と言う。
47 環境影響領域間の重要度を比較するために、特性化や正規化等の結果として得られた指
標を、価値判断に基づいた重み付け係数を用いて換算して比較する、ライフサイクル環境
58

の結果を等しく重要である（重み付け係数＝1）とする考え方が欧州委員会より提示されて
いた。しかしながら、環境フットプリントの評価に係るこれらの評価モデルおよび係数は、
試行事業中の検討に伴い改訂が行われている。その詳細は「３－３－２－３．環境影響評価
手法と、正規化および重み付け係数」を参照のこと。
３－１－３－４．コミュニケーション
環境フットプリントの手法論の開発にあたっては、当初からコミュニケーション方法の
検討も行われてきた。コミュニケーション方法については、インパクト評価の結果を統合化
した値を指標とし、また代表的製品を対象とした評価の結果をベンチマーク（基準値）とす
ることで、例えば A～E の 5 段階等の尺度表示（ランキング）を活用することも検討されて
きた（図３－１－４）
。

図３－１－４ PEF のコミュニケーションの例 48
試行事業については、その目的の一つとして B to B、B to C の双方について最適なコミ
ュニケーションの方法を検討することが挙げられており、各パイロットにはスクリーニン
グ調査および裏付け調査（共に「３－３－１．PEFCR の開発に係る手順」を参照のこと）
の結果を用いたコミュニケーションのテストの実施が規定されていた。またその結果は各
パイロットが策定する PEFCR および OEFSR にも反映されることが求められていた。
しかしながら、その後の試行事業における検討の過程で、コミュニケーションは政策の目
的にも関わる要素であるとの議論に基づき、試行事業中に策定される PEFCR および
OEFSR についてはコミュニケーションの章を削除する旨が、2017 年 3 月に開催された運
営委員会と技術諮問委員会の合同会合において欧州委員会より提案され、現在に至ってい
る。
影響評価の任意の手順の一つである。
48 Imola Bedo“The EU Single Market for Green Products initiative (SMGP)”
（LCA の
政策活用に関する国際ワークショップ, 2013 年 2 月 27 日,
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/lca/pdf/001_04_00e.pdf）を基に作
成。
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３－１－４．試行事業における活動
試行事業の期間中、各パイロットは大きく以下の 5 つの活動を行うことが求められてき
た。
1)

PEFCR のスコープおよび代表的製品の検討

2)

スクリーニング調査

3)

PEFCR 策定

4)

裏付け調査

5)

コミュニケーションテスト

試行事業期間中において IT 機器パイロットが各活動を行った時期を記した年表を、表３
－１－４に示す。なお、PEFCR の開発に係る上記の各活動の詳細とその条件および手順の
うち、裏付け調査までの活動については、
「３－３－１．PEFCR の開発に係る手順」を、ま
たコミュニケーションテストについては「３－１－３－４．コミュニケーション」を参照の
こと。
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表３－１－４ 試行事業期間中における IT 機器パイロットの活動年表 49

2013

2014

PEFCR のスコープおよび
代表的製品の設定
・ 検討開始（11 月）

スクリーニング調査

PEFCR 策定

裏付け調査

コミュニケーション
テスト

備考
・ 試行事業参加への採択
（10 月）
・ パイロット開始（11 月）

・ ステークホルダーから
の意見公募（3 月）
・ 運営委員会における承
認（7 月）
・ 調査開始（8 月）

2015

・ 報告書提出（12 月）
・ レビュー結果受領（1 月） ・ 策定開始（1 月）
・ ステークホルダーから
の意見公募（8 月）
・ 運営委員会における承
認（10 月）

・ ステークホルダーから
の意見公募（8 月）
– 一次ドラフト PEFCR
・ 運営委員会における承
認（10 月）
– 一次ドラフト PEFCR

・ 調査開始（10 月）

・ 二次データの公募開始
（12 月）
2016
・ CV の検討開始（4 月）
・ ステークホルダーから
の意見公募（9 月）
– 二次ドラフト PEFCR
・ 外部レビュー（10～11
月）

・ 報告書提出（～9 月）

・ テスト実施（9 月）

・ 外部検証（11 月）

・ TAB 会合にて進捗報告
（11 月）

2017
・ 再計算開始（7 月）
49

“Environmental Footprint E-commenting Wiki pages”および運営委員会会合資料の記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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PEFCR のスコープおよび
代表的製品の設定

スクリーニング調査

PEFCR 策定

裏付け調査

・ 再ドラフティング開始
（9 月）
・ 再計算終了（12 月）
・ 運営委員会における審
議（2 月）
– PEFCR 最終案
– 承認されず

2018

・ 再々計算開始（2 月～）
・ 運営委員会における承
認（4 月）
– PEFCR 最終案

62

コミュニケーション
テスト

備考

３－２．2018 年度の活動
３－２－１．欧州委員会
３－２－１－１．総論
2013 年 11 月から 3 ヶ年の予定で開始された試行事業は、当初の欧州委員会の想定から
大幅な延長がなされ、2018 年 4 月の運営委員会および諮問委員会の合同会合と、その翌週
の最終カンファレンスの開催をもって終了した。
試行事業の終了後は、政策活用の検討に向けた移行期間（transition phase）として位置
付けられており、議論の場を IPP 50/SCP 51エキスパートグループに移して行うものとされて
おり、今年度中は 2 回の会合が開催された。
３－２－１－２．運営委員会および諮問委員会の合同会合
2018 年度は、運営委員会及び技術諮問委員会の合同会合が 2018 年 4 月に開催された。
試行事業の期間中では最後の開催となるこの会合では、各パイロットから提出された
PEFCR および OEFSR の最終版に関する審議と承認に向けた投票が、3 日間に渡り集中し
て行われた。この会合の概要を表３－２－１に示す
表３－２－１ 運営委員会および諮問委員会の合同会合 概要 52
年
2018

開催日
4 月 18 日
～20 日

日本からの参加組織
日立製作所
みずほ情報総研

トピック
・ 最終版 PEFCR および OEFSR の審議
–
IT 機器（ストレージ）
–
パスタ
–
ペットフード（犬・猫用）
–
革製品（中間財）
–
容器に入った飲料水
–
装飾用塗料
–
小売業
–
乳製品
–
断熱材
–
ワイン
–
ビール

なお、この会合では全てのパイロットが PEFCR および OEFSR の最終版の承認を受け
ている。またこれらのうち断熱材を除く全てのパイロット、並びに前年度中に承認を受けた
家畜用飼料（中間財）
、銅製品製造業、電池・蓄電池の 3 件のパイロット、さらに 2018 年
11 月の IPP/SCP エキスパートグループの会合で承認を受けたもののうち冷温水供給パイ
プ、家庭用液体洗濯洗剤、紙（中間財）
、太陽光発電、T シャツ、UPS の 6 件のパイロット
の PEFCR および OEFSR の最終版は、いずれも欧州委員会のウェブサイト上で公開され
50
51
52

包括的製品政策（Integrated Product Policy）
持続可能な消費と生産（Sustainable Consumption and Production）
運営委員会会合の議事次第に基づきみずほ情報総研が作成。
63

ている

53。PEFCR

および OEFSR の最終版の承認と公開の状況を、表３－２－２に示す。

表３－２－２ PEFCR および OEFSR の最終版の承認と公開の状況 一覧 54
開始時期
第一期

パイロット名称
電池・蓄電池
装飾用塗料
冷温水供給パイプ
家庭用液体洗濯洗剤
紙（中間財）
IT 機器（ストレージ）
革製品（中間財）
金属板（中間財）
靴（革製を除く）
太陽光発電
文房具
断熱材
T シャツ
無停電電源装置（UPS）
OEF
小売業
家庭用衛生用品製造業
銅製品製造業
PEF
第二期
ビール
コーヒー
乳製品
家畜用飼料（中間財）
食用魚
食肉
オリーブオイル
容器に入った飲料水
パスタ
ペットフード（犬・猫用）
ワイン
※総件数：28 件、うち承認済み：21 件、公開済み：19 件
PEF/OEF
PEF

承認の時期
2018 年 3 月
2018 年 4 月
2018 年 11 月
2018 年 11 月
2018 年 11 月
2018 年 4 月
2018 年 4 月
2018 年 11 月
中止
2018 年 11 月
中止
2018 年 4 月
2018 年 11 月
2018 年 11 月
2018 年 4 月
中止
2018 年 2 月
2018 年 4 月
中止
2018 年 4 月
2018 年 2 月
中止
中止
（承認待ち）
2018 年 4 月
2018 年 4 月
2018 年 4 月
2018 年 4 月

公開の状況
公開
公開
公開
公開
公開
公開
公開
（公開予定）
－
公開
－
（公開予定）
公開
公開
公開
－
公開
公開
－
公開
公開
－
－
（公開予定）
公開
公開
公開
公開

３－２－１－３．各パイロットの検討内容
以下では、現在公開されている PEFCR および OEFSR の最終版の内容から、関連性の
高い環境影響領域に関する情報を取り上げる。
PEFCR ガイドおよび OEFSR ガイドでは合計 16 の環境影響領域を対象とした評価を義
務付けている。試行事業においては、各パイロットが実施したスクリーニング調査および裏
付け調査の結果に応じて、これらの領域の中から特に関連性の高い環境影響領域を PEFCR
および OEFSR 上で提示することを求めている。
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm
“Environmental Footprint E-commenting Wiki pages”の記載に基づきみずほ情報総研
が作成。

53
54

64

現在公開されている PEFCR および OEFSR の最終版の内容のうち、関連性の高い環境
影響領域に関する情報を表３－２－３および表３－２－４にまとめた。
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表３－２－３ 最終版 PEFCR/OEFSR において関連性が高いとされた環境影響領域 一覧（１） 55
パイロット

第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期

55
56
57
58
59

PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
OEF
OEF

電池・蓄電池
装飾用塗料
冷温水供給パイプ
家庭用液体洗濯洗剤
紙（中間財）
IT 機器
革製品（中間財）
太陽光発電
T シャツ
UPS
小売業
銅製品製造業

気候変動

オゾン層
破壊

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ 58
✓
✓
✓
✓
✓

✓

ヒト毒性－
発がん
影響

環境影響領域
ヒト毒性－
粒子状
発がん
物質
影響以外

電離
放射線－
人体健康
影響

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

光化学
オゾン
生成

✓

57

酸性化

✓ 56
✓
✓
✓
✓
✓ 59
✓

✓
✓

✓
✓

各パイロットの最終版 PEFCR および OEFSR に基づきみずほ情報総研が作成。
ICT 機器用ニッケル水素電池のみ。
内装木材用、外装木材用のみ。
生物由来も含む。
CdTe モジュールのみ
66

✓

パイロット
気候変動

第二期
第二期
第二期
第二期
第二期
第二期
第二期

60
61
62
63

PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF

ビール
乳製品
家畜用飼料（中間財）
パスタ
容器に入った飲料水
ペットフード（犬・猫用）
ワイン

オゾン層
破壊

ヒト毒性－
発がん
影響

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

環境影響領域
ヒト毒性－
粒子状
発がん
物質
影響以外
✓
✓
✓
✓
✓ 60
✓
✓

オフィス用のみ。
サービス業のみ。
サービス業、オフィス用のみ。
無発泡のみ。
67

電離
放射線－
人体健康
影響

光化学
オゾン
生成

✓ 61

酸性化

✓
✓
✓
✓
✓ 62
✓
✓ 63

表３－２－４ 最終版 PEFCR/OEFSR において関連性が高いとされた環境影響領域 一覧（２） 64
パイロット
富栄養化
－陸域
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期
第一期

64
65
66
67

PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
OEF
OEF

電池・蓄電池
装飾用塗料
冷温水供給パイプ
家庭用液体洗濯洗剤
紙（中間財）
IT 機器（ストレージ）
革製品（中間財）
太陽光発電
T シャツ
UPS
小売業
銅製品製造業

富栄養化
－淡水域

富栄養化
－海水域

環境影響領域
淡水生態
土地改変
毒性

水の使用

資源枯渇
－鉱物

✓

✓

✓
✓

65

✓

✓

✓

66

✓
✓ 67
✓

✓
✓

✓
✓

資源枯渇
－化石

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

各パイロットの最終版 PEFCR および OEFSR に基づきみずほ情報総研が作成。
靴用のみ。
自動車内装用のみ。
衣類用のみ。
68

パイロット

第二期
第二期
第二期
第二期
第二期
第二期
第二期

68
69

PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF
PEF

ビール
乳製品
家畜用飼料（中間財）
パスタ
容器に入った飲料水
ペットフード（犬・猫用）
ワイン

富栄養化
－陸域

富栄養化
－淡水域

富栄養化
－海水域

✓
✓
✓

✓

✓
✓

環境影響領域
淡水生態
土地改変
毒性

✓
✓
✓

水の使用

資源枯渇
－鉱物

✓
✓

✓ 68
✓
✓

サービス業、その他のみ。
発泡のみ。
69

✓
✓ 69

✓

資源枯渇
－化石

✓
✓
✓
✓
✓
✓

３－２－１－４．最終カンファレンスの開催
2015 年 11 月に開催された中間カンファレンス 70の続編という位置付けで、2018 年 4 月
に最終カンファレンスが開催され、日本からも有識者の派遣を行った。
最終カンファレンスの概要を表３－２－５に示す。
表３－２－５ 最終カンファレンス 概要 71
会合名
主催者
開催日
開催場所

参加者

備考

EU Environmental Footprint Final Conference: From Vision to Action
欧州委員会
2018 年 4 月 23～25 日
Crowne Plaza Hotel
傍聴登録者数：492 名

欧州
： 457 名

アジア
： 15 名

米大陸
： 13 名

オセアニア ： 6 名

アフリカ
： 1名
日本からの参加者の所属機関：工学院大学、日立製作所、日本電機工業会、
産業環境管理協会、みずほ情報総研
資料のダウンロードは以下のウェブサイトから可能

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/EFconference_2018.htm

最終カンファレンスの議事次第を表３－２－６に示す。
表３－２－６ 最終カンファレンス 議事次第 72
Day 1: 23 April 2018
14:00 – 17:00

Opening session: A vision for green markets

Day 2: 24 April 2018
Pilot phase: achievements and challenges
10:00 – 10:30

Outcomes of the Environmental Footprint pilot phase

10:30 – 10:50

Challenges of Life Cycle Assessment in policymaking

10:50 – 11:10

How to increase data robustness and quality for better decision support?

11:10 – 11:30

The scalability of Environmental Footprint

11:30 – 12:15

Current methodological challenges

70
71
72



The challenge of toxicity



Resource use in the context of the Environmental Footprint



The experience of the food and drink sector

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/conference_2015_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/EFconference_2018.htm
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/ef_finalconf_agenda.pdf
70

12:15 – 13:00

Roundtable discussion

Experiences with communicating environmental information
14:00 – 14:15

Session opening

14:15 – 14:45

Outcomes of testing communication in the Environmental Footprint pilot phase

14:45 – 15:15

25 years of communicating the EU Ecolabel

15:15 – 15:45

Environmental claims – legal framework and experiences

15:45 – 16:15

Environmental performance of organisations

16:15 – 17:00

Panel discussion: Drawing from communicating for environmental change

Day 3: 25 April 2018
A vision for communication
10:00 – 10:15

“Imagine one day”

10:15 – 10:45

A proposal for the future communication of PEF

10:45 – 11:00

The “Made Green in Italy” initiative

11:00 – 11:20

The UNEP Guidelines for product sustainability information and PEF

11:20 – 11:40

What can the PEF deliver and what not?

11:40 – 12:00

Future uses of PEF in supply chain dialogue and communication

12:00 – 13:00

Panel discussion: Way forward in promoting “green” products

The future of Environmental Footprint
14:00 – 17:00

Policy Roundtable

Closing words

これまでの各パイロットの活動報告と併せ、試行事業終了後の移行期間における政策適
用に関する検討も見据えた発表や議論が行われ、参加者も試行事業の関係者のみならず広
く一般から募られた。
最終カンファレンスにおける発表および議論のうち主要なものについて、その概要を以
下に示す。

＜Opening session: A vision for green markets（Day 1）＞


Roundtable


ブロックチェーンや AI 等、IT 技術の活用を進めるべき。


グローバルに広がるサプライチェーン上で機密性を保ちながらデータをシ
ェアするには、ブロックチェーンの活用は有効。



環境だけでなく社会的側面に関する指標が必要。


電機・電子機器のリサイクルの推進が発展途上国に与える影響も考慮すべ
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き。



地産地消の取組も評価されるような仕組みが望ましい。

企業にとってのインセンティブは必要。


環境フットプリントの評価は現状では複雑であるため、実施に係る工数を
軽減させる措置が求められる。



一方で、非財務情報のレポーティングを義務化する等、規格化を通した政策
面でのナッジも有効と考えられる。



OEF の手法論を通じた組織間の比較可能性について（複数の異なる意見）
。


企業のランキングには有効かもしれない。ただ、企業の評価は特定の製品ブ
ランドに紐付いているケースも多く、その場合は PEF による評価の方が望
ましいのではないか。



OEF は組織のビジネスモデルが有効に機能しているか否かを評価するツー
ルと認識。



OEF は自社の経年でのパフォーマンスをトラックし改善を促すためのツー
ルであり、他社との比較に用いるのは妥当ではないのではないか。

＜Pilot phase: achievements and challenges（Day 2）＞


Outcomes of the Environmental Footprint pilot phase


環境フットプリントの試行事業の意義は、循環経済（Circular Economy）に向
けた評価手法の調和を確立したことである。


環境フットプリント自体は政策ではないが、企業（メーカー、小売業、金融
業）や消費者が意思決定を行うための政策の条件となる。



合計 27 のパイロットのうち 14 までが、前週に開催された運営委員会および技
術諮問委員会の合同会合までに評価ルール（PEFCR および OEFSR）の承認を
受けた。


試行事業におけるこれらのプロセスは全て民主的な手続きに則って進めら
れてきており、成果も全て無料で公開されることになる。



水資源の消費に係る環境影響の評価モデル等、一部未解決の技術的課題が
あるが、重要度の高さに応じて今後順次解決されることになるだろう。



また評価結果の検証に関しては、試行事業中のテストを通じて精度とコス
トのトレードオフが確認されており、どの程度の精度で検証を行うべきか
については、引き続き議論が必要である。



環境フットプリントの手法論に関しては否定的な意見も多いが、いずれも反論
の余地はある。


生物多様性への影響が考慮されない → 気候変動、酸性化、富栄養化（淡
水、海水、土壌）
、生態毒性、土地利用、水消費の８つの影響評価モデルを
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通じて間接的に評価がなされている。


一般消費者に対して LCA の評価結果のコミュニケーションを行うべきでは
ない

→

だとすれば、どのような内容なら一般消費者に対してコミュニ

ケーションが可能なのか。コミュニケーションの方法が適切に設計できれ
ば充分可能なのではないか。


産業界が策定する評価ルールは、自分達に都合の良いように策定されてい
る可能性が高いため、信用できない → だとすれば、誰が策定すれば公平
だと言えるのか。産業の特性はその産業の人間にしか分からない要素も
多々ある。また試行事業で採用したプロセスの通り、政策担当者や学識経験
者、NGO 等も関与する形を採れば、公平性を担保することは充分可能であ
る。



中小企業に対して環境フットプリントの評価を強いるのは、コスト負担に
なるため適切ではない

→

環境フットプリントの評価結果を活用するこ

とにより生産に係るコストが削減されることは、各種の研究を通して実証
されている。結果的にコスト削減につながるのであれば、評価を実施する意
義はあるのではないか。なお、中小企業向けの簡易評価ツールは、試行事業
の一環として開発中である。


環境フットプリントの評価モデルは非常に複雑であり、シンプルなコミュ
ニケーションには適さないのではないか

→

例えば時計のように、複雑

な仕組みとシンプルなコミュニケーションが両立しているツールは世の中
に既に多数存在する。


Challenges of Life Cycle Assessment in policymaking


LCA の歴史における環境フットプリントの試行事業の意義について解説。



従来の LCA には一定程度の柔軟性（＝あいまいさ）の入り込む余地があったが、
環境フットプリントはその柔軟性を排することによって、LCA を政策へ活用す
るための下地を作ったと認識。


柔軟性の排除は、例えば厳格なデータ品質要件や解釈（ベンチマークとの比
較）を通して確立されている。またその過程が、トップダウンではなく産官
学の関係者の議論によってなされている点も重要。



一方で、評価の手順に複雑さが増すことにより、評価実施者の負担も増大し
ている点は否めない。



LCA は、Cradle-to-cradle や CE、自然資本プロトコル等に対して、本当に環境
影響の低減に資するものであるか否かを定量的に把握することが可能である。



How to increase data robustness and quality for better decision support?


欧州委員会で調達した環境フットプリントの評価用の二次データについては、
JRC が開発した LCDN（Life Cycle Data Network）を活用して公開がなされる
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予定。


LCDN への二次データの登録を容易にするためのツールとして、
“Look@LCI”
というツールも新たに開発した。


“Look@LCI”は、二次データが環境フットプリントの手法論や ILCD
（International Life Cycle Data system）のエントリーレベルの要件に準
拠しているか否かをチェックできるツールである。



Roundtable discussion（主要なもののみ）


環境フットプリントの手法論にも限界はある。例えば、環境フットプリントでは
海洋のマイクロプラスチックの影響を評価することはできない。



中小企業向けのツールが適切に開発されれば、環境フットプリントの評価を行
うために PEFCR および OEFSR を読む必要は無くなると認識している。



環境フットプリントの手法論の活用方法については、今後ステークホルダーを
交えたコンサルテーションを通じて検討がなされることになる。既存のスキー
ムにおける活用方法の例としてエコラベルへの適用が言及されることが多い
が、各ラベルの運営者からは賛否双方の意見を受けている。



比較可能性の観点から、PEFCR のスコープを広く取ることは適切ではない。例
えば、食品全体を対象とした評価のガイド文書として、Envifood Protocol 73が試
行事業の開始時に既に存在していたが、乳製品のパイロットでは策定した
PEFCR の下に更に５つのサブカテゴリを設ける必要があった。



全てのガイド文書や二次データを無料で公開する必要はないのでは、との意見
もあるが、欧州の製品でもサプライチェーンは世界中に広がっており、ライフサ
イクル全体で評価の整合性を確保するためには、必要なツールは全て無料で公
開されてあるべきと考えている。

＜Experiences with communicating environmental information（Day 2）＞


Outcomes of testing communication in the Environmental Footprint pilot phase


環境フットプリントの試行事業の一環として行われたコミュニケーションテス
トの報告。



コミュニケーションの方法は、シンプルなものの方が望まれる。


数字や専門用語は用いるべきではない。グラフ等を用いた分かり易いもの
が望ましい。



第三者認証は必要。



バーコードや QR コードを通じてより詳細な情報へアクセスできるように
すべき。
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A～E の 5 段階（乃至３段階の指標でも構わない）に加え、平均のスコアも

http://www.food-scp.eu/files/ENVIFOOD_Protocol_Vers_1.0.pdf
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分かるようになっていると良い。


ネガティブなメッセージの方が伝わり易い。




例．適切な選択行動をしないと将来世代に悪い影響を及ぼす、等。

コミュニケーションの結果から、一般消費者は概して数字よりもストーリーを
好む傾向にあることが分かった。



25 years of communicating the EU Ecolabel


四半世紀の歴史のある EU エコラベルについて解説。



ラベルの信頼性を担保するには幾つかの条件がある。例えば、クライテリアが明
らかでないラベルは信頼性に欠ける。



EU エコラベルは運用を進めるにあたって各種のキャンペーン活動を展開して
おり、結果的に認知度の向上につながっている。



試行事業や移行期間での検討の結果新たに環境フットプリントラベルのような
ものができあがったとしても、単に一般消費者に混乱を招くだけではないか。



Environmental performance of organisations


欧州における組織の環境マネジメントを評価する仕組みである環境管理監査制
度（EMAS：Eco Management and Audit Scheme）の紹介と、OEF との関係
について。



EMAS では検証員の力量を重視しており、各検証員が自らの力量を宣言、登録
する仕組みを設けている。



EMAS における評価項目には、例えばグリーン調達の実施状況等、OEF の評価
では考慮が難しい間接的な観点の項目も規定されている。しかしながら、EMAS
と OEF との間には多くの類似点も存在することは認識している。



Panel discussion（要点のみ）


例えば自動車の場合、燃費や環境関連の情報以外にも、ドア数や排気量等、製品
の性能を表す情報がある。製品の性能を表すそれぞれの情報が受け手に与える
影響度は製品群により異なるが、価格の高い製品の場合は、概して環境関連の情
報が与える影響が大きくなることが、コミュニケーションテストの結果から示
唆されている。


価格の高い製品の場合、有り無しでしか判断できないエコラベルよりも、
PEF の 5 段階評価の方が更に影響が大きくなる。



5 段階で低い評価（A～E のうち D,E）の場合、企業はラベルを付けたがら
ないのでは、との懸念を聞くが、ラベルを付けないことが低い評価であるこ
とを端的に表す形になると言うこともできる。よって、5 段階評価には充分
インセンティブが働くと考えられる。



ベンチマークを基に５段階の評価結果を示す PEF のコミュニケーションの方法
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は、試行事業における各パイロットの活動の成果を見る限りでは難しいという
印象を抱いている。特に、複数の環境影響領域を統合評価する場合には複雑さが
増し、受け手にとってはブラックボックス化しかねない。


エコラベルに関しては、EU エコラベルのほかにも Nordic Swan や Blue
Angel 等、歴史のあるラベルが運用されてきており、堅牢な実績が積み重ね
られている。



ベンチマークを基にした PEF の 5 段階評価は、製品の環境性能の改善に伴
いベンチマークの改訂が必要となる。全ての製品群を対象にある程度の頻
度でベンチマークの改訂を行うことは、果たして可能だろうか。



PEF の評価自体によってクライテリアや閾値を設けることができるわけで
はなく、また LCA コミュニティの外の人間にとってはルールの透明性も担
保されているわけではない。以上の観点を鑑みると、EU エコラベルに代表
されるタイプⅠ環境ラベルの方がツールとしては有効である。

＜A vision for communication（Day 3）＞


The “Made Green in Italy” initiative


イタリアが開始する製品環境ラベル“Made Green in Italy”の解説



ベンチマークよりも評価結果が良い製品にのみ、参加資格が与えられる。



EU レベルで策定された PEFCR がない場合は、加盟国のレベルで PEFCR を策
定することが可能。



ラベルには、製品群により異なる 3 つの環境影響領域の評価結果、ベンチマー
クとの関係、改善の取組の成果を表示する。これに加えて QR コードが付与され
ており、より詳細な情報（いわゆるタイプⅢ環境ラベル）の閲覧も可能となる。



What can the PEF deliver and what not?


PEF のメリットとデメリット（特に後者）について解説。



PEF のデメリットは以下の通り。


多くのステークホルダーにとって、評価のモデルやロジックがブラックボ
ックスになってしまっている。



PEF の評価結果から導き出された環境影響領域等がコミュニケーションの
対象として重要であるという点について、合意形成がなされていない。



一般消費者と政策担当者とでは情のニーズが異なるが、PEF の手法論だけ
では必ずしも両者を網羅できるわけではない。



製品カテゴリによっては、解体の容易さや構成材料に関する情報の方が重
要なケースもあり得る。



個々の製品の評価に工数が掛かる上、ベンチマークもある程度の頻度で更
新されることが求められる。
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マイクロプラスチックや食材のトレーサビリティ、毒性の評価等に関して
は、別途非 LCA 的なアプローチでの対応が求められる。



平均的な製品よりも環境性能が高いことが求められるのであれば、コミュ
ニケーションはタイプⅠ環境ラベルの方が分かり易いのではないか。



PEF のメリットは以下の通り。


環境影響領域、ライフサイクル段階、プロセスの間のトレードオフの把握に
は有効。



ブロックチェーンのような電子システムを通じてサプライチェーン上でデ
ータのやり取りを行う場合には、有効な手法論である。



PEF の評価は、産業連関表を用いたマクロ分析とセットで活用されるのが望ま
しい。



Panel discussion（要点のみ）


手法の調和には反対しないが、活用にあたっては様々なステークホルダーの特
性に応じた解釈が求められる。


現在の手法論のままでは、コミュニケーションの対象が明確には設定され
ていない。また循環経済の推進にどのように寄与できるかも疑問である。



PEF がエコラベルの後ろ盾となり補完する関係を築くことができれば、他
の規格も追従するだろう。ただ、PEF の評価を実施するために企業が人的
資源を確保するのが難しいという側面もある。



サプライチェーン上の情報共有のためのツールとして企業や業界団体が採
用するという考え方は、充分有効であると思う。



太陽光発電のパイロットは、PEF を政策に適用するという点を明確にして活動
を進めてきており、実際にそのようにもなったが、他のパイロットの活動には明
解なメッセージが備わっていないように思う。



環境情報の受け手にとっては、追加情報にこそ重要な情報が書かれている、とい
うケースも充分あり得るのではないか。



EU エコラベルはイタリアでは成功したスキームの一つだが、これは同国内の小
売業大手 3 社がこのスキームに参加したことによるものが大きい。


一方で、EU エコラベルはトレードオフには対応できていない。

＜Policy roundtable（Day 3）＞


OECD で実施した環境ラベルの調査の概要に関する解説


公的に義務化されているスキームは少なく、ほとんどが使用段階のエネルギー
効率を対象としたものである。



貿易障壁をなくすためには、プログラム間の国際的な相互認証の確立が求めら
れる。
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消費者にとっては耐用年数も製品選択時の指標となり得る。これらに加え環境
情報を並列で表示しても、消費者の混乱を招くだけである。



米国では、自動車に係る指標の一つとして年間のガソリン代抑制金額を提示す
るケースがあり、一定の効果が見られている。



Discussion & Voting（主に義務化の是非について）


義務化するのはその有効性が明らかな場合に留めるべきである。




一方で、環境配慮主張（Green claim）に対しては義務化をすべき。

投資家向けの情報開示の観点で言えば、まずはボランタリーなスキームから開
始し、数年の猶予を経て義務化に向かうのが望ましい。



年金基金を司るような機関投資家が、企業の非財務情報に注目している。投資家
の観点からも義務化に賛成する。



現時点で義務化の是非を議論するのは時期尚早。2020 年以降に改めて議論する
こととし、それまでは消費者の啓蒙を進めるべき。



完璧なツールなどあり得ないと考えるなら、できる限り早く義務化するのが望
ましい。ボランタリーなスキームから始めるにしても、数年を経て速やかに義務
化に移行した方が、便益が大きい。



グリーン公共調達に対して PEF を必須とするところから始めれば、産業界も準
備ができるのではないか。いずれにせよ、長期のビジョンとロードマップが必要
である。


EU 市場での法制化は、サプライチェーンを通じて全世界に影響するという
点も考慮の上で進めるべきである。



オーディエンスを対象とした義務化の是非に関する投票の結果は、下表の通り。

義務化の考え方

比率

環境配慮主張（Green claim）に対して義務化

51%

B to B（の情報共有）に特化

42%

単体のボランタリーなツール（例．PEF ラベル？）

40%

既存の政策に対し、必須の要件として適用（例．ErP 指令におけるスクリーニング調査を

37%

PEF に準拠するものにする？）
既存の政策に対し、任意の要件として適用（例．エコラベルのプレミアム基準？）

25%

環境配慮主張（Green claim）をサポート（義務ではない？）

22%

B to C（のコミュニケーション）に特化

14%

単体の義務化されたツール（例．義務化された PEF ラベル？）

13%
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３－２－１－５．ステークホルダーを対象とした意見聴取
（１）政策活用ワークショップ
ウェブを通じて事前に募集、選出されたステークホルダーを対象に、環境フットプリント
の政策への活用を議論するためのワークショップ（以下、政策活用ワークショップ）が、最
終カンファレンスの翌日に開催された。
政策活用ワークショップの概要を表３－２－７に示す。
表３－２－７ 政策活用ワークショップ 概要 74
会合名
主催者
開催日
開催場所
参加者

Stakeholder workshop on potential policy options to implement the
Environmental Footprint methods
欧州委員会、COWI 社、Ecofys 社
2018 年 4 月 26 日
Rue Philippe Lebon 1-3, 1000 Brussels
選出された参加者数：82 名
日本からの参加者の所属機関：日立製作所、産業環境管理協会

政策活用ワークショップの議事次第を表３－２－８に示す。
表３－２－８ 政策活用ワークショップ 議事次第 75
Pilot phase: achievements and challenges
09:30 – 10:30 Introduction

Welcome & aim of today

Highlights of the final PEF/OEF conference

Explanation of the problem definition

Presentation on the policy context

Introduction to the policy options
10:30 – 12:00 Break-out session in 5 groups:

Group 1.（消費者）：What is needed to enable consumers to make wellinformed decisions on (green) products?

Group 2.（行政関係者）
：How could public administrations implement and
use the Environmental Footprint methods and information?

Group 3.（生産者）：How can companies distinguish themselves or their
products on environmental performance?

Group 4.（投資家）
：How can harmonised environmental metrics support wellinformed investment decisions?

Group 5.（その他）：How can the proposed policy options support more
sustainable consumption and production in Europe?
12:20 – 13:30 Plenary session

Recap of all 5 break-out groups

Moderated live discussion

政策活用ワークショップでは、主催者からの導入パートの後、ウェブ募集時の入力事項の
“Program: Stakeholder workshop on potential policy options to implement the
Environmental Footprint methods”に基づきみずほ情報総研が作成。
75 同上。
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内容に基づき参加者を消費者、行政関係者、生産者、投資家、その他（業界団体、検証機関、
環境ラベルのプログラム運営者、コンサルタント、NGO 等）の 5 つのグループに分けてそ
れぞれがディスカッションを行い、その内容を最後の全体会議で各グループが発表すると
いう形を取った。
政策活用ワークショップにおける発表および議論のうち主要なものについて、その概要
を以下に示す。

＜全体会議（Plenary session）における各グループからの発表＞


投資家グループ


財務情報のみならず、企業の環境情報も投資判断の際に重要になりつつある。特
に企業のサプライチェーンに関する情報開示は、投資家の関心を集めている。



評価の手法については、大企業だけでなく中小企業にも取組めるような統一の
手法が望ましい。



投資判断をするためには将来に向けた視点が重要である。環境フットプリント
で堅牢性をもって将来評価ができるようになると良い。




将来の評価ができないと、投資判断への活用は難しいのではないか。

投資家が知りたいと思う情報と、現状の環境フットプリントの手法論が提供可
能な情報との間には、未だ隔たりがある。



PEF の検討が先行して進んでいるが、投資家としては OEF と非財務報告の連
携を希望する。



生産者グループ


グリーン市場はまだ拡大する。



環境フットプリントの評価に必要なデータの入手可能性は、未だ確立されてい
ない。



試行事業への参加企業とそれ以外の企業との間で認識に隔たりがあるので、更
なる情報開示が求められる。



環境主張に関する新しい施策に活用するという案に対し、環境フットプリント
の手法論を統一の手法として活用することは可能である。



消費者グループ


消費者はまだまだ環境情報を信頼しておらず、その意思決定に影響するとは考
え難い。これは、消費者が環境情報の背景を把握できていないためであると考え
られる。環境フットプリント自体は環境ラベルではないが、その背景を提供する
ことが可能である。



二次データに基づいた評価であるという点には未だ課題がある。可能な限り一
次データを取得して評価を行うべきである。
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行政関係者グループ


公共調達への環境フットプリントの活用には賛成する。




現状では、公共調達に本当に必要とされる製品情報の入手が困難である。

サービスを対象とした環境フットプリントも考えられるが、製品と異なり手法
論の適用が難しいのではないか。




評価結果の検証が果たす役割についても、更なる議論が必要である。

その他グループ


環境フットプリントの潜在的な活用分野としては、エコデザインや環境教育等
が特に望ましい。


他には、エコラベル、公共調達、建材指令、HACCAP、食品ラベル、国際
標準化、環境技術実証、非財務情報開示、産業排出指令等。



環境フットプリントの試行事業の開始前に、欧州標準化委員会では既に建材の
タイプⅢ環境ラベルの欧州規格を作成しており、その策定にはかなりの労力が
掛かった。そのため、試行事業の開始当初は環境フットプリントに否定的であっ
た。現段階では、環境フットプリントと建材のタイプⅢ環境ラベルの欧州規格と
の間で協調が図られることを期待している。



ディスカッション


環境フットプリントと EU エコラベルとの間で基準が異なるのは問題である。



皮革と食肉の間の配分の問題等、手法論上の課題も未だ解決せずに残っている。

（２）ウェブを通じた意見公募
2018 年 11 月から 2019 年 1 月に掛けて、欧州委員会によりウェブを通じた意見公募が行
われた。意見公募の内容は、回答者が所属する組織の種類に応じて以下の 5 つのグループ
に分けて行われた。
1)

企業および業界団体

2)

投資家および金融機関

3)

行政機関

4)

NGO

5)

評価手法およびイニシアチブの運営者

３－２－１－６．IPP/SCP エキスパートグループ
前述の通り、移行期間における環境フットプリントの政策への活用方法の検討について
は、IPP/SCP エキスパートグループにおいて行われるとされている。
IPP/SCP エキスパートグループは欧州委員会環境総局の主導で 2005 年に設立された製
品環境政策を検討するグループであり、関連する欧州委員会の他の総局（成長総局、金融総
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局、共同研究センター）に加え、欧州連合加盟国（計 28 ヶ国）の関係省庁、欧州域内の欧
州連合非加盟国の関係省庁（計 10 組織）
、業界団体・NGO 等（計 12 団体）がメンバーと
して名を連ねている（いずれも 2019 年 3 月時点の集計値）
。後述の環境フットプリントサ
ブグループも含めた IPP/SCP エキスパートグループの検討体制図を、
図３－２－１に示す。

図３－２－１

IPP/SCP エキスパートグループの検討体制 76

移行期間における IPP/SCP エキスパートグループの会合は、年に 3 回程度開催されると
されており、2018 年度中は 6 月と 11 月の計 2 回の会合が開催された。このうち、6 月の会
合における主題は資源効率および循環経済であり、環境フットプリントについては試行事
業の成果の概要と移行期間における活動計画が紹介 77されるに留まっている。また 11 月の
会合に先立ち後述のサブグループの募集が行われたが、11 月の会合自体では試行事業の期
間中に最終版 PEFCR の承認を受けていない 7 つのパイロット（家庭用液体洗濯洗剤、紙
（中間財）、金属板（中間財）
、冷温水供給パイプ、太陽光発電、T シャツ、UPS）に対し、
最終版 PEFCR に関する審議および承認に向けた投票が行われたのみである

78。これらの

“Commission's Expert Group on Sustainable Consumption and Production
(E00470)”ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
77 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting
Doc&docid=15493
76

78

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting
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会合の議事次第を、表３－２－９に示す。なお、太字下線で示したのが環境フットプリント
に関する議題である。
表３－２－９
日程
2018 年 6 月
18～19 日

2018 年 11 月
5～6 日















IPP/SCP エキスパートグループ会合 議事次第 79

議事次第
2018 における循環経済行動計画の導入
製品および組織の環境フットプリント：次のステップ
循環経済 2.0：循環経済戦略
情報および事例の共有
プラスチックに関する欧州戦略の循環経済への導入
循環経済行動計画の導入の進捗報告
EU および各国レベルにおける持続可能な消費の取組
環境技術実証
次期多年次財政枠組みにおける循環経済の位置付け
欧州における持続可能な生物経済
都市および島嶼部における循環経済への移行
JASPER 80による循環経済導入支援
最終版 PEFCR の審議
–
家庭用液体洗濯洗剤
–
太陽光発電
–
T シャツ
–
金属板（中間財）
–
冷温水供給パイプ
–
紙（中間財）
–
UPS

IPP/SCP エキスパートグループにおける検討にあたり、試行事業における各パイロット
の製品や組織の属性を鑑み、これを再構成する形で前述のサブグループが編成された。サブ
グループの一覧を表３－２－１０に示す。

&meetingId=8174
79 “Commission's Expert Group on Sustainable Consumption and Production (E00470)”
ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
80 “Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions”の略で、2006 年より
導入された欧州委員会、欧州投資銀行（EIB：European Inventment Bank）
、欧州復興開
発銀行（EBRD：European Bank for Reconstruction and Developmen）
、ドイツ復興金
融公庫（KfW）による技術支援パートナーシップ。
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表３－２－１０ IPP/SCP エキスパートグループにおける環境フットプリントの
サブグループ 一覧 81
アパレル・靴
飲料
化学系最終製品
建築製品
電機電子
食品（人間以外が消費する製品を含む）
素材および中間製品
エネルギーの製造および変換

これらのサブグループへの参加は、試行事業の期間中の各パイロットの技術事務局に限
定されておらず、各サブグループが定めた基準を満たしていれば参加可能である。また、各
サブグループの組織構成や運営規則はサブグループ自身に委ねられているが、以下の内容
については、サブグループ毎に規定することを欧州委員会は求めている。
・ 少なくとも以下の項目を含む、サブグループ内での意見交換に係る管理の方法を
定めること
-

メンバーシップの基準と、サブグループへのメンバーとしての登録の手順

-

サブグループの活動にコストが発生した場合の、メンバー間での分担の方法

-

提案項目に関する議論の方法

-

意思決定の方法（対立する意見の取り扱いや、IPP/SCP 会合における少数意
見の提示の方法を含む）

-

座長の決定方法と、IPP/SCP 会合への参加の考え方

・ 各サブグループは、自身のサプライチェーン上に位置するステークホルダーの参
加を妨げないこと
サブグループは、試行事業終了前の時点ではクラスタと呼ばれており、その参加および変
性については欧州委員会が取りまとめを行っていたが、2018 年の 11 月から 12 月に掛けて
改めて前述の 8 つのサブグループを代表する組織の募集が行われた。2019 年 3 月現在、選
出された組織は明らかにはされていない。

“Environmental Footprint E-commenting Wiki pages”の記載に基づきみずほ情報総
研が作成。
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３－２－２．IT 機器パイロット
３－２－２－１．総論
環境フットプリントの試行事業には、これまで日本の電機・電子企業のコンソーシアムが
参加し、IT 機器を対象としたパイロットを立ち上げ、評価ルールの策定に取組んできた。
本事業では、分野横断的な内容を含む算定ルール作りの段階からの積極的な情報収集等を
行うため、上記のコンソーシアムへの技術的な支援を行ってきており、重み付け係数の設定
方法やリファービッシュの取り扱い等、コンソーシアムから発信した意見の一部を評価ル
ールの検討に反映させることができた。
2018 年度における IT 機器パイロットの活動は、2018 年 4 月に開催された運営委員会お
よび技術諮問委員会の合同会合の最終回において、最終版 PEFCR が承認されたことを受
けて終了した（
「３－２－２－２．最終版 PEFCR の承認」参照）
。
試行事業終了後の移行期間については、前述の通り IPP/SCP エキスパートグループおよ
びサブグループを中心とした活動に推移しており、その内実を把握することが困難となっ
た。そのため、最新動向に関する情報の収集を目的に欧州域内の関係機関を訪問し、情報収
集（
「３－２－３．欧州域内の関係機関へのヒアリング」参照）を行った。
また、IT 機器 PEF パイロットの技術事務局の活動報告を兼ねて、国内向けのワークショ
ップ（
「３－２－４．国内向けワークショップの開催」参照）を開催した。
これらの活動の詳細を、以下に記す。
３－２－２－２．最終版 PEFCR の承認
（１）背景
IT 機器パイロットの PEFCR については、2018 年 2 月の運営委員会および技術諮問委員
会の合同会合の場で最終版の承認に向けた審議が予定されていたが、スクリーニング調査
の再計算の前提条件、具体的には金属のリサイクル率の設定が誤っていたため、2018 年 4
月に開催された運営委員会および技術諮問委員会の合同会合において、承認に向けた審議
が再度実施されることになった。
（２）結果
2018 年 4 月の運営委員会および技術諮問委員会の合同会合において、承認に向けた審議
および投票が行われた。投票に先立って行われた質疑応答の内容は以下の通り。


生物由来炭素と土地利用に伴う炭素の排出を分けて提示しないのであれば、その
理由を明記すべき。
（オーストリア代表）
→ 文案を検討の上、関係者に共有する。（欧州委員会）



HDD について、製品の組立時に組み込まれるものと消耗品として使用段階で交換
されるものとの区別が、今の PEFCR 上の記載では分かり難い。
（オーストリア代
表）
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→ 説明を追記する。
（IT 機器パイロット）


製品製造段階に投入されるのは電力だけか。副資材等の投入は無いのか。
（オース
トリア代表）
→ 電力以外の投入は無い。
（IT 機器パイロット）



輸送に係るデータ収集項目に、輸送の手段（transport mode）に関する記載が欠け
ている。
（オーストリア代表）
→ 追記すると共に、評価者が収集すべきデータを表した表も追加する。
（IT 機器
パイロット）



カットオフは許容しない旨が PEFCR 上で規定されているが、実際には二次デー
タの作成時にカットオフが適用されているため、PEFCR の記載は適切ではない。
（ドイツ代表）
→ “更なるカットオフは許容しない（no further cut-off is applicable）”と記載
すれば良いのではないか。
（欧州委員会）



説明資料で定義されている論点は、PEFCR にも記載すべきでは。（ドイツ代表）
→ PEFCR は技術的な手法論に特化したものなので、政策活用に係る論点は
PEFCR には書かれるべきではない。これらの論点に関する議論は移行期間に
行われる。
（欧州委員会）

投票の結果、反対投票数は 0、投票棄権数は 8 に留まり、承認を受けることができた。
３－２－３．欧州域内の関係機関へのヒアリング
試行事業終了後の移行期間に向け、欧州の最新動向の収集のために、2019 年 3 月に欧州
域内の関係機関を訪問し、情報収集のヒアリングを実施した。その概要は以下の通りである。
３－２－３－１．電機・電子サブグループ／PEP ecopassport
後述の通り、電機・電子サブグループは試行事業の期間中に活動していた電池・蓄電池、
UPS、太陽光発電、IT 機器の 4 つのパイロットの関連組織（企業、業界団体等）によって
構成されており、その中には PEP ecopassport®の運営母体である P.E.P. Association や、
同プログラムに登録されている審査機関も含まれている。これらの組織の担当者が一堂に
会し、議論を行った。
（１）電機・電子サブグループへの質疑


電機・電子サブグループの活動について。
→ グループリーダーの募集に対して複数の組織が応募をしており、現時点では
リーダーを担う組織が決まっていない状況である。よって、サブグループの活
動は、当面はリーダーを担う組織の調整が主となる。
→ 移行期間中の主な活動は、エコデザイン指令等の規制への対応になると予想
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している。


電機・電子サブグループのメンバー構成について。
→ 試行事業の期間中に活動していた電池・蓄電池、UPS、太陽光発電、IT 機器
の 4 つのパイロットの関連組織が、電機・電子サブグループの主要なメンバ
ーである。
→ 自動車メーカーおよび業界団体は参加していない。これは、LCA の利用は各
社の社内利用に留めるべきであるという自動車業界の認識によるものと考え
られる。ただし、エコデザイン指令で電気自動車が対象とされ、予備調査が開
始された模様なので、今後は自動車業界の対応が変わる可能性もある。



電機・電子サブグループとして希望する、環境フットプリントの政策への活用の方
法について。
→ 公共調達とエコラベルへの活用が望ましい。ただし、エコラベルには既存の活
動が既に多く存在する点が課題であると認識している。
→ また環境フットプリントの手法論を活用する政策は、ボランタリーなもので
あることを望んでいる。

（２）試行事業中の各パイロットへの質疑


試行事業への参加の目的を達することができたか。
→ 環境フットプリントとはどのようなものかを知りたいと考えて参加した。結
果的に充分な知見を得ることができたので、良かったと思う。（UPS）
→ 我々が検討を進めてきた手法論が検証されたという点については、参加して
良かったと感じている。ただ、使用後処理の評価の方法については未だ不足し
ている要素があると考えている。今後どのように政策に活用されるか次第で、
我々の評価も変わるだろう。（太陽光発電）
→ 欧州委員会は現在、主にリサイクル率に関連して電池および蓄電池の指令
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の改定を、またこれとは別にエコデザイン指令（ENTR Lot 7 83）の改定を行
っている。これらにはいずれも、試行事業の成果が活用されている。
（電池・
蓄電池）
（３）PEP ecopassport®に関する質疑


フランス政府の活動と同プログラムとの連携について。

Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September
2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and
repealing Directive 91/157/EEC（https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX:32006L0066）
83 278/2009: Battery chargers and external power supplies
（https://www.eceee.org/ecodesign/products/battery-chargers/）
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→ 700 製品の結果を INIES データベースに登録しており、それらがフランスの
規制に使われる。平均データ（環境フットプリントにおける代表的製品）がな
い場合は、この INIES データベースに収められているデータが採用される。
現時点では B to B 製品が主であり、B to C 製品は数十製品程度と少ない。
→ フランスでは、建築物のサプライチェーンを対象とした B to B の規制の導入
が検討されている。導入の目処は 2020 年とのことである。


同プログラムのグリーン公共調達への適用事例について。
→ 設立当初からの理念としてそうありたいと考えており、同プログラムの紹介
文書にもそのように記載したが、現時点では適用事例は存在しない。
→ 同プログラムの公共調達のターゲットとする地域については、特に限定はせ
ず世界中で適用可能であると考えている。ただし、現時点で具体的な連携があ
るのはフランスのみである。

３－２－３－２．欧州委員会 環境総局
欧州委員会の環境総局は、環境フットプリントの試行事業および移行期間における活動
を所管する組織である。同総局への訪問では、試行事業の総括、移行期間における活動の予
定、また周辺の政策に関する動向について、意見を伺った。
（１）試行事業の総括


試行事業中の各パイロットの活動について、分析は行っているか。例えば承認され
た PEFCR および OEFSR の特徴、また活動を中止したパイロットのボトルネッ
ク等。
→ 移行期間中の活動を支援する事業に採択された独 thinkstep 社が、現在取り
まとめを行っている。2019 年末には発行できるだろう。



具体的な政策への活用等、開発された PEFCR および OEFSR の用途については
整理されたか。
→ 2019 年は 5 月に欧州議会議員の選挙も行われるため、準備期間として位置付
けている。
→ これまでの段階では、所管するチームが同じなこともあり、エコラベルへの活
用について検討を進めてきた。加えてグリーン公共調達やエコデザインに関
して、主に電池・蓄電池と太陽光発電を対象に検討を進めている。



靴のパイロットが活動を中止した理由は何か。
→ 繊維製品の二次データの不足が原因とのことだが、活動を再開する予定であ
ると聞き及んでいる。



検証方法に関連して、検証の精度とそれに係る工数の両立/トレードオフは、環境
フットプリントの結果の用途に依存すると我々は認識している。現段階ではどの
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ような検証の方法を想定しているか。
→ 2 日程度を要する検証を想定している。
（２）移行期間における活動


2018 年 11 月に開催された IPP/SCP エキスパートグループの会合での PEFCR の
承認の結果について。
→ オリーブオイル以外、全てのパイロットの PEFCR が承認された。オリーブオ
イルの PEFCR については、配分の考え方が課題となり承認を得ることがで
きなかった。



今後の会合の開催予定について。
→ 次回の IPP/SCP エキスパートグループの会合は、2019 年 6 月の末を考えて
いる。オリーブオイルの PEFCR の再審議と、移行期間中に新たに開発される
PEFCR および OEFSR に関する検討が主な議題となるだろう。
→ これとは別に技術諮問委員会の会合を 5 月に開催する予定である。この会合
への参加にあたっては、技術諮問委員会にメンバー登録 84する必要がある。



新たな分野の PEFCR および OEFSR の開発の予定に関連し、例えばタイのシャ
ドーパイロット等、欧州域外からの参加は受け入れているか。
→ 声掛けはしているが、公式な参加には至っていない。



新たな分野の PEFCR および OEFSR の開発にあたり、試行事業の際と同様の工
数が必要となると考えられるか。
→ 検証やコミュニケーションのテストは不要であり、また二次データも整備さ
れているので、それほど長くは時間を要さないものと考えている。

（３）周辺の政策に関する動向


GLAD に関連して、使用許諾の観点から、LCDN の node（環境フットプリント用
の二次データセット）は GLAD の node になり得るか。
→ LCDN についてはユーザーとの間で秘密保持契約を締結するので、基本的に
は問題ないと考えている。しかしながら、ユーザーの最終的な利用の用途まで
は、我々にはコントロールできない。



気候行動総局（DG-CLIMA）による自動車を対象とした LCA のパイロットスタデ
ィ 85は、環境フットプリントと関係はあるか。
→ 直接は関連していない。



84
85

欧州委員会の“Technical Expert Group on Sustainable Finance”による経済活

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1dfff82e-cc6d-773e-4ad1-5c2296017f51
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3150
89

動の Taxonomy（分類法）の検討 86は、環境フットプリントと関係はあるか。
→ この検討は、気候変動への問題が発端となって始まっている。環境フットプリ
ントは、この検討とも連携することが可能であると考えている。
→ ベンチマークの閾値を金融の専門家が設定していることに対しては、産業界
からの反応は特にない。
３－２－３－３．オーストリア環境庁
オーストリア環境庁は、環境フットプリントの試行事業の期間中、EU 加盟国の代表とし
て運営委員会に参加する傍ら、小売業の OEF のパイロットではリーダーを担っていた。同
庁への訪問では、加盟国代表とパイロットの双方の立場から、担当者に意見を伺った。
（１）EU 加盟国の代表として


オーストリアにおける LCA を活用した環境政策の進展について。
→ “Klima Aktiv Pakt”という名称で、建築関連企業 12 社が 2010 年から 2020 年
までの CO2 排出量の自主目標の設定と政府への報告を行っている。
→ 20 種類の建築製品についてタイプⅢ環境ラベルが取得されており、地方自治
体が自主的に活用している。



EU 加盟国の立場から見た EC 環境総局や他の加盟国の印象について。
→ 総局内では部署間の連携が非常に少ない、という印象を持っている。

（２）小売業 OEF パイロットとして


パイロット事業当初の期待および不安と、現時点の評価について
→ それなりのコストを要したと実感している。
→ 小売業者は、自身の組織を評価することよりも販売する製品の評価とアピー
ルの方に対する関心が強いという印象がある。



OEF の手法論に関して、どのような点に課題があると考えているか。
→ 課題は、より使い易くする必要があるという点である。また、時間は掛かりそ
うだが、気候変動以外の環境影響領域も評価および報告ができるという点に
は期待をしている。ただ、16 の指標に分かれて出される結果をどう見せ、ど
う使うかが難しいと感じている。



小売業を対象とした場合の OEF の評価に関する課題はあるか。
→ 製品ポートフォリオの多様性をどのように取り扱うかが課題であると認識し
ている。
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https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_da
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３－２－４．国内向けワークショップの開催
本事業で得られた情報をとりまとめ、試行事業の進捗状況や成果を発表するためのワー
クショップを 2019 年 2 月に開催し、我が国産業界の企業等に広く情報提供を行った。その
概要を表３－２－１１に示す。
本ワークショップにおいては、環境フットプリントのみならず、LCA データベースのネ
ットワーク化の開発状況や、マルチクライテリア評価に関連する民間企業の取組事例等に
ついても紹介がなされた。また今年度事業の一環として行った諸外国の環境フットプリン
ト・ラベリングプログラム等に関する調査の報告も実施した。総合討論においては、環境フ
ットプリントとデータベースのネットワーク化の双方について、政策への活用に係る可能
性と課題に関する議論が交わされた。
表３－２－１１ 国内向けワークショップ 概要 87
会合名
主催
後援
運営
開催日時
開催場所
司会進行

講演者・題名

概要

LCA の政策活用に関する最新動向 ―欧州環境フットプリント／LCA 国際
データベース協調枠組み（GLAD）と環境ラベルの活用―
経済産業省
LCA 日本フォーラム、日本 LCA 学会
みずほ情報総研
2019 年 2 月 19 日（火） 13:30～16:40
全日通霞が関ビル 8F 大会議室 B
稲葉 敦（工学院大学 教授）
第１部：欧州環境フットプリントおよび国際データベースネットワーク構想
（GLAD）の最新動向
 並河 治（日立製作所）
・ 「欧州環境フットプリントの活動報告」
 古島 康（みずほ情報総研）
・ 「UNEP による国際データベースネットワーク構想（GLAD）の活動
報告」
 田原 聖隆（産業技術総合研究所）
・ 「LCA-DB『IDEA』の海外展開と GLAD への対応」
第２部：LCA を活用した環境ラベルの国際動向
 古田 清人（キヤノン株式会社）
・ 「キヤノンにおける LCA の活用」
 古島 康（みずほ情報総研）
・ 「諸外国の環境フットプリント・ラベリングプログラム等に関する
調査報告」
 神崎 昌之（産業環境管理協会）
・ 「タイプ III 環境宣言のグリーン公共調達への活用について」
 一般公開のワークショップとして開催（傍聴者：78 名）
 各講演に引き続き、総合討論を実施

本ワークショップの総合討論における質疑の概要を以下に示す。
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https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2019/lca0219.html
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＜ワークショップの総合討論における質疑の概要＞


タイプⅢ環境ラベルの活用については建材業界が非常に進んでいるとのことだ
が、今後 GLAD 上で異なる企業の製品の間のフットプリントを比較し、より環
境負荷の低いものを探す、といったことが行われるようになるのか。


建築物の LCA 評価用のソフトウェアにタイプⅢ環境ラベルのデータがあら
かじめ搭載されている等、欧州や米国の建材業界では確かにタイプⅢ環境
ラベルの活用が進んでいる。しかしながら、建築分野の LCA に関する欧州
規格である EN15804 88においては、中間財のタイプⅢ環境ラベルによる製
品間の比較を推奨しておらず、それらが適用された最終的な建築物におい
てのみ、比較が許容されるとしている。よって、中間財の製品間比較は、あ
くまでも情報の受け手の自己責任においてなされるものとなる。



ISO14025 においても、タイプⅢ環境ラベルは製品の購入者や使用者に対し
て製品間の比較を支援するとしており、情報の受け手がの自己責任におい
て比較をするものであるという考え方が適用されている。



欧州の動向を考慮した場合、生産者が顧客に対してフットプリントの低い製品
の提供を開始すべきタイミングはいつ頃と考えれば良いか。


2018～2021 年は政策活用へ向けた移行期間とされており、この期間中に法
制度が整備されると考えられる。具体的な製品への適用については、移行期
間が終了する 2021 年以降と考えれば良いのではないか。



製品の環境情報をモジュールとして川下に向けて伝達するという考えがある。
IDEA のような LCI データだけでなく、
タイプⅢ環境ラベルの情報も今後 GLAD
に接続されることに関連して、お考えをいただきたい。


GLAD にタイプⅢ環境ラベルの情報も接続され、それを閲覧するとした場
合、平均的な LCI データと個社の個別製品を対象としたタイプⅢ環境ラベ
ルのデータが並立することになる。これらの間で環境負荷の大小を厳密に
判断することは難しいが、まずはそのような状況を受け入れ、実際に使って
みた上で課題とその克服の方法を考えるのが良いのではないか。

European Committee for Standardization：
“Sustainability of construction works –
Environmental product declarations – Core rules for the product category of
construction products”, EN 15804: 2012+A1, November 2013
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３－３．IT 機器パイロットにおける PEFCR の作成時の論点
３－３－１．PEFCR の開発に係る手順
ここでは、2018 年 5 月に公開された PEFCR ガイダンスの最新版（第 6.3 版） 89におい
てとりまとめられた PEFCR の開発に係る手順について記すと共に、それらの項目につい
て IT 機器パイロットがどのように対応してきたか整理し、他業界も参考にし得る情報を提
供する。
３－３－１－１．PEFCR のスコープの設定
（１）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
各 PEFCR では、対象とする製品カテゴリが設定され、その製品の機能（中間財の場合を
除く）
、技術的な性能、使用段階、また可能な場合は使用後処理段階についての具体的な説
明が記載されていることが求められる。
類似の機能および用途を持つ製品は、単一の製品カテゴリに分類されることが望ましい、
とされている。ただし、単独の PEFCR 内で、製品や用途ごとにサブカテゴリを設定するこ
とも可能である。PEFCR におけるスコープの設定の考え方を表３－３－１に示す。
表３－３－１ PEFCR におけるスコープの設定の考え方 90
オプション
適用範囲が限定されており、主要な用途・機
能が一つであり、網羅されている全ての製品、
技術が類似している
適用範囲が広く、主要な機能は一つだが、用
途・技術・材料が異なる
適用範囲が狭く、主要な機能は一つだが、異
なる技術・材料によって同一の機能を発揮す
ることが可能である

サブカテゴリ、ベンチマークの考え方
製品カテゴリに対して単一のベンチマークを
使用することが可能となる
例：液体洗濯用洗剤、容器に入った飲料水
異なる用途に基づきサブカテゴリを特定する
ことが望ましい
例：電池・蓄電池、乳製品
スクリーニング調査はそれぞれの技術や材料
に対して行う必要があるが、ベンチマークは
それぞれの技術や材料の機能単位に対して市
場のシェアで加重平均を取ったものを用いる
ことが可能となる
例：冷温水供給パイプ、装飾用塗料

（２）結果と考察
IT 機器パイロットは当初、広く IT 機器全般を扱うパイロットとして試行事業に採択され
たが、PEFCR 開発のスコープについては企業向けのストレージ製品（図３－３－１の
“Online and Near Online” / “Enterprise use”に相当）のみを対象とすることで、2015 年 7
月の運営委員会会合において承認され、現在に至っている。

PEFCR ガイダンスの第 6.3 版は、2017 年 12 月時点で試行事業の関係者に回付されて
いたが、正式に公開されたのは 2018 年 5 月である。
90 PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
89
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図３－３－１

IT 機器パイロットにおける PEFCR のスコープ 91

試行事業終了後の移行期間においては、IPP/SCP エキスパートグループでの政策活用に
関する議論と並行して、
新規の PEFCR の開発も進められることとされている。新規 PEFCR
の開発にあたっての製品スコープの粒度の設定方法に関しては、ISO14025 に準じたタイプ
Ⅲ環境ラベルの盛んな北欧からの運営委員会および技術諮問委員会のメンバーを中心に検
討が進められているが、2019 年 3 月時点では結論には至っていない。
３－３－１－２．代表的製品の設定
（１）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR の適用範囲に合意がなされた後、各パイロットの技術事務局には、欧州市場に存
在し且つ PEFCR が対象とする製品カテゴリ、およびそのサブカテゴリに対して、代表的製
品を設定することが求められる。詳細は「３－３－２－２．代表的製品の設定方法」を参照
のこと。
設定された代表的製品は、後述のスクリーニング調査において評価対象として用いられ
るため、PEFCR の適用範囲を満たす全ての潜在的な技術および材料構成を網羅しているこ
とが求められる。
（２）結果と考察
IT 機器（ストレージ）の PEFCR の最終版における代表的製品の設定に係る条件につい
ては、
「３－３－２－２．代表的製品の設定方法」を参照のこと。
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http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_ITequipment.pdf
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３－３－１－３．スクリーニング調査
（１）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
設定された代表的製品を基に、各パイロットの技術事務局にはスクリーニング調査の実
施が求められる。これは、PEFCR の策定にあたり、データ収集活動やデータ品質の優先順
位を定めることが目的であり、具体的には以下の主要情報を把握することが必要とされて
いる。
1)

関連性の高い環境影響領域、ライフサイクル段階、プロセスおよびプロセスに直接
計上される基本フローの特定

2)

代表的製品と同じ製品サブカテゴリに属する製品間の比較の是非

3)

ベンチマーク（代表的製品の評価結果がベンチマークとなる）

4)

環境性能のクラス分類（適切に設定可能な場合）

（２）結果と考察
前述の通り、2015 年 12 月から 2017 年 7 月にかけて二次データセットの公募および購入
が行われてきた。またこれと並行して、技術的論点の整理とその結果の PEFCR ガイダンス
および OEFSR ガイダンスへの反映も進められた。これらに伴い、2017 年度はスクリーニ
ング調査の再計算が行われており、各パイロットにはその結果に基づいた PEFCR および
OEFSR の再改訂が求められてきた。
IT 機器パイロットに関しては、再計算の結果として後述の「３－３－２－４．関連性の
高い環境影響領域、ライフサイクル段階、プロセス、基本フローの特定方法」で示した環境
影響領域、ライフサイクル段階、プロセスと、「３－３－２－２０．ベンチマーク」で示し
たベンチマーク値を最終版 PEFCR 92に提示した。なお、製品間の比較の是非については、
この PEFCR を用いた評価の限界として注意深く取り扱うべき旨を記した。
３－３－１－４．PEFCR 策定
（１）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
スクリーニング調査の結果およびそれに対するステークホルダーからの意見公募の内容
を基に、各パイロットの技術事務局は PEFCR の策定に着手する。
PEFCR のドラフト版は、後述の裏付け調査を実施するために参照される文書となる。ド
ラフト版の PEFCR は、PEF の手法論ガイドに含まれる要求事項と、PEFCR ガイダンス
の附属書 B で示されているテンプレートに従って策定されなければならない、とされてい
る。PEFCR のテンプレートの構成を表３－３－２に示す。
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http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_ITequipment.pdf
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表３－３－２ PEFCR の構成 93
1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
9
93

序論
この PEFCR についての概要
技術事務局
意見公募とステークホルダー
レビューパネルと PEFCR のレビュー要件
レビューに関するステートメント
地理的範囲
言語
他の文書との適合性
PEFCR のスコープ
製品分類
代表的製品
機能単位および基準フロー
システム境界
環境フットプリント影響評価
限界
最も関連性のある環境影響領域、ライフサイクル段階及びプロセス
ライフサイクルインベントリ分析
企業固有のデータの取得を必須とするプロセスのリスト
企業固有のデータの取得が望ましいプロセスのリスト
データのギャップ
データ品質要件
必要とされるデータに関するマトリックス（DNM）
どのデータを用いるか？
どのようにして平均的な DQR を算出するか？
配分に関する規定
電力モデル
気候変動モデル
廃棄物およびリサイクル材含有量のモデル
ライフサイクル段階
原材料調達段階
農業モデル（適用可能な場合のみ）
製品製造段階
製品輸送段階
使用・維持管理段階（適用可能な場合のみ）
使用後処理段階（適用可能な場合のみ）
PEF 評価結果
ベンチマーク値
PEF プロファイル
追加の技術情報
追加の環境情報
検証
参考文献

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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附属書 1
附属書 2
附属書 3
附属書 4

正規化係数および重み付け係数のリスト
PEF 調査のチェックリスト
PEFCR のクリティカルレビューレポート
その他の附属書

（２）結果と考察
各パイロットは、スクリーニング調査および裏付け調査の結果を基に、特に関連性の高い
領域を PEFCR および OEFSR 上で選択することが可能とされている。2019 年 3 月時点で
公開されている PEFCR および OEFSR の最終版のうち、対象とする環境影響領域に関す
る情報は先に挙げた表３－２－３および表３－２－４の通りである。
３－３－１－５．裏付け調査
（１）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
運営委員会での承認を経たドラフト版の PEFCR での要求事項を基に、各パイロットに
は最低 3 件（且つ、サブカテゴリを設定した場合はサブカテゴリごとに最低１件）の PEFCR
裏付け調査（PEFCR supporting studies）の実施が求められている。これは、ドラフト版
の PEFCR の適切性および実施可能性のテストとして、ドラフト版 PEFCR における規定
に従い実製品の評価を行うものである。
PEFCR ガイダンスには、裏付け調査のテンプレートが掲載されている。その構成を表３
－３－３に示す。
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表３－３－３ 裏付け調査の報告書の構成 94
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
7.3
附属書 1
附属書 2

概要
一般的事項
調査の目的
調査範囲（スコープ）
機能単位および基準フロー
システム境界
補足の分析
ライフサイクルインベントリ分析
データの収集および品質評価（機密保持情報とすることも可能）
データのギャップ
補足の分析
環境影響評価の計算結果（機密保持情報とすることも可能）
PEF 結果
補足の分析
PEF 結果の解釈
PEF 結果
ベンチマークとの比較
パフォーマンスクラス
参照文献、関連性の低い結果に関する追記、ライフサイクルインベントリ
分析の結果等
機密情報

（２）結果と考察
裏付け調査については、PEFCR の附属書Ⅱにその結果の概要を記載することが PEFCR
ガイダンスの旧版（第 5.2 版） 95で規定されていたが、PEFCR ガイダンスの改訂（第 6.3
版）に伴い、附属書への結果の記載が要件から外れる形となった（表３－３－４参照）。こ
れは、前述の二次データセットの公募および購入とそれに伴うスクリーニング調査の再計
算の実施により、再計算されたスクリーニングの結果と既に実施された裏付け調査の結果
との間で用いる二次データセットが異なる形となり、評価結果に不整合が生じることが予
想されるためであると考えられる。
３－３－１－６．ベンチマークおよびパフォーマンスクラスの設定
（１）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
前述のスクリーニング調査および裏付け調査の結果を基に、各パイロットの技術事務局
は対象とする製品カテゴリにおけるベンチマークを設定することが求められている。また
試行事業の開始当初は、A～E の 5 段階のパフォーマンスクラスを併せて設定することが望
PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
“Guidance for the implementation of the EU Product Environmental Footprint
(PEF) during the Environmental Footprint (EF) pilot phase – Version 5.2”
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ましいとされていたが、
「３－１－３－４．コミュニケーション」で示した通り、試行事業
中に策定される PEFCR および OEFSR からコミュニケーションの章が削除されるのに伴
い、検討および PEFCR 上での記載は不要となった。
（２）結果と考察
ベンチマークについては、前述の二次データセットの公募および購入とそれに伴うスク
リーニング調査の再計算の実施により、各パイロットの PEFCR 上で更新がなされたもの
が最終版の PEFCR に記載される形となる。IT 機器パイロットのベンチマーク値について
は、
「３－３－２－２０．ベンチマーク」を参照のこと。
３－３－２．PEFCR の開発に係る技術的要求事項
ここでは、2018 年 5 月に公開された PEFCR ガイダンスの最新版（第 6.3 版）において
技術的要求事項（Technical specifications）としてとりまとめられた論点について記す。
３－３－２－１．機能単位および基準フロー
（１）背景
機能単位とは、製品システムの性能を表す定量化された参照の単位であり、特に製品間の
評価結果の比較を行う上では、この機能単位を揃えて比較を行うことが求められる。また基
準フローは、機能単位で表される機能を満たすために必要とされる製品システム内のプロ
セスからの出力を定量的に表した量を指している。
この機能単位の設定にあたり、環境フットプリントの手法論においては独特の構成要素
に基づいて設定を行うことが求められている。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR ガイダンスにおいて示されている機能単位の構成要素とその内容を表３－３－
４に示す。
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表３－３－４ 機能単位を構成する要素とその内容 96
機能単位を構成する要素

食品

何を（What）：

使用段階を基準に定められる

提供される機能・サービス

べき要素であり、非可食部は

食品以外
PEFCR ごとに設定する。

含むべきではない。
どれくらい（How much）：

重量あるいは体積を基に設定

機能・サービスの程度

されなければならない。また

PEFCR ごとに設定する。

逸脱する場合は欧州委員会に
よる承認を受けなければなら
ない。
どの程度の品質で（How well）： 機能単位に組み込むことが必

機能単位に組み込むことが必

ずしも可能ではない要素であ

ずしも可能ではない要素であ

想定する品質レベル

るため、さらなる検討が必要。 るため、さらなる検討が必要。
どのくらいの期間（How long）
： 包装材に保存可能期間が記載

産業セクターのレベルで技術

使用期間・寿命

される製品の場合は、定量的

的な基準や合意された設定手

に示されなければならない。

順が定められている場合は、
考慮しなければならない。

機能単位を構成する要素は試行事業の開始当初から示されていた考え方であり、手法論
ガイドにも既に記載がなされている。
機能単位は最終財に関してのみ設定が求められている。これは、中間財については最終的
な用途の想定が不可能であり、機能単位を揃えて比較を行うことが困難なためである。中間
財については、機能単位に代わって重量（例：kg）や体積（例：m3）等の一般的な単位に
基づいた宣言単位を設定することが推奨されている。
（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）の PEFCR の最終版においては、機能単位を構成する要素の内容
を表３－３－５の通りとした。

96

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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表３－３－５

IT 機器（ストレージ）の PEFCR における機能単位の構成要素 97

機能単位を構成する要素

IT 機器（ストレージ）の PEFCR における記載

何を（What）：

ストレージサブシステム

提供される機能・サービス

“2014 SNIA Dictionary”での定義に従い、ストレージサブシ
ステムは以下の要素によって構成される機器を指す：
A)

ストレージコントローラー、及び/または、ホストバスア
ダプター

B)

ディスクドライブ、CD-ROM ドライブ、テープドライブ、
ライブラリ等のストレージデバイス

C)

1 台以上のコンピューターにストレージサービスを提供
するためのコントロールソフトウェア

どれくらい（How much）：

フォーマットされた容量 1 テラバイト分

機能・サービスの程度
どの程度の品質で（How well）： ストレージを購入した顧客が要求する記憶容量を満たす
想定する品質レベル
どのくらいの期間（How long）
： 1 年間
使用期間・寿命

３－３－２－２．代表的製品の設定方法
（１）背景
PEFCR の策定にあたっては、欧州市場に存在し且つ PEFCR が対象とする製品カテゴ
リ、およびそのサブカテゴリに対して、代表的製品を設定することが求められている。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
代表的製品の設定にあたっては、PEFCR ガイダンスでは以下の二つのオプションを認め
ている。


バーチャルな、すなわち実在しない製品。この場合、PEFCR の適用範囲で網羅さ
れている全ての技術や材料の構成に対する加重平均を基に、代表的製品を設定す
ることが可能である。



実在する製品。これは市場や製品に関する情報が不充分な場合には有効であると
されている。この場合、欧州市場で販売されている実際の製品が代表的製品として
選定される。

また PEFCR ガイダンスでは、代表的製品の設定に付随して以下の要素の提示が必要と
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されている。


部品表



システム境界を示したライフサイクルフロー図



輸送シナリオ



使用・維持管理シナリオ



リサイクルおよび熱回収を含む、使用後処理シナリオ

設定された代表的製品はスクリーニング調査の対象となるものである。
「３－３－１－３．
スクリーニング調査」でも示した通り、スクリーニング調査の実施を通じて以下の主要情報
を把握することが求められている。
1)

関連性の高い環境影響領域、ライフサイクル段階、プロセスおよびプロセスに直接
計上される基本フローの特定

2)

代表的製品と同じ製品サブカテゴリに属する製品間の比較の是非

3)

ベンチマーク（代表的製品の評価結果がベンチマークとなる）

4)

パフォーマンスクラス（適切に設定可能な場合）

（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）の PEFCR の最終版においては、代表的製品モデルとして欧州に
おける平均的な容量の企業向け（B to B）ストレージを想定し、IDC Japan の調査による
統計（Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Tracker -2013Q1）を基に平均的な容
量を 102TB とした。
代表的製品モデルの BOM や組立時の電力消費量、使用段階における消費電力の設定に
あたっては、技術事務局に参加する IT 機器メーカー4 社が以下の条件で自社製品の構成を
検討し、4 社分のデータを単純平均したものを代表的製品モデルの BOM、組立時電力消費
量、使用時消費電力とした。
1) HDD


3.5 型（7200rpm, 4TB）と 2.5 型（10000rpm, 0.9TB）の HDD を混載することと
する。



3.5 型と 2.5 型の台数は、記憶容量の合計が概ね均しくなるように設定する。



ユーザーが使える容量を 102TB とし、RAID ではデータドライブの容量とする。



RAID の構成については各社の判断に任せる。

2) その他の構成機器


コントローラ（スイッチ、電源、含）
、及び筐体（HDD を格納する箱）は計算に含
めるものとする。



ラック（筐体を格納する箱）は含めないものとする。
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３－３－２－３．環境影響評価手法と、正規化および重み付け係数
（１）背景
「３－１－３－３．マルチクライテリアによる評価」でも示した通り、環境フットプリン
トの手法論では、マルチクライテリアによるライフサイクル環境影響評価（いわゆるインパ
クト評価）を規定している。これは、異なる環境影響領域の間での環境負荷のトレードオフ
の把握を目的としたものである。
環境影響評価手法については、欧州委員会共同研究センターがとりまとめた ILCD
（特性化）
の手法が手法論ガイド 99においても示されていたが、
Handbook 98が推奨する評価
その中でもいくつかの環境影響評価手法については、ILCD Handbook 上においても推奨度
合いは低いとされていた。またいくつかのパイロットからは、特定の環境影響領域の評価手
法について堅牢性が乏しい旨が指摘されていた。
以上のような状況と、試行事業期間中に進展した環境影響評価手法の科学的な検討の結
果、特にライフイニシアチブによる検討内容

100も踏まえ、環境フットプリントで採用する

べき科学的堅牢性の高い環境影響評価手法の見直しが行われてきた。
これと並行して、特性化結果に対する正規化および重み付けの係数についても、手法論ガ
イドでの規定に対して試行事業の期間中に疑義が呈され、再検討が行われてきた。
正規化については、手法論ガイドでは規格値（正規化係数）はその国、または市民 1 人あ
たりの環境影響を用いることを定めている。なお、パイロット事業の開始当初に規格値とし
て EC 環境総局が提示したのは欧州全体及び欧州市民 1 人あたりを対象とした環境影響（特
性化の結果）であり、PEFCR ガイダンスの旧版（第 5.2 版）でも同様の値が規格値として
示されている。これに対し、域外からの輸入品を多用している欧州において欧州域内のみを
対象とした環境影響を規格値に用いるのは不適切であるというのが、正規化に関する主な
論点とされてきた。
重み付けについては、どの製品が環境に良いと言えるのか、そのコミュニケーションの分
かりやすさの観点から、様々な環境影響を一つの指標に統合化する方法として議論されて
いる。また、重み付けをすると環境影響間の重要度の比較ができるようになるため、スクリ
ーニング調査において重要な環境影響領域を選択する際にも有効である。しかしながら、重
Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the European context - based
on existing environmental impact assessment models and factors, EUR 24571 EN 2011, http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/ILCD-Recommendation-of-methods-forLCIA-def.pdf
99 Commission Recommendation of 9 April 2013 on the use of common methods to
measure and communicate the life cycle environmental performance of products and
organizations, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN
100 Environmental life cycle impact assessment indicators (Flagship 1b),
http://www.lifecycleinitiative.org/activities/phase-iii/global-guidance-on-environmentallife-cycle-impact-assessment-indicators/
98

103

み付けは主観的な価値観に基づいて行われるものであり、自然科学的な客観性に欠ける点
が指摘されている。
手法論ガイドでは特定の重み付け係数の提示はなされていないが、パイロット事業の開
始当初に重み付けの方法として EC 環境総局が提示したのは、全ての環境影響領域の正規
化の結果を等しく重要である（重み付け係数＝1）とするものであった。試行事業の期間中
は、重み付け係数の設定の考え方については政策上いずれの環境影響領域を重要視するか
にも関わるものであるとの指摘がなされてきた。また ISO では重み付けの結果に基づいた
製品間の比較主張に対して厳格な手続きを定めており、
ISO の規定との齟齬の観点からも、
重み付けの実施そのものに対する反対意見も多く挙げられてきた。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
手法論ガイドにおいて使用が規定されていた計 15 の環境影響領域とその評価手法から、
その後資源枯渇が鉱物・金属と化石燃料に分けられたことにより合計で 16 の環境影響領域
となり、また個々の環境影響領域の評価モデルについても一部見直しが行われた。PEFCR
ガイダンスにおいて示された環境影響領域と評価モデルの一覧を表３－３－６に示す。
正規化については、その後の検討の結果新たに地球全体および地球上の人間 1 人を対象
とした規格値が欧州委員会から提示された。PEFCR ガイダンスにおいて示された正規化の
規格値の一覧を表３－３－７に示す。なお、評価モデルの堅牢性、対象とするインベントリ
の完全性および堅牢性の欄のⅠ～Ⅲの数字については、数字が小さい環境影響領域ほど堅
牢である、あるいは対象となるインベントリが考慮されていることを示している。ただし、
2 つの数字が併記されている場合の意味については、PEFCR ガイダンスには説明の記載が
なされておらず不明である。
重み付けについては、その後の試行事業の過程において、一般市民及び LCA 専門家を対
象としたアンケートおよび LCA 専門家を対象に開催されたウェビナー後に実施された意見
聴取の結果と、個々の環境影響領域の特性化モデルの堅牢性を基に算出された重み付け係
数が新たに提示された。PEFCR ガイダンスにおいて示された重み付け係数を表３－３－８
（毒性系の環境影響領域を含む）および表３－３－９（毒性系の環境影響領域を除く）に示
す。ここで、統合された重み付け係数はアンケートとウェビナー後の意見聴取それぞれの結
果を基に算出された重み付け係数を 50%ずつ考慮した値を、また堅牢性の指標はそれぞれ
の環境影響領域の評価（特性化）のモデルの堅牢性を 0.1 から 1 の間で指標化したものを表
している。また毒性系の環境影響領域を含む重み付け係数は、試行事業中に実施される評価
には適用不可能とされている。
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表３－３－６ PEFCR ガイダンスにおいて対象とされている環境影響領域およびその特性化モデル 一覧 101
環境影響領域
気候変動

影響評価モデル
Baseline model of 100 years of the

特性化の指標

出典

kg CO2 eq.

IPCC 2013

IPCC
オゾン層破壊

Steady-state ODPs

kg CFC-11 eq.

WMO 1999

ヒト毒性－発がん影響

USEtox model

CTUh (Comparative Toxic

Rosenbaum et al. 2008

Unit for humans)
ヒト毒性－発がん以外の影響

USEtox model

CTUh (Comparative Toxic

Rosenbaum et al. 2008

Unit for humans)
微粒子物質

PM method recomended by UNEP

disease incidence

UNEP 2016

電離放射線－人体健康影響

Human Health effect model

kBq U235 eq.

Dreicer et al. 1995; Frischknecht et al. 2000

光化学オゾン生成

LOTOS-EUROS model

kg NMVOC eq.

Van Zelm et al. 2008 as implemented in
ReCiPe 2008

酸性化

Accumulated Exceedance model

mol H+ eq

Seppälä et al. 2006; Posch et al. 2008

富栄養化‐陸域

Accumulated Exceedance model

mol N eq

Seppälä et al. 2006; Posch et al. 2008

富栄養化‐淡水域

EUTREND model

kg P eq.

Struijs et al. 2009 as implemented in ReCiPe

富栄養化‐海水域

EUTREND model

kg N eq.

Struijs et al. 2009 as implemented in ReCiPe

生態毒性

USEtox model

CTUe (Comparative Toxic

Rosenbaum et al. 2008

Unit for ecosystems)
土地利用

101

Soil quality index based on LANCA

Dimensionless (pt)

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
105

Beck et al. 2010; Bos et al. 2016

環境影響領域

影響評価モデル

特性化の指標

出典

kg biotic production
kg soil
m3 water
m3 groundwater
水の使用

Available

WAter

REmaining

m3 world eq.

UNEP 2016

(AWARE)
資源枯渇‐鉱物

CML 2002

kg antimony (Sb) eq.

Guinée et al. 2002; van Oers et al. 2002

資源枯渇‐化石

CML 2002

MJ

Guinée et al. 2002; van Oers et al. 2002

106

表３－３－７ PEFCR ガイダンスにおいて示された正規化の規格値 一覧 102
環境影響領域

単位

グローバルな
環境負荷量

1 人あたり
正規化係数

評価モデルの
堅牢性

対象とする
インベントリの
完全性

インベントリの
堅牢性

気候変動

kg CO2 eq.

5.35E+13

7.76E+03

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

オゾン層破壊

kg CFC-11 eq.

1.61E+08

2.34E-02

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

ヒト毒性－発がん影響

CTUh

2.66E+05

3.85E-05

Ⅱ/Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

ヒト毒性－発がん以外の影響

CTUh

3.27E+06

4.75E-04

Ⅱ/Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

微粒子物質

Disease incidence

4.39E+06

6.37E-04

Ⅰ

Ⅰ/Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

2.91E+13

4.22E+03

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

電離放射線－人体健康影響

kBq

光化学オゾン生成

kg NMVOC eq.

2.80E+11

4.06E+01

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ/Ⅱ

酸性化

mol H+ eq.

3.81E+11

5.55E+01

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

富栄養化‐陸域

mol N eq.

1.22E+12

1.77E+02

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ/Ⅱ

富栄養化‐淡水域

kg P eq.

1.76E+10

2.55E+00

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

富栄養化‐海水域

kg N eq.

1.95E+11

2.83E+01

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ/Ⅲ

生態毒性

CTUe

8.15E+13

1.18E+04

Ⅱ/Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

土地利用

pt

9.20E+15

1.33E+06

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

水の使用

m3 world eq.

7.91E+13

1.15E+04

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

資源枯渇‐鉱物

kg Sb eq.

3.99E+08

5.79E-02

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

資源枯渇‐化石

MJ

4.50E+14

6.53E+04

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

102

U235

eq.

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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表３－３－８ PEFCR ガイダンスにおいて示された重み付け係数 一覧（毒性系の環境影響領域を含む） 103
アンケート及びウェビナー後の意見

評価モデルの堅牢性の指標

計算値

最終的な重み付け係数

聴取の結果に基づいた重み付け係数

（0.1～1）

A

B

C=A*B

C を百分率に換算

気候変動

12.9

0.87

11.18

21.06

オゾン層破壊

5.58

0.6

3.35

6.31

ヒト毒性－発がん影響

6.8

0.17

1.13

2.13

ヒト毒性－発がん以外の影響

5.88

0.17

0.98

1.84

微粒子物質

5.49

0.87

4.76

8.96

電離放射線－人体健康影響

5.7

0.47

2.66

5.01

光化学オゾン生成

4.76

0.53

2.54

4.78

酸性化

4.94

0.67

3.29

6.2

富栄養化‐陸域

2.95

0.67

1.97

3.71

富栄養化‐淡水域

3.19

0.47

1.49

2.8

富栄養化‐海水域

2.94

0.53

1.57

2.96

生態毒性

6.12

0.17

1.02

1.92

土地利用

9.04

0.47

4.22

7.94

水の使用

9.69

0.47

4.52

8.51

資源枯渇‐鉱物

6.68

0.6

4.01

7.55

資源枯渇‐化石

7.37

0.6

4.42

8.32
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PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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表３－３－９ PEFCR ガイダンスにおいて示された重み付け係数 一覧（毒性系の環境影響領域を含む） 104

104

アンケート及びウェビナー後の意見

評価モデルの堅牢性の指標

計算値

最終的な重み付け係数

聴取の結果に基づいた重み付け係数

（0.1～1）

A

B

C=A*B

C を百分率に換算

気候変動

15.75

0.87

13.65

22.19

オゾン層破壊

6.92

0.6

4.15

6.75

微粒子物質

6.77

0.87

5.87

9.54

電離放射線－人体健康影響

7.07

0.47

3.3

5.37

光化学オゾン生成

5.88

0.53

3.14

5.1

酸性化

6.13

0.67

4.08

6.64

富栄養化‐陸域

3.61

0.67

2.4

3.91

富栄養化‐淡水域

3.88

0.47

1.81

2.95

富栄養化‐海水域

3.59

0.53

1.92

3.12

土地利用

11.1

0.47

5.18

8.42

水の使用

11.89

0.47

5.55

9.03

資源枯渇‐鉱物

8.28

0.6

4.97

8.08

資源枯渇‐化石

9.14

0.6

5.48

8.92

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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（３）結果と考察
環境影響評価については環境影響領域ごとに多くの評価手法が開発されており、また評
価の目的だけでなく、対象とする地域とその特性に依っても妥当な評価手法が異なるケー
スもあり得る。一方で環境フットプリントの一環として規定された手法は国際的なデファ
クト化の対象となる可能性も充分あることから、今後の活用の状況を引き続き注視する必
要がある。なお、毒性系の環境影響領域および資源枯渇については、試行事業の終了直前ま
で、再検討を求める意見がいくつかのパイロットの技術事務局から挙げられていた。
重み付け係数の設定の考え方については、政策上いずれの環境影響領域を重要視するか
にも関わるものであり、また ISO での規定との齟齬の観点からも、未だ反対意見が多い。
環境フットプリントの政策への活用に係る検討の場も含め、今後の活用状況を適切に把握
することが求められる。
３－３－２－４．関連性の高い環境影響領域、ライフサイクル段階、プロセス、基本フロー
の特定方法
（１）背景
代表的製品（
「３－３－２－２．代表的製品の設定方法」を参照）を対象に実施されるス
クリーニング調査（
「３－３－１－３．スクリーニング調査」を参照）の結果を基に、関連
性の高い環境影響領域、ライフサイクル段階、プロセス、基本フローを特定して PEFCR に
記載することが求められている。これは、PEFCR ガイダンスの旧版（第 5.2 版）において
ホットスポット分析として示されていた手順である。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR ガイダンスにおいて示されている関連性の高い環境影響領域、ライフサイクル段
階、プロセス、基本フローの特定の考え方を表３－３－１０に示す。なお、関連性の高いラ
イフサイクル段階の特定にあたっては、個々の環境影響領域への影響全体に占める使用段
階の影響が 50%以上となるケースに限り、使用段階を除いた場合の関連性の高いライフサ
イクル段階も併せて特定することが求められる。
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表３－３－１０ 関連性の高い環境影響領域、ライフサイクル段階、プロセス、
基本フローの特定方法の考え方 105
範囲
環境影響領域

特定の際の指標、範囲
・ 正規化および重み付けの結果
を基に特定

・

ラ イ フ サ イ ク ル ・ 環境影響領域ごとに特定
段階

・

プロセス

・

・ 環境影響領域ごとに特定

基本フロー
・ 関連性の高いプロセスおよび
（試行事業の期
関連性の高い環境影響領域か
間中は対象外）
ら特定

・

特定の考え方
環境影響全体のうち、大きいも
のから累計で 80%以上を占める
環境影響領域
–
毒性系の環境影響領域は
除く
環境影響領域ごとに、ライフサ
イクルにおける影響の大きいも
のから累計で 80%以上を占める
ライフサイクル段階
環境影響領域ごとに、ライフサ
イクルにおける影響の大きいも
のから累計で 80%以上を占める
プロセス
関連性の高い環境影響領域につ
いて、影響の大きいものから累
計で 80%以上を占める基本フロ
ー
プロセスから直接入出力
がなされる基本フローの
みが対象

（３）結果と考察
IT 機器パイロットの最終版 PEFCR において提示した関連性の高い環境影響領域および
ライフサイクル段階を表３－３－１１に、関連性の高いプロセスを表３－３－１２に、それ
ぞれ示す。なお、プロセスに直接計上される基本フローについては、ストレージでは該当す
る基本フローが存在しないため、最終版 PEFCR での提示は行わなかった。
表３－３－１１ IT 機器（ストレージ）の PEFCR における関連性の高い環境影響領域
およびライフサイクル段階 106
項目
関連の高い環境影響領域

関連の高いライフサイクル段階

105
106

結果








気候変動
資源枯渇‐鉱物
資源枯渇‐化石
粒子状物質
原材料調達段階
使用・維持管理段階
使用後処理段階

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
IT 機器（ストレージ）の最終版 PEFCR に基づきみずほ情報総研が作成。
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表３－３－１２ IT 機器（ストレージ）の PEFCR における関連性の高いプロセス 107
環境影響領域
気候変動



資源枯渇‐鉱物



資源枯渇‐化石



粒子状物質



107

最も関連のあるプロセス
使用・維持管理段階を含む
使用・維持管理段階を除く
使用・維持管理段階

原材料調達段階
–
HDD
–
電子回路基板
–
電源ユニット
–
鉄

使用後処理段階
–
電子回路基板のリサイク
ルプロセス
–
鉄のリサイクルに伴う間
接的な環境負荷削減効果
該当なし（使用・維持管理段階 
原材料調達段階
–
HDD
が占める影響がライフサイク
–
電子回路基板
ル全体の 50%に満たないため）
–
電源ユニット
–
銅

使用後処理段階
–
銅のリサイクルに伴う間
接的な環境負荷削減効果
–
電子回路基板のリサイク
ルプロセス
使用・維持管理段階

原材料調達段階
–
HDD
–
電子回路基板
–
電源ユニット
–
鉄
–
原材料の船舶輸送

製品製造段階
–
ストレージの組立

使用後処理段階
–
電子回路基板のリサイク
ルプロセス
使用・維持管理段階

原材料調達段階
–
HDD
–
電子回路基板
–
電源ユニット
–
鉄
–
原材料の船舶輸送

使用後処理段階
–
電子回路基板のリサイク
ルプロセス
–
鉄のリサイクルに伴う間
接的な環境負荷削減効果

IT 機器（ストレージ）の最終版 PEFCR に基づきみずほ情報総研が作成。
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３－３－２－５．サンプリングの手順
（１）背景
環境フットプリントの評価の実施者が一次データを取得する際のサンプリングの手順に
ついては、手法論ガイド等においても明確な規定は設けられておらず、また試行事業の期間
前半においても論点とはされることはなかった。しかしながら、2017 年 3 月の運営委員会
および技術諮問委員会の合同会合においてサンプリングの手順が議題の一つとして挙げら
れ、その際の議論の内容が PEFCR ガイダンスにも反映されることとなった。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
サンプリングの手順に関し、PEFCR ガイダンスでは母集団全体からのランダムなサンプ
リングを認めておらず、以下の 3 つの要素に基づいた亜母集団（sub-populations）を設定
し、そのそれぞれからのサンプリングを行うことを規定している。
1)

地域の違い

2)

生産技術の違い

3)

生産規模の違い

サンプルの取得数は、各亜母集団からの総生産量または対象とする生産サイト数に応じ
て設定するものとされている。
なお、PEFCR ガイダンスでは、個々の PEFCR においてサンプリング自体の実施の可否
を定めることが可能とされている。
（３）結果と考察
PEFCR ガイダンスの附属書 B で示されているテンプレートでは、サンプリング自体の
実施を可能とした場合に PEFCR に記載すべき定型文を用意している。これは前述の亜母
集団やサンプルの取得数の設定方法に関する手順を示したものであり、IT 機器（ストレー
ジ）の PEFCR の最終版もこれに従った。
３－３－２－６．カットオフ
（１）背景技術諮問委員会における論点
環境フットプリントの手法論ガイドにおいては、カットオフ

108は原則として許可されて

いない。しかしながら、各パイロットによるスクリーニング調査や裏付け調査の実施を通し、
カットオフを認めないのは過度に厳格な規定であり、環境フットプリントの手法論による
評価の普及を妨げる旨が指摘されていた。

108

カットオフとは、重量比の小さい素材や部品等、評価対象製品のライフサイクル全体
に与える影響が小さいプロセスを評価の範囲外とする手順である。
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（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR ガイダンスにおける規定で、スクリーニング調査の結果に基づき PEFCR でカッ
トオフ対象とするプロセスを決めることが可能となった。なお、スクリーニング調査や裏付
け調査、また PEFCR に基づいた個別の環境フットプリント調査の際にはカットオフは許
可されない。
カットオフ対象とするプロセスの選び方は、環境影響の少ないプロセスから選択を始め、
それらの累積値がそれぞれの環境影響領域で 1%未満になるまでのプロセスを選ぶことが
できるが、毒性系の環境影響領域に関しては除外しなければいけないとされている。すなわ
ち、毒性系の環境影響領域への影響が 1%を超えるプロセスがあっても、その他の環境影響
領域での影響が 1%未満であれば、カットオフ対象のプロセスとすることができる。
（３）結果と考察
カットオフの採用の是非は、環境フットプリントの評価手順を簡便で効率的なものにす
るためには必要な要素であり、政策への導入や国際的なデファクト化の可能性の観点から
も、カットオフが認められるのは適切な方向性であると言える。
３－３－２－７．多機能プロセスへの対処方法
（１）背景
複数の機能を持つプロセス、例えば複数の製品を製造するプロセスにおける環境負荷の
の取り扱いは、ISO14040 および 14044 等、LCA の手法論の検討の初期段階から争点とな
ってきたテーマであり、後述の生物物理学に基づく配分手法の検討（「３－３－２－１１．
畜産物モデル」を参照）を含め、環境フットプリントの試行事業においても多くの議論がな
されてきた。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR ガイダンスにおける多機能プロセスへの対処方法は、ISO14044 における配分の
考え方に準拠しており、以下の優先順位に基づいて判断することが求められている。
1)

プロセスの細分化またはシステム拡張による配分の回避
–

PEFCR においては、どのプロセスが細分化またはシステム拡張の対象となる
かを記載する

2)

物理的な関係（例：重量）に基づいた配分
–

PEFCR においては、具体的に採用された物理的な関係および配分係数を記載
する

3)

その他の関係（例：経済価値）に基づいた配分
–

PEFCR においては、具体的に採用された関係および配分係数を記載する
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（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）の PEFCR の最終版においては、単に製品製造プロセスにおける
電力消費量を他の共製品との間で配分しても良い旨を規定している。これは、工場内の生産
ラインが占める床面積や製品の生産台数等、配分に適用する関係が個々の IT 機器メーカー
により異なること、また製品製造プロセスにおける電力消費に係る環境負荷のライフサイ
クルに占める影響が極めて小さいことによる、柔軟性を一定程度認めた措置である。
３－３－２－８．製品寿命の延長
（１）背景
環境フットプリントの手法論の用途の一つとして、資源効率や循環経済といった欧州の
環境政策全体の基層をなすトピックへの活用が挙げられている。資源効率の向上、循環経済
の確立にあたっては、リユースやリファービッシュを通じた製品寿命の延長は重要な手法
の一つであると考えられる。
なお、この論点の検討にあたっては、試行事業の期間中に活動を進めてきた包装材 WG
における検討内容が反映されている。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
リユースやリファービッシュの実施に伴う環境負荷の低減に関しては、PEFCR ガイダン
スでは以下の 2 つの考え方に基づいて評価結果に反映することが規定されている。
1)

リユースやリファービッシュの実施を通じて 1 世代目の製品と同じ製品仕様を実
現するケースについては、機能単位および基準フローにリユースやリファービッ
シュの実施をあらかじめ反映するものとする。

2)

リユースやリファービッシュの実施を通じて 1 世代目の製品と異なる製品仕様を
実現するケースについては、リサイクルと同様、循環フットプリント計算式（「３
－３－２－１８．使用後処理（循環フットプリント計算式）
」を参照）を適用する
ものとする。

（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）の PEFCR の最終版においては、リファービッシュされた部品が
ス ト レ ー ジ で も 異 な る 機 能 を 持 つ 他 の 製 品 サ ブ カ テ ゴ リ （ 図 ３ － ３ － １ の “Backup
equipment”等）で再利用されるケースも考えられることから、前述の 2 つの考え方のうち
2)を採用し、循環フットプリントの適用を通して評価結果に反映される形を採用した。
３－３－２－９．気候変動モデル
（１）背景
気候変動の環境影響評価に関連し、炭素貯蔵、生物由来炭素、原生林における炭素、原生
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林ではない森林の炭素等の取り扱いについては、過去には英国のカーボンフットプリント
規格である PAS2050 109の初版（2008 年公開）において独自の取り扱いが求められる等、気
候変動の環境影響を評価する上での重要な論点の一つである。また環境フットプリントに
準拠した二次データセットの整備にあたっても考慮が必要とされる要素である。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR ガイダンスにおいて、気候変動の環境影響評価について、以下の 3 つのサブカテ
ゴリと算定条件が設定されている。
1)

化石由来の炭素

2)

生物由来の炭素

3)

土地利用および土地利用変化に起因する炭素

特に注意が必要なのは生物由来の炭素と土地利用および土地利用変化に起因する炭素の
取り扱いである。これらのサブカテゴリについては、スクリーニング調査の結果として気候
変動の影響全体に占める割合が各サブカテゴリ単独で 5%を越えた場合、気候変動全体とは
分けて報告することを PEFCR で規定するよう求められている。
生物由来の炭素に関連し、100 年以下の一時的な炭素貯蔵による減算は認められていな
い。一方で最終財の一部として 100 年以上にわたって貯蔵される炭素については、永続的
な炭素貯蔵と見做し減算することが可能だが、中間財の場合は製品寿命の特定が困難なた
めその限りではない、とされている。
生物由来のメタンについては、例えば食品を人間が摂取した場合、その前後で炭素のバラ
ンスが適切に調整されるようモデル化（計上）が求められている。
土地利用変化に起因する炭素排出については、PAS2050 の規定に準じる形で、過去 20 年
以内に実施された土地利用変化の場合はそれに起因する炭素排出を計上することが求めら
れている。また温室効果ガスとして CO2 だけでなくメタンも計上する必要がある。
メタンの地球温暖化ポテンシャル係数（GWP）の一部、具体的には化石由来および土地
利用変化由来の排出に対し、PEFCR ガイダンスでは部分酸化によって CO2 に変換された
後の効果を追加で計上することを規定している。
以上の内容と、IPCC の第 5 次報告書

110において提示された

GWP を基に設定された環

境フットプリントにおける GWP を、表３－３－１３に示す。

PAS 2050: 2011 - Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas
emissions of goods and services
110 https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/
109
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表３－３－１３ 環境フットプリントにおける地球温暖化ポテンシャル係数（GWP） 111
物質
CO2（化石由来）
メタン（化石由来）
CO（化石由来）
CO2（生物由来）
CO2（生物由来、100 年超）
CO2（生物由来）
メタン（生物由来）
CO（生物由来）
CO2（土地利用変化）
CO2（土地利用変化）
メタン（土地利用変化）
CO（土地利用変化）

区分
大気圏への排出
大気圏への排出
大気圏への排出
大気圏からの吸収
大気圏からの吸収
大気圏への排出
大気圏への排出
大気圏への排出
大気圏からの吸収
大気圏への排出
大気圏への排出
大気圏への排出

GWP（100 年値）
1
36.75
1.57
0
-1
0
34
0
-1
1
36.75
1.57

（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）については、生物由来の炭素と土地利用および土地利用変化に起
因する炭素の影響がいずれも 5%に満たなかったため、分けて記載する旨の規定を PEFCR
の最終版では設けないものとした。ただし、PEFCR ガイダンスの附属書 B で示されている
テンプレートでは、これらのサブカテゴリの取り扱いについて記した定型文が用意されて
おり、IT 機器（ストレージ）の PEFCR の最終版もそれに従った。
生物由来の炭素、並びに土地利用および土地利用変化に起因する炭素については、食品や
衣料品、紙製品等のように農業生産物を原材料とする製品に対しては影響が大きく、また
PEFCR の開発にあたっては注意が必要な要素であると考えられる。
３－３－２－１０．農業モデル
（１）背景
農作物の栽培は、作物や栽培される地域、また気候帯によってそれに係る環境負荷にも大
きな差が生じる。環境フットプリントの試行事業においては、特に食品およびその関連製品
が加わった第二期の募集以降、農業モデルに関する詳細な検討が重ねられてきた。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR ガイダンスにおいては、PEFCR 上で規定が設けられるべきものとして、以下に
挙げる各項目についてモデル化の考え方が示されている。

111



多機能プロセスの取り扱い



作物、国、気候特有のデータ



データの平均化

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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殺虫剤の使用



肥料の使用



重金属の排出



稲作



泥炭地



その他の活動

（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）に関しては、農業と関わりの薄い製品群であることから、PEFCR
の最終版においても特段の規定は設けていない。
農業生産のモデル化については、食品や衣料品、紙製品等のように農業生産物を原材料と
する製品に対しては影響が大きく、また PEFCR の開発にあたっては注意が必要な要素で
あると考えられる。
３－３－２－１１．畜産物モデル
（１）背景
ある製品システムから出力される機能が複数ある場合、それらの機能間で環境影響を公
平に配分する必要がある。その代表例として、環境フットプリントの試行事業の過程で、畜
牛システムに関連するパイロット（革製品、食肉、乳製品、家畜用飼料、ペットフード）の
関係者が集まり、“Cattle model working group”が設置され、畜牛システムに関する公平な
配分方法について検討がなされてきた。
しかしながら、試行事業の前半時点でこれらのパイロット間で合意形成をすることがで
きなかった。具体的には、副産物であることを理由に上流の環境負荷が自パイロットの製品
に配分されるべきではないと主張する革製品パイロットと、革製品の原材料も有価で取引
されるケースがあることを理由に革製品パイロットの主張を認めない食肉パイロットとの
間で、妥協点を見出すことができなかった。
以上の理由から、欧州委員会からの提案により、革製品の原材料にも生物物理学に基づい
て上流の環境負荷を配分することを試行事業の期間中は既定し、その他の配分方法があれ
ば各パイロットが提案することとされてきた。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
2016 年 11 月の技術諮問委員会の会合において、生物物理学に基づく配分手法について
食肉のパイロットから異論が挙げられた。その後再度検討が継続され、2017 年 3 月の運営
委員会の会合において審議と投票が行われた。結果として、前述の欧州委員会からの提案が
そのまま活かされることとなった。
その後、生物物理学に基づく配分手法の容認について技術事務局内で合意が得られなか
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ったことを理由に、食肉パイロットが 2017 年 7 月の運営委員会および技術諮問委員会の合
同会合において、試行事業における活動の中止を表明した。これを受け、畜産物モデルにお
ける配分方法に関して追加の検討がなされた。
最終的に、牧場の運営に係る環境負荷の配分にあたっては生物物理学的なアプローチを、
また屠殺場の運営に係る環境負荷の配分にあたっては経済価値を基準としたアプローチを
規定する旨が、PEFCR ガイダンスにおいて記されることとなった。
（３）結果と考察
試行事業の過程では食肉と革製品を中心とした特異な事例を基に議論が進められてきた
が、共製品や副産物に対してどのように上流の環境負荷を配分すべきかという点は、複数製
品に共通する課題である。試行事業においては一旦検討を終了したとされているが、
PEFCR ガイダンスでは移行期間においてもさらなる検討を継続する旨が記されており、今
後も注視が必要である。
３－３－２－１２．生物多様性
（１）背景
生物多様性に関しては、試行事業の開始当初より環境フットプリントの評価指標の一つ
とすべき、との意見が運営委員会のメンバーの一部から挙がっていたが、一方で LCA の環
境影響評価の分野においても明確な定量評価の手法が確立されていない点が課題となって
きた。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR ガイダンスにおいては、環境フットプリントで対象とする気候変動、淡水域への
富栄養化、海水域への富栄養化、酸性化、水の使用、土地利用の 6 つの環境影響領域が生物
多様性にも影響するとしつつ、仮に生物多様性が当該製品群にとって重要なトピックであ
ったとしても、PEFCR においては環境フットプリントで対象とする環境影響領域とは分け
る形で論じるべき、としている。
（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）の PEFCR の最終版においては、生物多様性は単に当該製品群に
とって重要性が低いと結論付けている。
生物多様性の考慮は、主に食品や生物由来の原材料を用いる製品については重要性の高
いトピックであると考えられる。
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３－３－２－１３．電力モデル
（１）背景
GHG プロトコルが開発したスコープ 2 ガイダンス

112においては、温室効果ガス排出量

の報告者が購入したグリーン電力を反映することが可能なマーケット基準による計算の考
え方が導入されており、環境フットプリントにおいても試行事業の期間中に同等の取り扱
いを求める意見が挙げられたため、検討が行われ PEFCR ガイダンスに反映された。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
後述の DNM（
「３－３－２－１９．データおよびその品質に関する要求事項」参照）に
おいて Situation 1 / Option 1 あるいは Situation 2 / Option 1 に位置付けられる、つまり
一次データの取得が可能で且つ関連性が高いプロセスに投入される電力について、PEFCR
ガイダンスでは環境フットプリントの評価の際に適用すべき電力のデータを以下の優先順
位で定めている。
1)

発電事業者から提供を受けた特定の電力製品のデータ
–

2)

発電事業者から提供を受けた当該事業者の電源構成全体のデータ
–

3)

データの入手が可能で、且つ契約に関する信頼性が一定の条件を満たす場合
データの入手が可能で、且つ契約に関する信頼性が一定の条件を満たす場合

国ごとの残余ミックス（residual grid mix）の二次データ
–

表３－３－２２で示す二次データの提供元から入手が可能

なお、PEFCR ガイダンスでは、契約に関する信頼性の条件についても詳細な基準を記載
している。
また、ベンチマーク値の算定、すなわちスクリーニング調査の実施にあたっては、これら
の条件は適用されず、以下の優先順位で電力のデータを適用すべきと PEFCR ガイダンス
では規定されている。
1)

対象製品を取り扱う業界の平均的なグリーン電力のデータ

2)

国ごとの平均的な電源ミックスの二次データ

（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）に関しては、Situation 1 / Option 1 あるいは Situation 2 / Option
1 に位置付けられるプロセスが存在しないため、電力モデルに関する規定は特に設けていな
い。ただし、PEFCR ガイダンスの附属書 B で示されているテンプレートでは、電力モデル
の取り扱いについて記した定型文が用意されており、IT 機器（ストレージ）の PEFCR の
最終版もそれに従った。
GHG Protocol: “GHG Protocol Scope 2 Guidance An amendment to the GHG
Protocol Corporate Standard”,
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope%202%20Guidance_Final_0.p
df
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３－３－２－１４．輸送工程のモデル
（１）背景
多くの製品カテゴリにおいて、輸送工程が関連性のあるプロセスとなることは稀である。
しかしながら、環境フットプリントの試行事業においては、比較可能性の担保のため輸送工
程のモデルについても詳細な設定方法の検討がなされてきた。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR ガイダンスにおいては、車両（トラック、バン、自家用車）による輸送時の積載
率や、段階別（サプライヤーから工場まで、工場から最終顧客まで、製品使用後の回収から
処理まで）の輸送シナリオ、また要冷蔵・冷凍品の輸送について、各 PEFCR で設けるべき
規定の考え方が記されている。
（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）の PEFCR の最終版では、PEFCR ガイダンスの規定に従い輸送シ
ナリオを表３－３－１４～表３－３－１６の通りとした。
表３－３－１４ IT 機器（ストレージ）の PEFCR における輸送シナリオ①原材料調達 113
対象地域
欧州域内からの調達

欧州域外からの調達

輸送機関
トラック
鉄道
船舶
トラック
船舶

輸送距離
130km
240km
270km
1,000km
18,000km

積載率
64%
－
－
64%
－

帰路の考慮
考慮
－
－
考慮
－

表３－３－１５ IT 機器（ストレージ）の PEFCR における輸送シナリオ②製品輸送 114
対象地域
国内出荷
大陸内の出荷
国際出荷

輸送機関
トラック
トラック
トラック
船舶

輸送距離
1,200km
3,500km
1,000km
18,000km

積載率
64%
64%
64%
－

帰路の考慮
考慮
考慮
考慮
－

表３－３－１６ IT 機器（ストレージ）の PEFCR における輸送シナリオ③消耗品輸送 115
対象地域
国内出荷
大陸内の出荷
国際出荷

113
114
115

輸送機関
トラック
トラック
トラック
船舶

輸送距離
1,200km
3,500km
1,000km
18,000km

積載率
64%
64%
64%
－

帰路の考慮
考慮
考慮
考慮
－

IT 機器（ストレージ）の最終版 PEFCR に基づきみずほ情報総研が作成。
同上。
同上。
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３－３－２－１５．インフラおよび設備機器のモデル
（１）背景
一般的な LCA においては、厳格にはインフラおよび設備機器を評価のシステム境界に含
めるべきであるが、その環境影響は極めて小さいことが多いため、カットオフの対象となる
ケースも多い。環境フットプリントにおいては当初カットオフが認められていなかったこ
とから、インフラおよび設備機器の取り扱いについても検討がなされてきた。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR ガイダンスでは、スクリーニング調査の際にはインフラおよび設備機器の製造に
係る環境影響を考慮すべきであるとしている。
インフラおよび設備機器の考慮にあたり、その詳細が評価の実施者にとって不明である
ケースも多いことから、PEFCR ガイダンスでは表３－３－１７に示した各インフラおよび
設備機器とその諸要素について定量的な前提条件を示している。

122

表３－３－１７ PEFCR ガイダンスにおいて前提条件が示されているインフラおよび
設備機器 116
インフラおよび設備機器
流通センター







小売スペース

冷蔵庫

食器洗浄機
考慮されるべき小型の
設備






















PEFCR ガイダンスにおいて前提条件が示されている要素
インフラおよび建屋
エネルギー消費量
冷蔵設備を有する流通センターにおける冷媒ガスの使用量
および漏えい量
水
空間占有率および稼働時間を考慮した流通センターに係る
環境負荷の製品への配分
インフラ
冷蔵庫および冷凍庫
エネルギー消費量
冷媒ガス
水
空間占有率および稼働時間を考慮した小売スペースに係る
環境負荷の製品への配分
再包装
サイズ
素材構成
維持管理
冷媒ガス
素材構成
洗浄される食器への配分
フライパン
料理用深鍋
グラス
オーブン用の天板
コップ
ペットフード用の皿
PP 製ゴミ袋（一般用および食品廃棄物用）

（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）に関しては、スクリーニング調査および裏付け調査の実施を通し
てインフラおよび設備機器の製造に係る環境影響が充分小さいことが明らかとなったこと
から、PEFCR の最終版ではこれらについては評価のシステム境界から除外した。
３－３－２－１６．容器包装モデル
（１）背景
世界で最初に行われた LCA 評価が飲料用容器を対象としたもの

117であることからも明

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
Darnay, A. & Nuss, G. (1971): “Environmental Impacts of Coca-Cola Beverage
Containers”, Midwest Research Institute
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らかな通り、リサイクルやリユースを含む容器包装の取り扱いは LCA の手法論における論
点となり続けてきた。環境フットプリントにおいても、特に第二期に募集された食品および
その関連製品を対象としたパイロットにおける PEFCR の開発に深く関わる論点であるこ
とから、試行事業の期間中に検討が重ねられてきた。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
この論点に関連して PEFCR ガイダンス上で論じられているのは、リターナブルボトル
を主としたリユース可能な容器のリユース率の考え方および算出方法である。評価実施者
が収集した一次データによりリユース率が算出可能な場合はそれを用いるが、一次データ
が得られない場合のために、ガラス瓶、プラスチック製のガラス瓶収納箱、プラスチック製
および木製のパレットについてデフォルトのリユース率が提示されており、PEFCR で採用
することが可能とされている。
なお、この論点の検討にあたっては、試行事業の期間中に活動を進めてきた包装材 WG
における検討内容が反映されている。
（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）に関しては、容器包装のリユースはライフサイクル全体に占める
影響が極めて小さいことがスクリーニング調査および裏付け調査を通じて明らかとなって
いるため、PEFCR の最終版でも特に考慮はしていない。
容器包装のリユースについては、特に飲料を対象とした評価並びに PEFCR の開発に対
する影響が大きく、注意が必要な要素であると考えられる。

３－３－２－１７．使用段階モデル
（１）背景
使用段階はライフサイクルにおける重要な段階の一つであり、多くの製品カテゴリにお
いて環境影響への高い寄与を示すことが、試行事業における活動を通して改めて明らかと
なっている。しかしながら、使用段階の環境負荷は多くの場合、仮定されたシナリオに基づ
いて計算されるため、実際に評価対象製品を使用した場合の環境負荷との間には、高い不確
実性を伴うギャップが存在する。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
使用段階に関する共通ルールの文書については、2016 年 2 月時点で最終版が発行済みで
あり、2016 年度の技術諮問委員会ではその内容の最終確認が行われた。この共通ルールを
基に PEFCR ガイダンスにおける規定も記されており、使用段階の定義、主要機能アプロー
チやデルタアプローチ、使用段階のモデル化の 3 項目に分けられている。
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使用段階の定義では、使用段階は複数のプロセスが含まれることが多く、製品から独立し
たプロセスと製品に依存するプロセスに区分することができるとしている。製品から独立
したプロセスは、製品の設計や流通の方法に関わらないものであり、PEFCR モデルから除
外される。例えば、ワインを評価対象とした時のグラスの製造プロセスがこれに該当する。
一方製品に依存するプロセスは、製品設計によって直接的あるいは間接的に決定されある
いは影響を受けるものであり、製品の使用説明書に関係するものである。例えば、エネルギ
ー使用製品における通常条件下でのエネルギー使用プロセスがこれにあたる。製品に依存
するプロセスのうち、最も関連性の高いプロセスについては PEFCR において評価のシス
テム境界に含めなければならない、とされている
主要機能アプローチは、例えば、パスタをゆでる時のお湯をつくるエネルギー等、製品の
機能に直結するものを採用するアプローチである。またデルタアプローチは、デルタ（差分）
を採用するアプローチである。例としては、再生されたトナーカートリッジを使うことで新
品を使った時と比べて印刷不良が増えた場合に無駄になる紙を差分とするケースや、バッ
テリーにおける充放電ロスを差分するケース等が挙げられている。
（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）の PEFCR の最終版においては、使用段階における評価の対象は
消費電力と維持管理の一環で交換される HDD の製造に係る環境負荷のみとなっており、シ
ンプルな構成であることから、前述の製品に依存したプロセスであるか否か、また主要機能
アプローチとデルタアプローチのいずれを採用するか等の検討は不要であった。
製品のライフサイクルにおける環境負荷の低減効果をアピールする際、使用段階の評価
の考え方は重要な要素の一つである。このことから、自社製品のライフサイクルを通じた負
荷削減を謳いたい企業は、当該製品の PEFCR における規定を的確に把握しておくことが
望まれる。
３－３－２－１８．使用後処理（循環フットプリント計算式）
（１）背景技術諮問委員会における論点
評価対象とする製品システムの上流側製品システムから再生材の投入があった場合、あ
るいは下流側製品システムへ再生材を出力する場合について、製品システム間での環境負
荷の公平な配分方法が求められている。
環境フットプリントの手法論ガイドにおいては、使用後処理（EoL：End of life）の環境
負荷の配分方法について EoL 計算式の使用が規定されていた。これは、リサイクルのプロ
セスに係る環境負荷とリサイクル材の利用に伴う間接的な環境負荷削減効果について、上
流側と下流側の製品システムに 50%ずつを配分する計算式である。
この計算式の考え方については、運営委員会を構成する EU 加盟国からのメンバーやい
くつかのパイロットから、素材の種類に依らず 50%ずつを配分するのは不適切であるとの
125

指摘がなされていた。
その後の試行事業における検討を通じて、これまでの EoL 計算式に代わり、新たに循環
フットプリント計算式（CFF：Circular Footprint Formula）が欧州委員会から提案された。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
PEFCR ガイダンスで示されている CFF は、材料・エネルギー・廃棄処理の大きく 3 つ
の要素によって構成されており、それぞれの計算式は表３－３－１８の通りである。
表３－３－１８ CFF の構成要素とその計算式 118
構成要素

計算式

材料
（Material）

エネルギー
（Energy）
廃棄処理
（Disposal）

PEFCR ガイダンスでは、建築分野の LCA に関する欧州規格である EN15804 における
ライフサイクル段階のモジュールの考え方に則って再構築をすると、これらの CFF の構成
要素及びその計算式は表３－３－１９の通りに整理が可能としており、CFF が使用後処理
全般だけでなく二次材料の利用を含む原材料調達段階も対象としていることが分かる。

118

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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表３－３－１９ CFF のモジュールとその計算式 119
モジュール
バージン材製造時の環境負荷
（Production burdens）
二次材料の利用に伴う環境負荷
およびその削減効果
（Burdens and benefits related
to secondary materials input）
二次材料の生成に伴う環境負荷
およびその削減効果
（Burdens and benefits related
to secondary materials
outnput）

計算式

エネルギー回収
（Energy recovery）
廃棄処理
（Disposal）

PEFCR ガイダンスで示されている CFF における各パラメータの意味を、表３－３－２
０に示す。

119

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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表３－３－２０ CFF における各パラメータの意味 120
パラメータ
A

B
Qsin
Qsout
Qp
R1
R2
R3
Erecycled
ErecyclingEoL
Ev
E*v
EER
ESE,heat
ESE,elec
ED
XER,heat
XER,elec
LHV

意味
リサイクル材の環境負荷及びその削減効果を供給者と需要者に配分する際の
配分係数。0.2～0.8 の値を取り、0.5 よりも小さい値の場合はリサイクル材
の需要量が供給量を上回るケースを、また大きい場合は供給量が需要量を上
回るケースを指す。
エネルギー回収の環境負荷及びその削減効果を供給者と需要者に配分する際
の配分係数。環境フットプリントの枠組みにおいては常に 0 が適用される。
原材料調達段階におけるリサイクル材の品質を係数化したもの。
使用後処理段階におけるリサイクル材の品質を係数化したもの。
バージン材の品質を係数化したもの。
原材料調達段階におけるリサイクル材の投入割合。
使用後処理段階において材料がリサイクルされる割合を表し、当該の材料の
回収率とリサイクル材の生成プロセスにおける歩留の双方を含む。
使用後処理段階において材料がエネルギー回収される割合。
原材料調達段階において投入されるリサイクル材の生成プロセスに係る環境
負荷量。回収、選別、輸送に係る環境負荷を含む。
使用後処理段階におけるリサイクル材の生成プロセスに係る環境負荷量。回
収、選別、輸送に係る環境負荷を含む。
バージン材の調達に係る環境負荷量。
リサイクル材が代替すると考えられるバージン材の調達に係る環境負荷量。
エネルギー回収プロセスに係る環境負荷量。
回収エネルギーが代替すると考えられるエネルギー（熱、電力）の供給に係
る環境負荷量。
廃棄物処理プロセスに係る環境負荷量。
エネルギー回収プロセスの効率（熱、電力）
。
エネルギー回収プロセスにおける材料の低位発熱量。

CFF を採用することのメリットとして、サプライチェーンにおける素材の価値を表す A
係数を導入することにより、市場状況を反映することができるようになったこと、リサイク
ルされた素材の入力と出力の両方の品質を考慮できるようになったこと、廃棄部分を単純
化し非現実的な状況を排除できたこと、使用後処理における熱回収の価値を表す B 係数を
導入できたことが挙げられている。逆に CFF を採用することのデメリットとしては、入力
側の熱回収を直接モデル化できないこと、リサイクル材を使うことによる上流側での廃棄
処理の回避を捕捉できないことが挙げられている。
なお、
欧州委員会により A 係数等のパラメータのデフォルト値も一部提供されている 121。

PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
European Commission“Product Environmental Footprint Category Rules
Guidance Version 6.3: Annex C – List of default values for A, R1, R2, R3 and Qs/Qp”,
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/CFF_Default_Parameters_March2018.
xlsx
120
121

128

（３）結果と考察
CFF とそれを構成する要素については、環境フットプリントの評価手順に影響を与える
のみならず、欧州委員会環境総局が中心となり推進されている循環経済

122政策パッケージ

における重要な評価指標となり得ることから、特にリサイクル材の利用に伴う間接的な環
境負荷の削減効果を評価する観点から、計算式の用途や構成要素の出自について的確な把
握が求められる。一方で、現時点ではその考え方や手順が複雑であることから、環境フット
プリントの政策活用の検討にあたっては、より簡素な取り扱いに改定されることが望まれ
る。
３－３－２－１９．データおよびその品質に関する要求事項
（１）背景
手法論ガイドでは、品質の高いデータを環境フットプリントの評価に用いることで比較
可能性が担保されるという極めてシンプルな考え方が示されていたが、試行事業における
各パイロットの活動の内容を通じ、異なる LCA データベースの間での比較に課題があるこ
とや、また評価を実施する企業によって自社が運営するプロセスの範囲に差があること等
が明らかとなり、データおよびその品質に関する要求事項については試行事業の期間中に
再考を余儀なくされる形となった。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
データ品質の採点（DQR：Data Quality Rating）の方法について、手法論ガイドでは技
、地理的代表性（GR）
、時間的代表性（TiR）
、完全性（C）
、変数の不確
術的代表性（TeR）
、手法の妥当性（M）の 6 つの指標を用いた採点の手順が示されていたが、試行事
実性（P）
業の期間中におけるその後の検討の結果、完全性と手法の妥当性については採点時の指標
から除外され、PEFCR ガイダンスにおいては図３－３－２の計算式が示されている。

図３－３－２ DQR 計算式 123
DQR の計算式で用いられる各指標は、いずれも 1～5 の 5 段階の数字で表され、数字が
小さいほどその指標に係る品質が高いことを示す。この 5 段階の数字は、指標ごと、且つ品
質を評価する対象が活動量データか二次データセットかによって基準が設けられており、
また得られた DQR 値についても、関連性の高い環境影響領域、プロセス、基本フローとの
関連に応じて満たすべき値が細かく定められている。
122
123

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
PEFCR ガイダンスの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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DQR の計算に加え、試行事業の期間中に検討がなされ、PEFCR ガイダンスに記された
データ品質の考え方として、必要とされるデータに関するマトリックス（DNM：Data needs
matrix）がある。DNM は、当初欧州委員会が検討していた準一次データ（Semi-specific
data）に代わる、一次データ及び二次データの適用に関する新たな考え方である。PEFCR
ガイダンスに記された DNM を、表３－３－２１に示す。
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表３－３－２１ 必要とされるデータに関するマトリックス（DNM） 124

このマトリックスの縦軸（Situation 1～3）は、策定された PEFCR を用いて評価を実施
する主体と、評価対象となる製品のライフサイクルにおけるプロセスとの関係性を 3 段階
“Product Environmental Footprint Category Rules Guidance, Version 6.3 – May
2018”（http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf）
124
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に分類して表している。


Situation 1：評価実施者が運営するプロセス



Situation 2：評価実施者が運営してはいないが、一次データの収集が可能なプロ
セス



Situation 3：評価実施者が運営しておらず、また一次データの取得もできないプ
ロセス

また横軸は、関連性の高いプロセスかそうでないかの 2 パターンに分類されている。
ここで、技術諮問委員会においても特に議論に時間が割かれたケースとして、Situation
2 に該当し且つ関連性が高いプロセスのケースが挙げられる。
評価実施者が運営してはいないが一次データの収集が可能であり（Situation 2）、且つ関
連性が高いプロセスについては、DNM では一次データ及び二次データの取り扱いとして以
下の二つのオプションのうち一つを評価実施者が採用することを義務付けている。


Option 1：一次データを収集し、少なくともレベル 1 まで分解されたレベルでの
評価を行う。DQR は 1.6 以下を必須とする。
-

関連性が高いプロセスであるか否かを問わず、Option 1 ではこの手順を採用
する必要がある。



Option 2：輸送プロセス及び電力のミックスのみに対して一次データを適用する。
DQR は 3.0 以下を必須とする。
-

Option 2 に関しては、関連性が高いプロセスである場合にのみこの手順を採
用するものとされている。

なお、DNM については、PEFCR ガイドの附属書 B に示されているテンプレートで定型
文が用意されている。
利用する二次データに関して、PEFCR ガイドでは、スクリーニング調査および裏付け調
査の段階では環境フットプリントの手法論に準拠した適切な二次データセットが存在しな
い場合はデータセットの代用が認められている。ただし、その結果に基づき策定された
PEFCR においては、代用したデータセットの品質の違いにより、その取り扱いを以下の通
りと定めている。


環境フットプリントの手法論に準拠した二次データセットを代用した場合、
PEFCR 上ではそのデータセットをデフォルトのデータとしてリストアップした
上で、スクリーニング調査または裏付け調査の際に代用した旨を別途記す。



ILCD のエントリーレベルに準拠した二次データセットを代用した場合、PEFCR
上ではそのデータセットをデータギャップとしてリストアップし、環境フットプ
リントの手法論に準拠した適切なデータセットが提供された場合はそちらを優先
して用いる旨を別途規定する。



環境フットプリントの手法論にも ILCD のエントリーレベルにも準拠していない
二次データセットを代用した場合、このデータセットはモデル化には用いないも
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のとし、データギャップとして明記する。
なお、2015 年 12 月に開始された公募を経て欧州委員会が購入したデータセットは、表
３－３－２２に示した各 URL を通じて提供が行われている。ただし、これらの二次データ
セットの提供にあたっては、提供元との間で個別にエンドユーザー向けの使用許諾契約を
取り交わす必要があるとされており、またその用途は試行事業を通じて策定された PEFCR
および OEFSR を用いた環境フットプリントの評価に限定されている。
表３－３－２２ 環境フットプリントの手法論に準拠した二次データセットの提供元
一覧 125
対象分野

提供元

URL

各パイロットの代表的製品

EC-JRC

http://eplca.jrc.ec.europa.eu/EF-node/

飼料

Blonk Consultants

http://lcdn.blonkconsultants.nl/

化学品

ecoinvent

http://ecoinvent.lca-data.com/

塗料用化学品

CEPE

http://lcdn-cepe.org/

エネルギー、輸送工程

thinkstep

http://lcdn.thinkstep.com/Node

FEVE

http://soda.rdc.yp5.be/processList.xhtml

包装材
金属、鉱物資源
使用後処理
焼却処理
プラスチック
電気電子部品
データギャップ
ガラスに関連して追加され
たデータセット
農業、食品

?stock=FEVE
Quantis

https://lcdn.quantis-software.com/PEF/

Cycleco

https://lcdn.quantis-software.com/PEF/

その他のプロセス
繊維製品

（３）結果と考察
IT 機器（ストレージ）の PEFCR の最終版においては、DQR、DNM、二次データセット
の代用のいずれについても、PEFCR ガイドおよびその附属書 B に示されているテンプレ
ートでの規定に従う形で取り扱いを定めている。なお、二次データセットの代用に関しては、
地域範囲の差に由来するもの（例：世界全体（GLO）を対象とすべきプロセスに対して欧州

“Environmental Footprint E-commenting Wiki pages”の記載に基づきみずほ情報総研
が作成。

125
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以外の地域（ROW：Rest of the world）を対象とする二次データセットを代用）、あるいは
プラスチック全般のリサイクルプロセスに対してポリプロピレンのリサイクルプロセスを
代用したケースについて、データギャップおよび評価の限界として記している。
データ品質の評価に関しては、現時点ではその取り扱いが煩雑であることから、環境フッ
トプリントの政策活用の検討にあたっては、より簡素な手順に改定されることが望まれる。
３－３－２－２０．ベンチマーク
（１）背景
環境フットプリントの手法論の開発にあたり検討されてきたコミュニケーションの方法
については、インパクト評価の結果を統合化した値を指標とし、また代表的製品を対象とし
た評価の結果をベンチマーク（基準値）とすることで、例えば A～E の 5 段階等の尺度表示
（パフォーマンスクラス）を活用することも想定されていた（
「３－１－３－４．コミュニ
ケーションを」参照）
。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
ベンチマーク値の提示については、最終財を対象とした PEFCR にのみその記載が求め
られており、特性化、正規化、重み付けのそれぞれについて全ての環境影響領域を対象に値
を提示することが規定されている。また、PEFCR においてサブカテゴリが規定されている
場合は、サブカテゴリごとにベンチマーク値を提示する必要がある。
一方で、中間財を対象とした PEFCR においてはベンチマークの提示は許可されていな
い。
（３）結果と考察
IT 機器パイロットの最終版 PEFCR において提示されたベンチマーク値の一覧を表３－
３－２３～表３－３－２５に示す。
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表３－３－２３ IT 機器（ストレージ）の PEFCR におけるベンチマーク：特性化 126
環境影響領域

気候変動
オゾン層破壊
微粒子物質
電離放射線－人体健康影響
光化学オゾン生成
酸性化
富栄養化‐陸域
富栄養化‐淡水域
富栄養化‐海水域
土地利用
水の使用
資源枯渇‐鉱物
資源枯渇‐化石

単位

kg CO2 eq.
kg CFC-11eq.
disease incidence
kBq U235 eq.
kg NMVOCeq.
mol H+ eq.
mol N eq.
kg P eq.
kg Neq.
Dimensionless (pt)
m3 world eq.
kg Sb eq.
MJ

ベンチマーク値
使用・維持管理
使用・維持管理
段階を除く
段階を含む
5.43E+00
5.01E+01
2.76E-10
1.88E-08
3.94E-07
1.54E-06
3.04E-01
2.10E+01
1.66E-02
8.07E-02
3.46E-02
1.51E-01
6.27E-02
3.02E-01
4.61E-05
1.05E-04
5.95E-03
2.96E-02
2.46E+01
3.65E+02
3.37E+00
7.13E+00
3.74E-04
3.46E-05
6.48E+01
8.60E+02

表３－３－２４ IT 機器（ストレージ）の PEFCR におけるベンチマーク：正規化 127
環境影響領域

気候変動
オゾン層破壊
微粒子物質
電離放射線－人体健康影響
光化学オゾン生成
酸性化
富栄養化‐陸域
富栄養化‐淡水域
富栄養化‐海水域
土地利用
水の使用
資源枯渇‐鉱物
資源枯渇‐化石

126
127

ベンチマーク値
使用・維持管理
使用・維持管理
段階を除く
段階を含む
7.00E-04
6.46E-03
1.18E-08
8.03E-07
6.18E-04
2.42E-03
7.20E-05
4.96E-03
4.09E-04
1.99E-03
6.23E-04
2.73E-03
3.54E-04
1.70E-03
1.81E-05
4.10E-05
2.10E-04
1.05E-03
1.85E-05
2.75E-04
2.93E-04
6.20E-04
6.45E-03
5.98E-04
9.93E-04
1.32E-02

IT 機器（ストレージ）の最終版 PEFCR に基づきみずほ情報総研が作成。
同上。
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表３－３－２５ IT 機器（ストレージ）の PEFCR におけるベンチマーク：重み付け 128
環境影響領域

気候変動
オゾン層破壊
微粒子物質
電離放射線－人体健康影響
光化学オゾン生成
酸性化
富栄養化‐陸域
富栄養化‐淡水域
富栄養化‐海水域
土地利用
水の使用
資源枯渇‐鉱物
資源枯渇‐化石

ベンチマーク値
使用・維持管理
使用・維持管理
段階を除く
段階を含む
1.55E-04
1.43E-03
7.96E-10
5.42E-08
5.89E-05
2.31E-04
3.87E-06
2.67E-04
2.09E-05
1.01E-04
4.14E-05
1.81E-04
1.39E-05
6.66E-05
5.33E-07
1.21E-06
6.56E-06
3.26E-05
1.55E-06
2.31E-05
2.64E-05
5.60E-05
5.21E-04
4.83E-05
8.85E-05
1.18E-03

３－３－２－２１．製品パフォーマンスのクラス
（１）背景
「３－３－２－２０．ベンチマーク」でも示した通り、環境フットプリントのコミュニケ
ーションの検討においては、代表的製品を対象とした評価の結果をベンチマーク（基準値）
とした A～E の 5 段階等の尺度表示（パフォーマンスクラス）を活用することも想定され
ていた（
「３－１－３－４．コミュニケーションを」参照）。
（２）PEFCR ガイダンスにおける記載内容
パフォーマンスクラスについては、PEFCR に C クラス（ベンチマーク）に加えてそれ以
外のクラス（A, B, D, E）の値も記載することが PEFCR ガイダンスの旧版（第 5.2 版）で
推奨されていたが、PEFCR ガイダンスの改訂（第 6.3 版）に伴い、試行事業の期間中に策
定された PEFCR に関してはパフォーマンスクラスの提示を求めない旨が明記された。
（３）結果と考察
パフォーマンスクラスの提示が不要となったのは、
「３－１－３－４．コミュニケーショ
ン」でも示した通り、コミュニケーションは政策の目的にも関わる要素であるとの議論に基
づき、試行事業中に策定される PEFCR についてはコミュニケーションの章を削除する旨
が規定されたのが理由であると考えられる。
なお、IT 機器パイロットにおいては、コミュニケーションの方法としてタイプⅢ環境ラ
ベルのような製品環境情報の開示を想定していたため、この規定に至る議論よりも前の段
128

IT 機器（ストレージ）の最終版 PEFCR に基づきみずほ情報総研が作成。
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階でパフォーマンスクラスの提示は行わない方針を示していた。
３－３－３．環境フットプリントの政策活用に係る論点
ここでは、2017 年 6 月付で編纂された、環境フットプリントの試行事業全体を対象とし
た外部専門家 129によるレビュー報告書 130の内容を基に、試行事業の期間中に挙げられた環
境フットプリントの政策への活用方法の案について論じる。なお、欧州委員会は試行事業の
期間中には環境フットプリントの政策への活用方法に関する具体的な議論は行わないとし
ていたことから、実際の政策活用の方法については今後の移行期間における議論と検討を
通じて明らかになるものである点に注意が必要である。
３－３－３－１．PEF
PEF の結果を用いた製品の環境性能のコミュニケーションは、レビュー報告書で聞き取
り調査の対象となった専門家の多くが挙げた活用方法だが、そのアプローチは B to C 製品
と B to B 製品とで大きく異なるとされている。いずれの活用方法についても、産業界から
は一定の支持がある反面、義務化については反対意見が大半を占めるとされている。
（１）B to C 製品に関するコミュニケーション
B to C 製品に関するコミュニケーションはその対象が一般消費者であることから、情報
をある程度簡素なものとすることが求められる一方、簡易化された情報が意義のあるもの
として受け手に伝わるか否かについては不確実性が大きい、とされている。特に重み付けを
経た単一指標については、主観的な価値判断を含んでおり科学的な指標とは見做せないと
いう ISO14040 の定義について触れ、注意喚起がなされている。
エナジーラベルのようなパフォーマンスクラスの指標を用いたコミュニケーションに関
しては、産業界の一部からは好意を持って受け入れられている反面、パフォーマンスクラス
の低い製品の生産者が PEF のスキームの導入を忌避する可能性について懸念が示されてい
る。また聞き取り調査の対象者のうち主に NGO の関係者からは、PEF による評価結果は
専門家による解釈を必要とするものであり、パフォーマンスクラスの指標を用いたコミュ
ニケーションは誤解を招く可能性があるとの懸念が示された、とされている。
B to C 製品に関するコミュニケーションの方法のうち、聞き取り調査の対象者から最も

このレビューには、産業界の観点からイタリアのコンサルティング会社 Aequilibria に
所属する ISO の専門家が、国際的な観点から UNEP に所属する Life Cycle Initiaitive お
よび GLAD の担当者が、市民社会の観点からフランスのコンサルティング会社 Sweet by
Nature に所属するコンサルタントが、それぞれ参加した。またレビューの作業を行うに
あたり、試行事業の関係者を含む LCA や環境ラベルの専門家に対する聞き取り調査も行
われた。
130 “Review report of the Environmental Footprint Pilot phase”, June 2017
（http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2017_peer_rev_finrep.pdf）
129
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多くの支持を集めたのはタイプⅠ環境ラベルへの適用であるとされている。ただし、タイプ
Ⅰ環境ラベルにはライフサイクル思考が考慮されていれば充分であり精緻な定量評価は不
要であるという意見や、対象製品の環境側面における具体的な課題と市場における動向の
双方を見極めつつタイプⅠ環境ラベルに PEF を適用すべきという意見も挙げられている。
（２）B to B 製品に関するコミュニケーション
B to B 製品に関するコミュニケーションの方法としては、タイプⅢ環境ラベルへの適用
がその筆頭として挙げられており、欧州域内における統一されたタイプⅢ環境ラベル制度
の構築への活用に関する聞き取り調査の対象者からの期待が示されている。
また、B to C 製品におけるタイプⅠ環境ラベルへの適用と対をなす形で、B to B 製品に
関してはグリーン公共調達に PEF が活用可能である旨が記されており、特に定量評価に基
づく調達基準の設定や、PEF の評価手法に基づくライフサイクルコストが現在公共調達へ
の反映が求められている総所有コストを代替する可能性に対しても期待が示されている。
さらに、エコデザインに対する PEF の活用についても示唆されており、実際にいくつか
のパイロットでは、欧州委員会による政策への活用の是非に依らず PEF の評価手法を活用
する動きがある、とされている。
３－３－３－２．OEF
OEF については、企業の環境経営の可視化及び改善のための内部利用ツールとしての利
用が有効であるとされているが、対外的な活用方法としては、企業の温室効果ガス排出量報
告制度や（組織の）カーボンフットプリントを代替する評価手法としての活用が挙げられて
いる。マルチクライテリアにより包括的な評価が可能であるという点が利点として挙げら
れている一方、マルチクライテリアであるが故の評価結果の複雑さや評価に係る工数負荷
が懸念点として示されている。
OEF の EMAS への活用についても示唆されているが、既に存在している EMAS のツー
ルをまずは利用すべきといった意見や、OEF の評価手法により企業間の比較がなされるこ
とに対する懸念も挙げられている。
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３－４．今後の展望：移行期間における検討
前述の通り、2018 年 4 月の運営委員会および技術諮問委員会の合同会合の最終回と、そ
の翌週の最終カンファレンスの開催をもって、４年半近くに渡って続いた環境フットプリ
ントの試行事業は幕を降ろし、政策活用に向けた検討を行う移行期間（transition phase）
に入った。移行期間は当初、2018 年から 2020 年までとされていたが、その後終了年が 2021
年に改められている。
2019 年に予想される移行期間中の活動を以下に示す。
３－４－１．IPP/SCP エキスパートグループ
2018 年 11 月の会合の議事録の最後に、次回の会合が 2019 年の 5 月に開催される予定で
ある旨が記されている。
３－４－２．技術諮問委員会
技術諮問委員会については、前述の通り移行期間中も PEFCR および OEFSR の技術的
な課題を解決するための検討組織として存続する。技術諮問委員会の委員のうち 50%は試
行期間中の技術諮問委員会のメンバーに確保されており、残りの 50%は事前登録者に対す
る参加募集への応募によって先着順で決定するものとされている。移行期間中の技術諮問
委員会の会合については、事前に欧州委員会より議事次第の公開と共に会合への参加募集
が告知され、それに対して参加を希望する専門家 131が応募する形を取ることとされている。
３－４－３．PEFCR および OEFSR の新規開発
試行事業終了後の移行期間においても、新規の PEFCR および OEFSR の開発が推奨さ
れている。開発に係る手順は試行事業と同様（「３－３－１．PEFCR の開発に係る手順」
を参照）とされている。また試行事業の終了に伴い解散される運営委員会に代わり新たに開
発された PEFCR および OEFSR を承認する主体については、IPP/SCP エキスパートグル
ープがその役割を担うものと予想される。
なお 2019 年 3 月には、移行期間中における PEFCR および OEFSR の新規開発や試行事
業において策定された PEFCR および OEFSR の改訂について、参加希望者を募集する旨
のアナウンスが欧州委員会から発信されている。

131

参加にあたっては、欧州委員会が設置したメンバー登録用のウェブサイト
（https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1dfff82e-cc6d-773e-4ad1-5c2296017f51）を通じ
て事前の登録が必要である。
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４．諸外国の環境フットプリント・ラベリングプログラム等に関する調査
今年度事業で予備調査の対象とした諸外国の環境フットプリント・ラベリングプログラムの一覧を以下に示す。網掛けの箇所は、これらのプログラムのうち特に活発に活動を行っていると考えられるものであり、
「４－１．各国政府等が関与するラベル制度」以降で詳細な調査の内容を記した。
プログラム名等
エコリーフ/JEMAI 環境ラベルプログラム

実施主体
（一社）産業環境管理協

国・地域名

開始年

日本

2002

アメリカ

2007

区分
EPD

分野

認証ラベル数

2017 年公開数

非建設関連

累計 2002 件

142 件

複合機、プリンタ

非建設関連

不明

不明

消費財。現在米国で販売される 2000 億ドル相当の商品（販売数にして 80％相

会（民間）
Product Sustainability

The Sustainability

（主な）製品分野

Consortium（TSC）

当）が、当該団体の認証を受けている。認証をうけている企業数は 2000 を超え、
2015-2016 での伸び率は 25％

EPEAT®エコラベル

グリーン電子理事会（非営

アメリカ

2001

非建設関連

ゴールドで 10,000 超

不明

computers と displays が 75％

利、オレゴン発祥）
PEP ecopassport®

P.E.P. Association

フランス

2011

EPD

非建設関連

1,863

不明

電子・電気、HVAC（ヒーター、換気、空調、冷蔵庫）

中国十輪マーク

中環連合認証センター

中国

1994

タイプ I 型

非建設関連

約 30 万品目

不明

様々な製品分野

中国

2010？

タイプ I 型

非建設関連

不明

不明

家庭用冷蔵庫、家庭用洗濯機、デジタル多機能コピー設備、デジタル式一体型高速

（CEC)
中国低炭素製品認証制度

中環連合認証センター
（CEC)

統一緑色製品認証制度

中国国家认证认可监督管

プリンタ
中国

2017

タイプ I 型

CHINA QUALITY

Certification

CERTIFICATION

不明

不明

建材が中心で、床材、塗料、衛生陶器、家具、断熱材、タイルなどが対象。

不明

不明

普通ポルトランドセメント、板ガラス、建築用アルミニウム合金、小型・中型の 3 相非同

外も含む

理委员会
China Low Carbon Product

建設関連以

中国

2013？

タイプ I 型

建設関連以
外も含む

期モーター、建築用セラミックタイル、タイヤ、繊維製品

CENTRE（CQC)
KEITI

EPD in Korea

韓国

2007

EPD

建設関連以

52

27

家具、建材、電子部品、電子機器など

820

2017 年の実績は不明

建設関連 40％、食料 24％、車両運輸 16％ ★建設関連以外で、食品が多いの

外も含む
The International EPD® System

EPD International AB

スウェーデン

1999

EPD

建設関連以
外も含む

EPD Norge

SINTEF（Norwegian

ノルウェー

2002

EPD

EPD Foundation）
EPD

FPInnovations

が特徴。

建設関連以

500 超

外も含む
カナダ

2011

EPD

AENOR

スペイン

2010

EPD

製品分野は building materials（436）、家具（125）、Packaging（1）、エ
ネルギー（3）、化学（6）。建材が 75%を占める。

建設関連以

14 件

外も含む
GlobalEPD

200 程度

0件
（2018 年 2 件）

建設関連以

森林製品。
木材製品、紙、石膏ボード

70 以上

不明

スペインの大手製造業者の多くの製品。鉄と陶器がメイン

外も含む
ECO Platform

ECO Platform

欧州

2013

コンソーシアム

建設関連以

不明

US Federal Highway

北米

不明

EPD

建設関連

不明

不明

セメント、コンクリート

北米

2014

EPD

建設関連

不明

不明

コンクリート

北米

2015

コンソーシアム

建設関連

不明

不明

建築関連

外も含む
Administration
BASF EPD for Concrete

ドイツに本社のある世界的総
合化学メーカー

POC

Program Operator
Consortium
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プログラム名等

実施主体

国・地域名

開始年

区分

分野

認証ラベル数

2017 年公開数

（主な）製品分野

EPD

Sustainable Minds

北米

不明

EPD

建設関連

不明

不明

建築関連

EPD

CSA group

北米

2016

EPD

建設関連

21 件

12 件

建材

LEED

米国グリーンビルディング協議

アメリカ

1993

建設関連

認定プロジェクト（米国）

4,490

建築

会（USGBC）

約 55,000（世界）
66,000

Oregon Concrete EPDs

Oregon Concrete &

アメリカ

2017

EPD

建設関連

1

0

コンクリート

アメリカ

2013

EPD

建設関連

13

0 件（2016 年が 3

木材

Aggregate Producers
Association,
The American Wood Council EPD

The American Wood
Council

件）

Eco-Labeling/EPDs Program

米国国家規格協会

アメリカ

不明

EPD

建設関連

2

不明

建築資材（鉄）

EPD

Elixir Environmental

アメリカ

不明

EPD

建設関連

不明

不明

建築

EPD

UL

アメリカ

2010 台

EPD

建設関連

946

不明

フローリング 306 件、建築材料 204 件、ドア 141 件、断熱材 62 件他

前半
EPD

ASTM Internationaｌ

アメリカ

2012

EPD

建設関連

59

22

建築

Earthsure EPDs

IERE

アメリカ

2000

EPD

建設関連

66 件（2018/6）

6 件（2016 年 16

建築、家具（最初の登録が 2005 年）

件、2015 年 2 件、
2014 年 15 件、2013
年 1 件）
EPD

NSF

アメリカ

2011

EPD

建設関連

128 件

43 件

建築。2011 年が最初の登録

EPD

NRMCA（既製混合コンクリ

アメリカ

2013

EPD

建設関連

16 件（2018/4/23）

6件

コンクリートのみ（最初の登録が 2013 年）

アメリカ

2017

EPD

建設関連

1

不明

アスファルト混合材のみ

アメリカ

2015

EPD

建設関連

40 以上

不明

建材

ート産業の業界団体）
EPD

NAPA EPD Program
（全米アスファルト舗装協会
により運営）

EPD

SCS Global Services

（PCR は鉄鋼、紙、木、壁紙、システムフロア等）
EPD

ICC-ES

アメリカ

不明

EPD

建設関連

不明

不明

不明

EPD

LABELING

アメリカ、メキ

不明

EPD

建設関連

不明

不明

SUSTAINABILITY

シコ

建設関連

European Commission

欧州

2011

建設関連

不明

不明

建設

Tata Steel EPD

Tata Steel Europe

欧州

不明

EPD

建設関連

不明

不明

建設関連（鉄鋼関連）

EPD

RT environment

フィンランド

2004

EPD

建設関連

17

13

建設関連製品に特化

Construction Products Regulation
(CPR)

declaration
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プログラム名等
EPD

実施主体
The Building

国・地域名

開始年

区分

分野

認証ラベル数

2017 年公開数

（主な）製品分野

フィンランド

2016

EPD

建設関連

17

10

建設関連

デンマーク

2000

EPD

建設関連

23

3

建築

Information
Foundation RTS
EPD Danmark

Danish Technological
Institute

BRE

元来は国営機関の The

前後
イギリス

2013 頃

EPD

建設関連

159

不明

耐火、安全措置、建設資材が主要製品

アイルランド

2018

EPD

建設関連

20

0

建設関連製品に特化

BRE Trust
EPD Ireland

Irish Green Building
Council

BAU EPD GmbH

BAU EPD GmbH (Ltd)

オーストリア

2009

EPD

建設関連

20 以上

5

建築

IBU（運営組織名）

Institute Bauen und

ドイツ

1982

EPD

建設関連

2010 年 10→2017 年

282

建築関連

Umwelt e. V.

1,893
★2013 年以降毎年平
均 360 強で増加中

EAA EPD

European Aluminium

ベルギー

2006

EPD

建設関連

43

28

アルミニウムを素材にした各種建設関連製品

EPD Belge

The Belgian EPD

ベルギー

2016

EPD

建設関連

不明

不明

建設関連がメイン

programme B-EPD
EPD

PlasticEurope

ベルギー

1993？

EPD

プラスティック

累計 70 件以上

不明

主要な樹脂（ポリアミド、ポリオレフィン、液状エポキシ樹脂、ABS、EPS、PVC 等）

DAPconstrucción®

DAPconstrucción

スペイン

2000

EPD

建設関連

17

不明

建設関連製品に特化

DAPHabitat System

Sustainable Habitat

ポルトガル

2006

EPD

建設関連

7

1

住居

EPD

建設関連

24

24

建設関連製品に特化

建設関連

500 以上

不明

不明

Cluster
EPD

MRPI

オランダ

1999

FDES INIES

Association HQE-GBC

フランス

不明

CFP、ウオーターフットプリント

L’affichage

フランス

不明

EPD

建設関連

不明

不明

建設、消費財

イタリア

2010

EPD

建設関連

24

7

建築資材が主な製品

environnemental des
produits
EPD Italy

ICMQ S.p.a.

前後
Made Green In Italy

Ministry of

イタリア

2011

EPD

建設関連

不明

不明

不明

Environment and
Protection of the
Territory and the Sea
ITB

ITB Instytut Techniki

ポーランド

2011

EPD

建設関連

60 以上

不明

建設関連

ZAG

The Institute for

スロベニア

不明

EPD

建設関連

5 以上

不明

不明

Construction of
Slovenia
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プログラム名等
Swiss Association of Rock

実施主体

国・地域名

開始年

区分

分野

認証ラベル数

2017 年公開数

SUGB

スイス

不明

EPD

建設関連

不明

不明

不明

Global green tag

オーストラリア

2015

EPD

建設関連

91

44

家具・建材

The Australasian EPD

オーストラリア

不明

EPD

建設関連

43 件

9

建材

英国

2010

建設関連

不明

不明

建築関連

Structures Surveillance
EPD

（主な）製品分野

Global green tag
EPD

Programme
LCA

eTool

オーストラリア
EPD TURKEY

EPD TURKEY

トルコ

不明

EPD

建設関連

146

不明

建設、化学、家具、繊維。ただし、建設資材がメイン

EPD

EPDIndia

インド

2017

EPD

建設関連

不明

不明

不明

EPD

EPDLatin America

南米（チリ）

不明

EPD

建設関連

2 以上

不明

建設関連

カーボンフットプリントコミュニケーションプログ

（一社）産業環境管理協

日本

2012

CFP

全般

1,511

165

ラム/JEMAI 環境ラベルプログラム

会

エネルギー使用製品、生活用品、印刷、食品等

Product Footprint Certification

Carbon Trust

英国

2007

CFP

約 25,000（2018 年 4

不明（認証製品の増減

月時点の値。カーボンと水

に関する情報無し）

食品（食パン、ベジタリアン用食肉、ワイン、カロリーフリー甘味料）、ポリエチレン袋、手

の両方が含まれる）
Carbon Footprint Italy

Carbon Footprint Italy

イタリア

2018

CFP

Programme

不明（認証製品・組織・

洗い機、薬品、ハンドドライヤー等

不明

不明

・炭素排出認証：170

炭素排出認証：フローリング素材、車、工場、洗剤など

排出削減量の情報無し
（2018.1.29 に上記の
枠を作成した痕跡あり））

Carbon Footprint Program（カーボ

韓国環境産業技術院

ンフットプリントプログラム）

（KEITI）

韓国

2009

CFP

・炭素排出認証：2,076
・低炭素製品認証：502

低炭素製品認証：給湯器、建材、飲料などの製品、電力供給、鉄道、ホテル、キャン
プ場などのサービス

Product Carbon Footprint Labeling

Environmental

in Taiwan

Protection

台湾

2009

CFP

448（2019 年 3 月時

347

点）

肉・工場製品、飲料、加工食品

Administration
Carbon Footprint of Products

Thailand Greenhouse

Carbon Footprint Reduction
CoolMode Label

タイ

2010

CFP

カーボンフットプリント認証

84（カーボンフットプリン

Gas Management

（製品）：2,589

ト認証、削減認証、

Organization（TGO）

カーボンフットプリント認証

CoolMode Label 認証

（組織）：285

の合計）

削減認証：324

カーボンフットプリント（製品）：食品および飲料、建設業製品、プラスチックおよび包
装製品
カーボンフットプリント認証（組織）：サービス・オフィス業、食品および飲料メーカー、
石油・石油化学工業
削減認証製品：建設業製品、プラスチックおよび包装製品、食品および飲料

Product Carbon Footprint

CHINA QUALITY

Verification

CERTIFICATION

中国

2016？

CFP

不明

CENTRE（CQC)
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不明

不明

プログラム名等

実施主体

Carbon Neutral Certification（カー

Carbon Trust（政府によ

ボンニュートラル認証）

り設立された NGO（調査

国・地域名
英国

開始年
2010

区分
カーボンオフセッ

分野

認証ラベル数

2017 年公開数

（主な）製品分野

約 25,000

不明

不明

不明

不明

不明（カーボンニュートラル製品はウェブサイトから検索できなくなっているため）

カーボンオフセッ

・製品・サービス:90

不明

トニュートラル

・組織：24

組織：学校や大学とその関連施設、ホテル、メディカルセンター等

トニュートラル

会社））
Carbon Neutral（カーボンニュートラル

韓国環境産業技術院

認証）

（KEITI）（国家主管の

韓国

2014

カーボンオフセッ
トニュートラル

研究所）
Thailand Carbon Offsetting

Thailand Greenhouse

Program(TCOP)

Gas Management

タイ

2015

Organization（TGO）

製品：食用油、アニュアルレポート・CSR レポート等の冊子

・製品：21

イベント：環境関連

・イベント：25、1,566tCO2
どんぐり制度（カーボンニュートラル

経済産業省

日本

2012

認証）
カーボン・オフセット第三者認証プログラム

カーボンオフセッ

90

不明

トニュートラル
カーボンオフセット協会

日本

2017

（カーボン・オフセット、カーボンニュートラル

カーボンオフセット引越し、携帯電話引き取りサービス。

カーボンオフセッ

・製品・サービス：12

13（製品・サービス・組

トニュートラル

・カーボンニュートラル：1

織）

認証）
Blue Angel The German Ecolabel

Federal Enviromental

（ブルーエンジェル環境ラベル）

Agency

食品が多数、洗剤（石鹸、シャンプーを含む）、タオル、携帯電話等

12 製品・サービス（2017 年 6 月以降のもののみ）のうち、4 件がサービス。食品は
登録されていなかった。

ドイツ

1978

タイプ I 型

12,000

不明

塗料、ニスなど

スイス

2008

タイプ I 型

35

不明

ビニール袋（25 製品）、米（5 製品）、衛生設備（3 製品）等

RAL gGmbH
Climatop label（クリマトップ・ラベル）

myclimate（スイスの
NPO）
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４－１．各国政府等が関与するラベル制度
以下に、製品ライフサイクルに関連する主要国のラベル制度を整理する。詳細は、各国の動向に示す。
英国
製品フットプリント認証等
実施主体
開始年
ラベル取得数（認証数）
方法論の数
法律との関係／義務 or 任意
対象製品の種類

他制度との関係
備考

132
133

カーボントラスト（民間）
2007 年
28,000（累積） 132
不明
関係なし／任意
初期には小売の Tesco 社が積極的に関
与しており、菓子類や加工食品の例が
見られた。現在は製品リストなど無い
ため不明。
香港やマレーシアの制度構築を支援
国主導で始まり、民間のカーボントラ
ストが運営

フランス
フランス環境フットプリント
ディスプレイプログラム（試行）
ADEME、MEDD（官公庁）
2011 年-2012 年に試行実施
2017 年より再度試行中
2011-2012 年の試行では 168 社が参加
30
グルネルⅡ法、エネルギー移行法に関
連文書あり／義務化を検討
2011-2012 年の試行では食料品、洗
剤、衣類などの例があった。2017 年か
らの試行では家具、衣類、ホテル、電
子機器、食品となっている 133。
特になし（環境フットプリントの試行
事業に参加）
現在も、試行段階

韓国
カーボンフットプリントプログラム
KEITI（国主管の機関）
2009 年
カーボンフットプリント(CFP)：2,076
低炭素製品認証：502
4 つの分類で方法論を作成
関係なし／任意
近年の内容では、給湯器、建材、飲料
などの製品に加え、電力供給、鉄道、
ホテル、キャンプ場などのサービスも
含まれる。
アジア・カーボンフットプリント・ネ
ットワーク（ACFN）に参加
KEITI のほか、KITECH という国家主管
の組織でも CFP プログラム活動あり。

カーボンフットプリント以外の認証も含む。
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/laffichage-environnemental-produits（2019 年 3 月 18 日）
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実施主体

開始年
ラベル取得数（認証数）
方法論の数
法律との関係／義務 or 任意

台湾
カーボンフットプリント及び
ラベリングスキーム
環境保護庁
（官公庁）

タイ
カーボンフットプリント
ラベルプログラム
MTEC、TGO
（国主管の機関）

2010 年
CFP：448

2009 年
CFP：2,975
低炭素製品認証：14
220
関係なし／任意

97 134
関係なし／任意

対象製品の種類

食料品、日用品、建築関連な
ど、サービスも含まれる

算定ルールは食料品が多い
が、素材や包装材、タイヤ
等もあり

他制度との関係

アジア・カーボンフットプリ
ント・ネットワーク
（ACFN）に参加

アジア・カーボンフットプ
リント・ネットワーク
（ACFN）に参加

備考

134

中国
低炭素製品認証制度
国家発展改革委員会
国家知的財産権局
国家認証認可監督管理委員会
2013 年
不明
7
低炭素製品認証管理暫定弁法
に基づき実施／任意
認定製品は不明だが、方法論
は セメント、ガラス、アル
ミ建材、織物、タイヤ等があ
る
不明

日本
カーボンフットプリント
コミュニケーションプログラム
産業環境管理協会
（民間）
2009 年
CFP：1,585
低炭素製品認証無し
108
関係なし／任意
印刷物、複合機は複数の製品が
認定を受けている

2018 年度よりエコリーフとの統
合プログラムへ移行
国主導で始まり、民間の産業環
境管理協会が運営

https://cfp.epa.gov.tw/EN/PCR/Index
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４－１－１．英国の動向
４－１－１－１．制度･プログラムの概要
英国では、環境・食料農林地域省（DEFRA：Department for Environment, Food and
Rural Affairs）とカーボントラスト社が中心となって、2007 年よりカーボンフットプリン
トラベルやカーボンフットプリント削減ラベルの推進等の活動を続けている。カーボント
ラスト社は、2001 年に英国の温暖化対策の推進を目的に英国政府が設立した非営利の環境
関連の調査企業であり、現在はカーボンフットプリントだけではなく、温暖化、水、廃棄物
など広く調査・コンサルティングを行っている。2018 年 3 月時点では製品のフットプリン
ト関連サービスとして”Product Footprint Certification”という自主認証プログラムを提供
している。現在、カーボントラスト社が実施している認証の仕組は基本的には我が国のカー
ボンフットプリント・コミュニケーションプログラムと同様に民間の任意の取組であり、英
国内の制度との関わりは明確ではない。
英国のカーボンフットプリントは、2007 年に、カーボントラスト社が中心となってパイ
ロットプロジェクトが開始された。2008 年には算定のための基本的なルール（PAS2050）
が完成し、2010 年から第三者による認証制度が始まった。2018 年現在において、カーボン
トラストによる温室効果ガスの認証は、
“Footprint Label”（下図の左側のラベル、通常の
排出量を表現するラベルと削減ラベル（削減をコミットし達成した場合に表示されるラベ
ル）の 2 つがこの中に含まれる）
、”Cabon Neutral certification”（下図中央のラベル、カー
ボンフットプリントの排出量をクレジットで相殺したことを認証）、” Footprint Model
Certification”（下図右側のラベル、カーボンフットプリントを算定する社内の仕組みを認
証するが、製品等にラベルを付与するものとの記載は無い）となっている。カーボントラス
トのウェブサイトでは、これらのフットプリントの認証で累計 28,000 件の認証を行ってき
たという記載 135がある。（2019 年 3 月時点の値。2018 年 3 月時点の値と変わらず）
英国では 1997 年のブレア政権誕生時の労働党マニフェストにおいて、
2010 年までに CO2
排出量を 1990 年比で 20%削減することが示されていた。このマニフェスト実現に向け、ブ
レア政権では 1998 年に産業界の成長や競争力を阻害せず CO2 排出量を削減するための経
済的手法について検討を行った結果を報告書としてとりまとめている。この報告書を基に、
2000 年より気候変動プログラム（Climate Change Programme）が開始され、プログラム
の一環として、企業部門と公共部門の CO2 排出量を削減し、低炭素技術の開発を促進する
ことを目的としたカーボントラスト社の設立が明記された。その後 2001 年にカーボントラ
スト社が設立され、その活動の一つとしてカーボンフットプリントの検討が始まっている。
なお、2016 年度までは削減ラベル（Reducing CO2 label）が存在したが、2017 年度の段
階で排出量ラベルの区分が無くなり、
“Footprint Label”に統合されているようである。ラ
ベルの使い分けについては説明が無い。

135

https://www.carbontrust.com/client-services/advice/footprinting/
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図４－１－１ カーボントラスト社のカーボンフットプリント関連ラベル 136
このほかにも、カーボントラスト社が”Footprint measurement and analysis”（フットプ
リント算定・分析）として実施しているサービスは、以下の通り。このサービスは、企業の
算定・分析の支援を行うものである。
表４－１－１ カーボントラスト社のフットプリント関連サービス 137
サービス名
Organisational footprinting

Renewable power & Scope 2
Reporting
Supply chain and product
footprinting
Territorial footprinting
Certify your organisation or
product footprint

概要
組織の GHG 排出量の算定・分析
GHG プロトコル（Scope1,2）の方法論に従い 500 以上
の公共部門の組織の評価を実施
改訂された Scope2 基準に基づく低炭素エネルギーオプ
ションと排出量報告の提供
Scope3 基準に従った組織の排出量、製品のフットプリ
ントに関するサービス
都市・地域・国を対象としたフットプリント算定の実施
組織及び製品のフットプリントに関する自社認証サー
ビス

カーボントラスト社は、自社のカーボンフットプリント認証の仕組みを他国の産業界へ
導入することに協力している。平成 27 年度の本事業の報告で、香港の中国製造業協会（The
Chinese Manufacturers’ Association of Hong Kong）への新たなカーボンフットプリント
、マレーシア
認証・ラベリングスキーム導入支援 138、マレーシア標準工業研究所（SIRIM）
産業界とカーボントラストが協力した建設および建材に関する環境宣言スキームの完了
（2015 年 12 月までの試行事業、このスキームで 10 の Product Category Rule を開発して
いる）が挙げられている 139。
導入支援の正確な内容は公開されていないため推測になるが、日本国内のカーボンフッ
トプリント制度試行事業等の経験から考えると、ISO/TS14067（カーボンフットプリント）,
https://www.carbontrust.com/client-services/certification/product-footprint/
カーボントラスト社のウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
138 http://www.carbontrust.com/news/2015/11/cma-launch-labelling-hong-kong/
139 http://www.carbontrust.com/news/2015/05/carbon-footprinting-sustainability-insidemalaysian-products/
136
137
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ISO14025（TypeⅢ環境宣言）など関連する国際規格に基づく算定・認証の方法論整備、各
種ルールの文書化、算定に用いるデータベースや算定ツールの整備、ルールに基づく試行、
認証のための人材育成などの支援を行ったと考えられる。カーボントラストは英国のカー
ボンフットプリント試行の経験や、現在も行っている認証スキームがあり、この知見を活用
していると考えられる。
以下にスキーム導入の例を示す。認証の制度やプログラムを運営しているプログラムオ
ーナーは、認証制度を導入したい組織（国、業界団体など）に対して、自社のプログラムで
使用しているルールやデータベースを必要に応じてカスタマイズして導入する（場合によ
ってはそのまま利用してもらう）
。この導入により、現在保有している制度・プログラムと
ほぼ同じ制度・プログラムが他の国や団体で出来上がる。このことにより、自社のプログラ
ムと相互認証が容易な制度・プログラムができる。相互認証可能なプログラムが増えれば、
保有するプログラムのユーザー拡大につながり、審査件数の増加につながる。例えば、企業
が言語の違う国の認証をとる場合には、その国の言語に従って資料を作成し、認証を受けな
ければいけないが、相互認証があれば、自国の認証制度や認証機関を利用できるため、認証
を格段に受けやすくなる。その認証が他の国で公共調達の要件であれば、調達における競争
力の確保のために認証を受ける必要があるが、相互認証により、その認証を受けるための工
数を削減できる。

既存LCA認証制度のプログラムオーナー

認証制度を新たに作りたい
国・業界団体

（保有する知見の例）
算定ルール
（一般ルール、PCR）
作成方法

認証スキーム

算定用データベース

審査機関、審査員
の育成・認定
プログラム

算定ツール

制度運営文書
運営体制

保有しているルール・ 文書等を
事情にあわせてカスタマイズ
して導入
（ほぼ既存認証制度のコピー）

既存制度のプログラムオーナーに想定されるメリットの例
① 相互認証しやすい制度の増加
② ①を通して調達要件への利用拡大
③ 審査機関における認証ビジネスの拡大
④ ①、②を通した関連する環境配慮製品の競争力強化

図４－１－２ 既存プログラムの導入支援の例 140
なお、今年度も引き続き、カーボントラストの動向を注視してきたが、今年度内で新たな
140

カーボントラスト社のウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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カーボンフットプリントに関する他国との協力の情報は得られていない。
４－１－１－２．近年のラベリングプログラム・制度の動向
カーボントラスト社では、組織の温室効果ガス（The Carbon Trust Standard for Carbon）、
水（CarbonTrust Standard for Water：水使用の管理、削減等を認証）
、廃棄物（CarbonTrust
Standard for Waste：水と同様に廃棄物の管理、削減等を認証）に関する組織活動の認証の
仕組みを有しており、それぞれに認証のラベリングを行っている。ただし、これらの認証の
範囲は、ライフサイクルベースではなく、自社サイトの範囲である。
カーボントラスト社は、2014 年からは、組織のサプライチェーン排出量に関する認証も
行っており（The Carbon Trust Standard for Supply Chain）
、今年度も引き続き認証は実
施されている。これは、サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量に対して効果的な対策
を講じている組織を、カーボントラスト社独自の基準により認証する枠組みである。認証方
法や基準の内容は公開されておらず、排出量の把握方法や Scope3 基準 141や SBT との関連
については不明瞭である。また、この認証を取っている事業者の数は明らかにされていない
（ウェブサイト上で事例の記載がある）
。

図４－１－３ カーボントラスト社のサプライチェーン削減ラベル 142
なお、2017 年度内にカーボントラストが新たに立ち上げている主要な活動としては、低
炭素エネルギーの促進を目指した有力エネルギー会社との共同イニシアチブ（ESIP
（Energy Systems Innovation Platform）パートナー）が挙げられる 143。ESIP は、英国
における低コストで低炭素なエネルギーシステムへの移行に向けた課題の解決を検討する
ことを目的としており、パートナーが低炭素なエネルギーの供給のための投資を行う際な
どに、その投資を妨げるような課題を解決し、その促進を目指している。ウェブ上の情報
では、英国の電力システムのコスト削減につながるビジネスモデル開発（風力発電の費用
効率的な利用に向けたエネルギー貯蔵ケースの調査など）が挙げられている。ESIP パー
トナーは英国全体の電力供給市場の 50%を占めており、再生可能エネルギー電力を多く保
有していることをうたっており、カーボントラスト社は今後、GHG プロトコル Scope2 基
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard,
http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
142 http://www.carbontrust.com/client-services/footprinting/footprint-certification/carbo
n-trust-standard-for-supply-chain/
143 https://www.carbontrust.com/news/2017/06/britains-energy-conundrum/
141
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準の知見や彼らの認証制度も活用しつつ、このイニシアチブの中で、英国のエネルギー市
場の低炭素化の促進を図ることを目指している。
４－１－２．フランスの動向
４－１－２－１．制度･プログラムの概要
フランスでは、現時点で国内にカーボンフットプリントなどの確立された制度が存在す
るわけではないが、2010 年当時より国の主導で法制化も視野に入れた検討が、現在まで続
いていることから、その動向を見ておく必要がある。以下にその検討の経緯を示す。
（１）グルネルⅡ法の検討（2010 年～2012 年）
フランスでは、2010 年当時の英国や日本、アジア諸国におけるカーボンフットプリント
の流れ

144に対し、温室効果ガスだけではなく、他の環境影響領域も考慮した製品

LCA の

評価・コミュニケーション方法が検討された（グルネルⅡと呼ばれる環境関連法制度に基づ
く製品環境情報開示義務化に関する法整備のための枠組み、2009 年に上院で可決）
。特にフ
ランスの取組は BtoC の製品を対象とする試行であることが特徴である。
グルネルⅡでは、当初、2011 年 1 月から製品への環境負荷表示義務化が盛り込まれてお
り、LCA を用いた環境ラベルの制度化を推し進める拠り所となっていた。その後、2010 年
の議会では、2011 年から１年間のラベリング実験事業を行い、その実験結果を基に 2012 年
以降に議会の中で改めて義務化の議論を行うこととなっていた。その後、義務化の動きは表
面的には一旦止まっていたが、後述の通り、製品評価・開示の動きは、現在まで一貫して継
続している。なお、検討が止まっていた背景には、2013 年から始まった環境フットプリン
トの試行事業の存在がある。フランスの有識者へのヒアリング結果から、環境フットプリン
トが①複数の環境影響を対象とすること、②製品における外部コミュニケーションを志向
していること、といった点でフランスの試行事業に類似しているため、フランスで算定手法
を構築した後に欧州域全体での算定手法の議論が起こると議論が重複するため、国内の推
進を一度中断し、算定手法の開発を環境フットプリントへ委ね、その結果を受けて再度フラ
ンス国内のスキーム構築を行うこととしたことが分かっている。
（次節（３）参照）。
上記と並行する形で、フランス政府は別のプログラムを運用中である。環境エネルギー管
理庁（ADEME）
、MEDD が運営する環境ディスプレイ（Affichage Environnemental）に
関するウェブサイト

145では

2015～2018 年までプロジェクトが進行中となっており、この

プロジェクトの参加事業者は（３）に示す 2017 年からの試行事業と同じである。2013 年
以降の主なフランス政府の検討の動向は（２）、（３）に示す。

2010 年ごろは、英国、日本、韓国、台湾、タイなどでカーボンフットプリント制度の
構築、試行が進むとともに、国際規格 ISO/TS14067 の開発が進められていた。
145 http://www.affichage-environnemental.fr/
http://www.affichage-environnemental.fr/contexte-reglementaire/
144
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（２）グルネルⅡ以降の動き（2013 年～2016 年）
2013 年以降、グルネルⅡに基づく LCA 情報の表示義務化の検討は停止していたが、国
として LCA をベースとする製品評価に関する動きが続いてきた。
①データベースの開発
2014 年の年末に、
ADEME より影響評価の結果を搭載しているデータベースとして“Base
IMPACTS”が公開された。
このデータベースは、フランスの環境ラベルプログラムのための公式データベースであ
ることがウェブサイトに紹介されており、製品別の算定ルールである Product Category
Rules（PCR）と並行して開発されている。2015 年の国際会議「7th International Conference
on Life Cycle Management（LCM2015）」
（ライフサイクル思考をテーマとする国際的な有
識者会合、欧州において隔年で開催）における ADEME の発表では、グルネルⅡの公式な
データベースの位置づけと説明されていた。2011-2012 年に行われた試行事業では参加事
業者にデータベースを提供していたという情報は無かったこと、このデータベースが試行
事業以降に開発されていることから、試行事業以降、環境ラベルプログラム上必要であると
いう認識の下で開発されたものと考えられる。また、2017 年 12 月の ADEME 担当者への
ヒアリングでは、
（３）に示す製品環境情報表示の検討に用いられる予定となっている。た
だし、公式とはなっているものの、このデータベース以外を検討に用いてはいけないという
情報まではヒアリングで聞いておらず、現在行われている試行事業の結果を待って、今後確
認する必要がある。同様の検討を行っている欧州委員会の環境フットプリントではデータ
ベースを１つに固定して算定を行っている。従って、フランスの取組においても、消費者に
製品選定の材料として LCA の結果を提供すると考えた場合には、単に参加事業者へデータ
ベースを提供するだけではなく、固定化する（プログラムに参加する事業者に使用を義務化
する）可能性がある。
“Base IMPACTS”の特徴は、影響評価の結果をデータベース化している点にある。基本的
に従来のインベントリデータベースは CO2 排出量や鉄鉱石消費量などの環境負荷項目ごと
のデータを格納していることに対して、“Base IMPACTS”では特定の環境影響評価手法を
用いて環境影響評価（環境への潜在的な影響を定量的に評価）まで行った結果がデータベー
スとして用意されている。影響評価としては、地球温暖化やオゾン層破壊などの環境影響領
域ごとの特性化が行われており、領域ごとに１つの指標で環境影響の数値が示されている。
なお、環境影響評価（特性化）の手法には、欧州委員会より提供されている手法が用いられ
ている（欧州委員会が作成した LCA 手法の整理文書である”ILCD Handbook”で推奨され
ている手法を活用）
。
2019 年 3 月現在、Ver1.6.0 146が公開されており、1,576 のプロセスデータ（ライフサイ
クルの上流まで遡及していないデータ）が格納されている。2015 年には、原単位データ作
146

http://www.base-impacts.ademe.fr/
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成に関する一般的な方法論である”General methodology guide”、2016 年には、繊維、金属、
化学製品、使用後処理（廃棄・リサイクルプロセス）、熱、輸送、木材、電力、プラスチッ
ク、革、電子製品の 11 セクターのデータが公開されている。
”General methodology guide” に よ る と 、 デ ー タ の 提 供 者 は PE International （ 現
Thinkstep、欧州環境フットプリントのデータベースにも多くのデータを提供することが決
定している）
、Cycleco（繊維のみ）の 2 社であるが、このほかにいくつかのデータセット作
成のプロジェクトとの統合を進めている（農作物のインベントリデータベース Agribalyse
等があげられている）
。
②PCR の開発
PCR は実験事業以降 2014 年を最後に新たなルールが作成されていなかったが、2016 年
3 月に実験事業時に作成された PCR の一般原則である BPX-30-323-0 が改訂され、現在、
以下に示す 9 つの PCR が最終報告書としてウェブサイト上で公開されている。ここで、
PCR の番号が 21 から開始されていることは、実験事業以降に開発された PCR のうち、現
在公開されている PCR が 20（BP-X30-323-1～20）あり（有価で販売されている）
、BP-X30323-4 が木製家具であることから、その継続を指すものと思われる。
なお、PCR の環境フットプリントとの整合性について、環境フットプリントのパイロッ
トにも参加しているフランスの担当者は、整合性は考慮していないものの大きな差異はな
いとの認識を持っている。フランスの PCR は環境フットプリントの検討に先行して、グル
ネルⅡの試行時代から作成されているものであるため整合は考慮できないとのことであり、
今後、整合性を検討するかどうかは今の時点では未定としているが、長期的には整合の必要
があると考えているようである。なおフランスの有識者へのヒアリングでは、今後、PCR の
種類を拡充する予定とのコメントがある。
表４－１－２ Base IMPACTS ページに公開されている PCR 147
PCR4
PCR21
PCR22
PCR23
PCR24
PCR25
PCR26
PCR27
PCR28

147

対象製品
Furniture Products
家具
Remanufactured laser-printer
再生レーザープリンタ
toner cartridges
トナーカートリッジ
Kitchen rolls
キッチンロール
Clothing products
衣料品
Household Textiles
家庭用布製品
Cloth nappies
布製オムツ
Mobile phones
携帯電話
Tourist accomodations
旅行者用宿泊施設
Spirit drinks
アルコール飲料

Base IMPACTS ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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発行年月
2016 年 6 月
2016 年 3 月
2016 年 3 月
2016 年 3 月
2016 年 3 月
2016 年 6 月
2016 年 6 月
2016 年 3 月
2017 年 3 月

③環境フットプリント試行事業への参加
2013 年から、フランスは、複数の環境影響領域を対象とした LCA の手法および LCA の
結果を用いたコミュニケーションを志向する欧州委員会主導の環境フットプリント（２章
参照）の試行事業へ政府機関として参加している 148。
（３）2016 年度以降の動き
2017 年 3 月のフランス経済省 Sylvain CHEVASSUS 氏へのヒアリングでは、フランス
独自に環境フットプリントの手法を活用したラベリング制度の導入を検討しているという
コメントがあった。このラベル制度では、全ての BtoC 製品が対象になるとのことであった。
評価に際しては、2014 年に開発したデータベースを活用するとのことで、現在データベー
スの整備を進めている環境フットプリント試行事業と異なる制度になる可能性があった。
次節にその動きを示す。
４－１－２－２．近年のラベリングプログラム・制度の動向（製品環境情報表示（環境ディ
スプレイの試行）の検討（2017 年～））
2017 年 1 月のフランス環境移行省のウェブサイト

149では、製品環境表示の取組につい

て示されており、製品・サービスについてライフサイクル全体で定量化された環境影響情報
を消費者へコミュニケーションするための新たな取組が 2016 年末より開始されたと示さ
れている（（２）4）のヒアリング内容と同じもの）
。この活動は、エネルギー移行法の第 90
条に従っている。エネルギー移行法は、2015 年 8 月に制定された主に再エネ開発、省エネ
推進、電源多様化（原子力発電比率の低減）を法制化しているものであるが、第 90 条では、
消費者が利用可能な環境情報を製造事業者が自らの製品で示す必要があることが明記され
ている。グルネルⅡに言及されていた際の義務化については言及されていないため、今後の
検討の内容が注目される。
この取組は、従来より検討を行ってきたフランス環境・エネルギー・海洋省と環境エネル
ギー管理庁が主導しており、フランスの電機機器に関する TypeⅢ環境宣言である PEP
Ecopassport（４－１－３節参照）の事務局と議論を進めているようである。2017 年 12 月
にフランス政府に行ったヒアリングでは、ADEME がグルネルⅡ時より検討し、蓄積して
きた技術をベースとして活用することが示されている。ベース技術としては、データベース
（Base IMPACTS）
、30 の製品カテゴリルール、算定ツール（Calculator）
、コミュニケー
ションフォーマットが挙げられていた。
このうち、コミュニケーションフォーマットとしては、以下の図に示すように、数値を示
欧州連合各国は、環境フットプリントの運営委員会に各国 1 名を参加させる権利があ
る。フランスはスウェーデン、イタリアと並び環境フットプリントの運営に協力的な国の
一つである。
149 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-desproduits#e1
148

154

す方法（左側）
、A-E の 5 段階で製品の環境性能を示す方法（真ん中）、環境影響領域ごとに
数値を示す方法（右側）の３種類が挙げられている。

図４－１－４ フランスの製品環境情報表示の例 150
2017 年 12 月のヒアリングでは、2017 年 1 月にイニシアチブが設立され、3 つの先進的
企業と３つの先進的セクターで検討が進められている旨の説明があった。その中ではホテ
ルにおけるコミュニケーションの例も示されている。この例では、5 段階の表示と４つの影
響カテゴリの定量化結果が示されている。その後、2018 年になり、家具セクターの Camif
社の名前のほか、ホテルでの取組が 100 軒となったことが公開されている 151。
なお、ヒアリングにおけるフランス担当者の回答では、ホテルにおける環境情報表示の背
景として、消費者からの要求の増加、環境情報に基づくエコデザイン活動（環境負荷低減）
が経済的な効率化につながっていること、EU エコラベルなどの既存ラベルの補完ツールと
なることが挙げられていた。
表４－１－３ 環境ディスプレイの参加事業者とセクター 152
参加事業者
Casino 社（小売、食品）
FNAC 社（電機製品）
Decathlon 社（繊維製品）
Camif 社（家具、寝具）
ホテル（100 軒）

参加セクター
電子機器
衣類・繊維製品
家具
食品
ホテル（宿泊と朝食の環境影響）

https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/laffichage-environnementalproduits（2019 年 3 月 18 日）
151 同上。
152 同上。
150
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図４－１－５ フランスの製品環境情報表示（ホテルの例） 153
４－１－３．韓国の動向
４－１－３－１．制度・プログラムの概要
韓国では、2008 年 8 月の建国 60 周年演説において、当時の李明博大統領により「低炭
素グリーン成長」が、新たな国家ビジョンとして示された。
「グリーン成長」について李大
統領は、
「温室効果ガスと環境汚染を減らす持続可能な成長」であるとし、
「グリーン技術と
クリーン・エネルギーにより、新たな成長力と雇用を創出する新しい国家発展のパラダイム」
と位置づけた。
韓国政府は大統領の演説の翌月（2008 年 9 月）
、
「低炭素グリーン成長」に係る法案の検
討について発表し、2010 年 5 月に「低炭素グリーン成長基本法」が施行されている。同法
律の第 25 条では、2020 年までに温室効果ガス排出量を BAU（Business As Usual）シナ
リオ比で 30％削減することを定めている 。このうちカーボンフットプリントは、
「低炭素
グリーン成長」の達成手段の 1 つと位置づけられていた。
2011 年に同制度の第 2 段階として、低炭素製品認証が追加導入された後、2016 年には
CFP 認証制度を従来からあった環境成績表示（Environmental Product Declaration：EPD）
制度（2001 年開始）へ統合した。2018 年には統合したプログラムの認証件数が大きく増加
し、2019 年 3 月現在で 182 件となった。ただし、依然として CFP 認証制度の製品登録も
行われており、2019 年に改定されたウェブサイト上では、認証品はそれぞれ①EPD、②カ
ーボンフットプリント、③低炭素、④水フットプリント

154に分けて表示されており、組み

合わせてその合計の認証数を表示することも出来る。
また、KEITI と同じく国家主管の機関である韓国生産技術研究院（KITECH）の直下の
組織である、
韓国クリーン生産支援センター（Korea National Clearner Production Center）

https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/laffichage-environnementalproduits（2019 年 3 月 18 日）
154 2017 年に 12 件が登録されていたのだが、これは 2019 年度のウェブサイトの改定後に
初めて表示された。
153
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においても、カーボンフットプリントのプログラムがあるとのことである。
2017 年 5 月 24 日に同センターとスウェーデンの International EPD が運営しているそ
れぞれの TypeⅢ製品環境宣言プログラムとカーボン／水のフットプリント制度の相互認証
を目的とし、MoU を締結した。ただし 2019 年 3 月現在、相互認証は未だ実現されていな
いようである 155。
同センターのプログラムについては、インターネット上に殆ど開示されておらず、既存の
認証製品数なども不明である。スウェーデンのプログラムとの相互認証の動きと併せて、今
後確認する必要がある。
４－１－３－２．参加企業数、認証製品数等
2019 年 3 月現在、CFP 認証を取得した製品数は累積で 2,076 製品あり、2017 年度から
2018 年度では 23％増、2018 年度から 2019 年度では 5％増となっている。
また低炭素製品認証を受けた製品は累積で 502 製品であり、2017 年度から 2018 年度で
は 32％増、2018 年度から 2019 年度では 8％増となっている。
どちらにおいても、やや増加の勢いが失われたように見える。一方で、EPD 認証（CFP
認証を含む）はこの 1 年で、20 件程度（2017 年度単年）から 80 件程度（2018 年度単年）
へとおよそ年間認証取得量が 4 倍に増えている（累計では 188 件（2019 年 3 月値）
）。この
件数は CFP 認証件数として積算されてはいない。
なお、2015 年より始まっていたカーボンニュートラル製品（カーボンフットプリントの
排出量をオフセットした製品）の認証については、2014 年から 2015 年に 14 件程度が認証
取得されたが、その後増加が無かった状況で、環境成績表示制度への統合時（2016 年）に
廃止され 156、2019 年のウェブサイトの改定時に制度のページ自体も消去されている。
表４－１－４ 韓国の CFP 認証、低炭素排出認証の状況 157
認証製品数
製品分類
合計
増加率

2019 年
3月
2,076
5％増

CFP 製品
2018 年
3月
1,971
23％増

2017 年
3月
1,607
―

2019 年
3月
502
8％増

低炭素製品
2018 年
3月
463
32％増

2017 年
3月
350
―

https://www.environdec.com/The-International-EPD-System/InternationalCooperation/Mutual-recognitions-with-established-programme-operators/（2019 年 3 月
18 日）
156 環境成績表示認証ガイド（2017 年版）1 巻（p.3）
157 http://www.epd.or.kr
155
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４－１－３－３．制度・プログラムの内容
（１）インセンティブの内容
インセンティブが認証取得企業と認証製品の購入者に対して用意されており、中小企業
には認証取得支援制度がある。
①認証取得企業のインセンティブ
1)

緑の建築認証（G-SEED） 158評価にて、本制度の認証製品の使用時に以下の通り加
点される。



環境省宣言製品 159の使用数に応じて、最大 4 点加点



低炭素製品の使用数に応じて、最大 2 点加点



全体建築工事資材費に対する、緑の建築材料の適用費用比率に応じて、最大 4 点
加点


2)

対象建築物のライフサイクルアセスメントするかどうかに応じて、最大 2 点加点
プロジェクト参加者総合落札制選定評価時の環境評価審査項目に CFP 排出量の情報
を活用可能である。

3)

緑の企業指定制度において 2 点付与される。

4)

地方自治団体の「グリーン購入促進条例」の「グリーン製品」として、購入義務対象
品に含まれている。

5)

下·廃水の再利用施設に使われる資材として、本制度認証製品の使用義務がある。

6)

環境情報公開制度で、「第 3 者認証と TypeⅡ製品ステータス」の関連情報を登録す
る際に、環境関連の第 3 者認証製品として、本制度認証製品を記載することが出来
る。

7)

気候変動への対応や環境保護に関連する政府や公共機関賞の受賞者として推薦され
る。

8)

メディア（TV、新聞など）
、展示会、ニュースレターや説明会などを通じて、認証製
品として紹介される。

②認証品購入者のインセンティブ
省エネ製品や環境配慮型製品を購入によって、グリーンカードクレジット保有者にエコ
マネーポイントが付与される。

G-SEED（Green Standard for Energy and Environmental Design）認証とは、2002
年に環境省、国土交通省が共同で始めた、建築物の環境パフォーマンス（例：エネルギー
と資源保全、汚染物質の排出削減、周囲の環境との調和）を認証する制度である。運営機
関は KICT（韓国建設技術研究院）
、認証機関は KEITI を含む 6 団体である。
159 CFP、低炭素製品認証を含め、将来的には 10 種の認証を含む環境成績表示制度の認証
製品のこと
158

158

③中小企業に対する認証取得支援
1)

中小企業には製品の CO2 算定支援がある。

2)

中小企業基本法第 2 条（中小企業者の範囲）に外灯する、年間売上高 1,000 億ウォン以
下の中小企業が認証を申請する場合、経費を免除する。

3)

中小企業向けの二酸化炭素排出量のラベリング使用の支援がある。

4)

二酸化炭素排出量算定のための専用のソフトウェア（COOL）の使用支援および関連専
門教育の実施がある。

（２）対象とする製品カテゴリ
CFP の認証製品は、フローリング素材、車、工場、洗剤など多岐に渡っている。また低
炭素製品認証製品には、給湯器、建材、飲料などの製品に加え、電力供給、鉄道、ホテル、
キャンプ場などのサービスも含まれていた。
同制度の目的として、
「全ての製品の排出量情報を公開して、市場主導の低炭素消費文化
の推進に寄与する」160とあるが、環境成績表示共通のガイドライン（一般的な製品）の範囲
に該当する製品において、医療機器と医薬品、1 次農水畜産物や林産物は、認証の対象から
除外し、また消費者の混乱を生じさせる可能性のある製品も対象から除外することができ
ると定めている 161。
「環境技術と環境産業支援法」の排出量の算定ガイドラインに該当する「炭素成績表示の
作成ガイドライン」
（炭素成績表示認証ガイド p.190～340）は、下表の 3 つのガイドライン
から構成される。
表４－１－５ 炭素成績表示の作成ガイドラインの構成 162
ガイドライン名
一般的な製品の作成ガイドライン
エネルギー使用製品の作成ガイドライン
エネルギー使用製品別使用シナリオの作成ガイドライン

ページ数
全 20 ページ（p.195～214）
全 19 ページ（p.215～233）
全 107 ページ（p.234～340）

エネルギー使用製品別の使用シナリオの作成ガイドラインには、48 製品分（表４－１－
６参照）の使用段階での温室効果ガス排出量を算定するためのシナリオが掲載されている
（2018 年 7 月時点）
。

http://www.epd.or.kr/epd/carbonIntro.do
[別表 1] 環境成績表示共通のガイドライン（一般的な製品）
（第 3 条第 3 項関連）
162炭素成績表示認証ガイド 2015. 5（KEITI)
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表４－１－６ 製品別使用シナリオ 163
番号
COOL001
COOL002
COOL003
COOL004
COOL005

シナリオの対象製品（和訳）
冷温浄水器
家庭用ガスボイラー
家庭の洗濯機
自動車
商業用ガスヒートポンプ - 冷暖房機器の室外
機

COOL006
COOL007
COOL008

空気清浄機
ビデ
家庭用乾燥式廃棄物の減量化機器

COOL009
COOL010
COOL011
COOL012
COOL013
COOL 014
COOL 015
COOL 016

テレビ
電気ハンドドライヤー
家庭用ガス、電気レンジ
エアコン
電気冷凍冷蔵庫
加湿器
携帯電話
電子レンジや多機能電子レンジ

COOL 017

商業電気ヒートポンプ - 冷暖房機器の室外機

COOL 018
COOL 019
COOL 020
COOL 021
COOL 022
COOL 023
COOL 024
COOL 025
COOL 026
COOL 027
COOL 028

電気掃除機
監視用カメラ（CCTV カメラ）
産業用ターボ型空気圧縮機
パソコン
ラップトップコンピュータ
モニター
オフィスプリンタ
領収書・ラベルプリンタ
家庭用食器洗浄機
充電式クリーナー
携帯インターネット用無線通信機器

COOL 029
COOL 030
COOL 031
COOL 032
COOL 033
COOL 034
COOL 035
COOL 036
COOL 037
COOL 038
COOL 039
COOL 040
COOL 041
COOL042

コピー機
複合機
ファン
LED 照明灯
衣類乾燥機
寝具機
衣類管理機
有無線電話
レンジフード
エレベーター
ガス衣類乾燥機
デジタルカメラ
家庭用オーディオ
ワイン冷蔵庫

163

炭素成績表示認証ガイド 2015. 5（KEITI)、p.234～
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シナリオの対象製品（原文）
water purifier
residential gas heating boiler
household washing machine
motor vehicles
commercial gas heat pump-heating
and cooling equipment the outdoor
unit
air cleaner
bidet
dry-type household food waste
reduction device
television
electric hand dryer
household gas・electric oven
air conditioner
electric refrigerator
humidifier
mobile phone
microwave and multi-functional
microwave
commercial electric heat
pump-heating and cooling equipment
the outdoor unit
electric vacuum cleaner
surveillance camera
industrial turbo-type air compressor
personal computer
laptop computer
monitor
office printer
receipt・label printer
household dishwasher
rechargeable vacuum cleaner
portable wireless communication
devices for the Internet
copy machine
all-in-one printer
electric fan
LED lighting
clothes dryer
bedding cleaner
clothes management unit
wire and wireless telephone
household range hood
elevator
gas clothes dryer
digital camera
home audio
wine refrigerator

番号
COOL043
COOL044
COOL045
COOL046
COOL047
COOL048

シナリオの対象製品（和訳）
スチームクリーナー
トラクター
ファンコイルユニット
セットトップボックス
除湿機
安定器内蔵形ランプ

シナリオの対象製品（原文）
steam cleaner
tractor
fan-coil units
set-top box
dehumidifier
self ballasted lamps

（３）政府の関与
環境省が本制度の全体管理を行っている。認証取得企業と認証製品の購入者に対して、
インセンティブが用意されている。また、中小企業には認証取得支援制度が用意されている。
実施主体である韓国環境産業技術院（KEITI） 164は環境技術開発推進法（Development
of and Support for Environmental Technology Act）に基づき、2009 年 4 月に設置された
国家主管の研究所であり、PCR の開発や制度認証を担当している。

環境配慮安全本部

経営計画部

環境エンジニアリン
グ部

環境産業部

計画と調整チーム

環境配慮事業部

環境健康安全部

環境配慮戦略チーム
環境配慮経営チーム
環境配慮生活チーム

お客様広報チーム

図４－１－６ KEITI の組織図 165
KEITI の 2017 年予算 597,384 百万ウォン（≒58,448 百万円）であり、日本の国立環
境研究所の同年予算額（16,090 百万円）の約 3.6 倍であった。ちなみに KEITI の職員数
は 428 名（2015 年値）であり、日本の国立環境研究所（275 名（2018 年値））の約 1.5 倍
程度にとどまる。
165 http://www.keiti.re.kr/home/subPage.do;jsessionid=HLvJ_7W5Ruf7oJj8yoPdOu164
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（４）認証方法
①認証フロー
本制度の認証フローを下図に示す。

段階

認証申請企業

認証機関

関連文書

対象製品の申請

受付および選定委員会の開催

対象製品の申請
対象製品の評価
対象製品選定議決書

作成のガイドラインの開発
作業部会の構成と運営

１
検証委員会
作成のガイドライン改訂

2

認証の申請
認証手数料の納付

3

申請書受付
認証手数料請求

環境成績表示認証申請書
上記申請書の受付証
個人情報収集の同意書

事前審議委員会の開催（必要に応じて）

4

審査依頼書（■）

事前書類審査

書類審査報告書（■）
現地審査計画

5

作成のガイドライン適合評価書
作成のガイドライン検証議決書

■： 一般企業
★: 製品群の検証システム認証企業

書類審査
現地審査

総合審査報告書（■、★）

総合審査

審議依頼書（■、★）（■）

6

審議委員会の開催

7

結果通知

8

環境成績表示証明書の交付

9

環境成績表示ラベルの
使用計画書の提出

使用

環境成績表示ラベルを
使用

フォロー
アップ
管理

現地審査計画書（■）

審議意見書
審議議決書

環境成績表示証明書
環境成績表示ラベルの
使用計画書

ラベル使用計画書の承認
フォローアップ管理の実施

図４－１－７ 韓国の環境成績表示認証フロー 166
②環境成績表示認証申請料 167
製品群の検証システムの認証を受けていない事業所の場合、以下の申請料となっている。

pWbr7gYcLsz38VKOdl2LXChIvqM5K!1360979842?menuId=1050501000
166 KEITI ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
167 「環境成績表示認証の申請手数料（環境省告示第 2016-256 号、2016.12.30）
」
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表４－１－７ 環境成績表示認証申請料の算定方法 168
費目
基本手数料
認証費用

算定内訳
製品ごとに 5 万ウォン
「産業工場 - 高度な技術者」の労賃単価（エンジニ
アリング対価基準）※×審査日数（書類及び現地審査
を含む）
諸経費
認証費用の 110％
出張旅費
認証機関の旅費基準を準用
※269,900 ウォン（2018 年 8 月時点）

備考
1.

別の事業所で生産された製品は同じ製品であっても、他の製品とみなす。

2.

基本的な審査日数は、書類審査 8 日、現地審査 2 日を含む 10 日とする。ただし、
現地審査が必要な事業所が 1 箇所増える場合、現地審査日数 2 日を追加する。た
だし、審査日数は最大 20 日を超えないこと。

3.

適用製品が最初の認証製品の派生製品として認められた場合、デフォルトの審査
日数は書類審査 2 日、現地審査 1 日を含む 3 日とするが、異なる製品を同時に申
請する場合には、書類審査は 2 日である。ただし、現地審査が必要な事業所が 1
つ増える場合、現地審査日数 1 日を追加する。

4.

適用製品が最初の認証製品の変更の認定（更新認証を含む）で認められる場合は、
デフォルト審査日数は、書類審査 4 日、現地審査 2 日を含む 6 日とするが、異な
る製品を同時に申請する場合には、書類審査 4 日、現地審査 1 日を含む、5 日と
する。ただし、現地審査が必要な事業所が 1 つ増える場合、現地審査日数 1 日を
加える。

5.

同じ事業所では、異なる製品を認証申請する場合、デフォルトの審査日数は書類
審査 6 日の現地審査 2 日を含む 8 日とするが、異なる製品を同時に申請する場合
には、書類審査 6 日、現地審査 1 日を含む、7 日とする。ただし、現地審査が必
要な事業所が 1 つ増える場合、現地審査日数 1 日を追加する。

6.

最初の認証製品と同じ製品で認定された製品については、基本的な手数料だけか
かり、また、同一製品・製造元で認定された製品については、書類審査 2 日であ
る。
図４－１－８ 環境成績表示認証申請料を算定する際の審査工数決定方法 169

「環境成績表示認証の申請手数料（環境省告示第 2016-256 号、2016.12.30）
」に基づ
きみずほ情報総研が作成。
169 同上。
168

163

仮に平均的な認証費用の算定をした場合、基本的な審査日数は、書類審査 8 日、現地審
査 2 日を含む 10 日とされているため、およそ 1 製品の認証および申請費用は、以下の通り
30 万円程度となることが分かる
。ただし諸経費は認証費用の 110%とあるが、10%で計算している。

50,000（基本手数料）＋269,900/日×10 日（認証費用）＋269,900（諸経費）＝3,018,900
合計

3,018,900 ウォン（≒301,890 円）

図４－１－９ 環境成績表示認証申請料を算定する際の審査工数決定方法 170
（５）表示方法
①認証マーク上の表示
CFP 認証と低炭素製品認証の表示は、定量的表示であり、認証マーク上に排出総量（g）
が表示される。マークの違いは 2 点あり、低炭素製品認証の①「CO2」の「O」の中に、下
を向いた矢印が入ること、また②ロゴマークの下に「★低炭素★」という表示が追加される
ことである。なお、EPD 認証制度との統合により、これらは EPD 認証のマークの一部とし
ても利用される。

「CFP 認証マーク」
有機豆腐［300g］

「低炭素製品認証マーク」
有機豆腐［290g］

217g-CO2

194g-CO2

図４－１－１０ 認証マーク 171
②ウェブサイト上の表示
KEITI のウェブサイト上では、両認証制度の製品情報として、その製品ライフサイクル
における CO2 排出量を 4 段階（
「製造前の段階」、
「製造段階」、「使用段階」
、「廃棄段階」）
「環境成績表示認証の申請手数料（環境省告示第 2016-256 号、2016.12.30）
」に基づ
きみずほ情報総研が作成。
171 KEITI ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
170

164

に分けて、小数第 2 位まで開示している。
CFP では、適用予定の「低炭素技術（低炭素化施策）」を記載する必要がある。例えば、
有機豆腐製品では「都市ガス LNG ボイラーを木質ペレットボイラーに交換」と記載されて
いる。
低炭素製品認証における KEITI のウェブサイト上の表示は CFP とほぼ等しく、唯一の
違いは「適用予定」の低炭素技術ではなく、
「実際に導入された」低炭素技術が記載される
ことである。
表４－１－８ CFP 認証および低炭素認証のウェブサイト上の表示項目と記述内容 172
認証概要
*記載事項
は共通

認証情報
*記載事項
は共通

影響カテ
ゴリ
*記載事項
は共通

その他の
情報

製品名
認証番号
認証取得企業名
認証期間
認証局
機能ユニット
作成のガイドラ
イン
前提条件
影響度（単位）
①原料採取と
製造段階
②製造段階
③使用段階
④廃棄段階
合計
※適用する低炭
素技術

CFP 認証
低炭素製品認証
有機豆腐［300g］
●●●（記載事項は共通）
●●●（記載事項は共通）
●年●月●日 ～ ●年●月●日
韓国環境産業技術院（KEITI）
豆腐●g を 1 パック
「環境性的カバーの作成指針」[別表 1]環境成績表示共通のガ
イドライン（一般的な製品）に従う
前回の製品と色違いで同じスペック。
・2 排水処理・排水防止施設免除事業所
地球温暖化（Kg CO 2 -eq）
●● Kg CO 2 -eq
●●
●●
●●
●●
（予定）都市ガス LNG ボ
イラーを木質ペレットボ
イラーに交換による温室
効果ガス排出量の削減

Kg CO 2 -eq
Kg CO 2 -eq
Kg CO 2 -eq
Kg CO 2 -eq
（実際に適用したもの）都市ガス
LNG ボイラーを木質ペレットボ
イラーに交換による温室効果ガ
ス排出量の削減

（６）ベンチマークの有無
炭素排出認証を受けた同種製品の平均排出量以下であり、かつ同じ製品を生産する際に、
低炭素技術を適用して、温室効果ガスの排出量を 4.24％（炭素削減率基準）削減した製品
を対象に、政府が認証する。
炭素削減率基準（4.24％あるいは年 1.43％を 3 年間実施）は、政府の国家温室効果ガス
削減目標と業種別削減目標に基づいて設定された

173。炭素削減率基準値は製品毎に設定さ

れ、全ての製品に共通で適用される。

172
173

KEITI ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
탄소성적표지 인증안내서（炭素成績表示認証ガイド） 2015. 5（KEITI）p.10
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<炭素排出量の基準>

<炭素削減率の基準>

炭素排出量の認証を受けた同種製品の平均
炭素排出量をもとに設定

4.24％あるいは年1.43％を削減
（政府の国家温室効果ガス削減目標をもとに設定）

炭素削減率の基準

炭素排出量の基準

製品
A

製品
B

製品
C

製品
A

製品
D

製品
A+

図４－１－１１ 炭素排出認証基準 174
低炭素製品認証のためには、＜炭素排出量の基準＞と＜炭素削減率の基準＞の両基準を満
たす必要がある（2017 年 12 月 31 日まではどちらかを満たすことでも、認証は取得でき
た）
。
（７）対象とするライフサイクル段階
ライフサイクル全体（CFP、低炭素製品認証）を算定対象としているが、エネルギー未使
用製品（Class1）とエネルギー使用製品（Class2）
（原材料生産段階以外の全ての段階を算
定対象とする）で異なる。また更に Class1 の中でも 2 種（①使用段階と廃棄段階を除外し
ているものと②使用段階のみ除外するもの）に分かれる。

174

KEITI ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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図４－１－１２ 対象とするライフサイクル段階 175
（８）対象とする環境影響領域
KEITI は 2016 年に CFP 制度を環境成績表示（Environmental Product Declaration：
EPD）制度（2001 年開始）に統合した。その結果として、7 種の環境製品認証制度（①炭
素排出認証、②水フットプリント、③資源フットプリント、④オゾン層破壊、⑤酸性化、⑥
光化学スモッグ、⑦（海・川・湖などの）富栄養化）にその環境影響領域は跨り、将来的に
は 3 分野（⑧生態毒性、⑨人体毒性、⑩生物多様性影響）を追加開発し、合計 10 認証分野
（図４－１－１３参照）を導入予定としている 176。

図４－１－１３ 韓国のカーボンフットプリント関連ラベル（環境成績表示認証） 177

175
176
177

KEITI ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
http://www.epd.or.kr/epd/epd_intro.asp
環境成績表示認証ガイド（2017 年版）1 巻（p.4）
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（９）準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
炭素排出認証について、KEITI は独自のガイドライン「環境成績表示認証ガイド
（Guidelines for carbon footprint of products）
」を 2009 年に英語版と共に発行し、2018
年 8 月現在、2017 年版が最新版となっている（英語版の更新はない）
。
同ガイドラインは国際的なガイドラインである World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD)が 2004 年 に 発 行 し た Corporate Accounting and Reporting
Standard、 ISO 14025（2006 年発行）
、ISO 14040 シリーズおよび ISO 14064 シリーズ、
ISO/ TS 14067 に基づいたものである 178。
（１０）協力体制（コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等）
Asia Carbon Footprint Network（ACFN）は製品とバリューチェーンの気候影響を提示
する目的で、2013 年に設立された世界初の地域ネットワークである。
加盟国は 8 カ国（中国、韓国、マレーシア、モンゴル、フィリピン、ロシア、タイ）179で
それぞれの国の CFP 制度を策定あるいは改善するための知見交換の場として設立されたも
のである（相互認証を進めるという趣旨で設立された団体ではない）
。
韓国では、環境成績表示認証制度の実施主体である KEITI が ACFN へ参加している。
表４－１－９ ACFN メンバーリスト 180
国・地域
中国
中国
中国
中国
台湾
台湾
台湾
韓国
マレーシア
マレーシア
タイ
タイ
フィリピン
フィリピン
ロシア
モンゴル

178
179
180

メンバー名
China Environmental United Certification Center
China Standard Conformity Assessment Co. Ltd (CSCA)
China Industrial Development Foundation Limited
Green Council, Hong Kong SAR, China
Industrial Technology Research Institute, Chinese Taipei
Institute of Environmental Engineering and Management, Chinese Taipei
Taiwan Environmental Management Association
Korea Environmental Industry and Technology Institute (KEITI)
Malaysian Green Technology Corporation
SIRIM Berhad
Thailand Greenhouse Gas Management Organization
National Science and Technology Development (NSTDA), Thailand
Climate Change Office of the Environmental Management Bureau-DENR,
the Philippines
Philippine Center for Environmental Protection and Sustainable
Development (PCEPSD)
NP Ecological Union, St. Petersburg, Russian Federation
Mongolian National Chamber of Commerce and Industry

環境成績表示認証ガイド（2017 年版）
http://acfnetwork.net/about-us/
http://acfnetwork.net/members-maplist/
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４－１－４．台湾の動向
４－１－４－１．制度・プログラムの概要
台湾では、2005 年に開催された台湾行政院経済部による全国能源会議（全国エネルギー
会議、将来のエネルギー政策について議論をする会合）で CO2 の削減政策が打ち出され、
行政院が CO2 削減目標の策定を図ることになった。2007 年 12 月には、行政院より 2025
年の CO2 排出量を 2000 年並み（2 億 2,100 万トン）の水準に抑制することが望ましいと
いう発表が行われ、当時の「能源国家科技計画」
（エネルギーに関する国家科学技術計画）
の策定に反映された。
このような低炭素化の政策背景のもと、台湾環境保護庁は 2010 年 1 月、初のカーボンフ
ットプリントの適用をペットボトル飲料、ロウソク、CD、及びクッキーを対象に行うと発
表した。以降のカーボンフットプリント制度に向けた主な動向は、下表の通りである。
表４－１－１０ 台湾におけるカーボンフットプリントの主な取組 181
時 期
2010 年 2 月
2010 年 6 月
2010 年 7 月
2010 年 8 月
2010 年 9 月

内 容
環境保護庁が CFP ガイドライン「産品與服務碳足跡計算指引」を発表
台湾初の CFP 商品、5 社 7 製品が認定
CFP のケーススタディ実証計画への第二次応募申請の受付を開始
環境保護庁が「製品のカーボンフットプリントの PCR ガイドライン」を発表
環境保護庁が CFP 実証ケーススタディの助成計画を実施
環境保護庁が、PCR 制定の流れについて、4 段階に分けて主要ポイントを説明

現在、台湾では、2010 年時より引き続き環境保護庁の管轄で、製品認証として、カーボ
ンフットプリント、通常のカーボンフットプリントを取得している製品で、削減が検証され
た製品に付与される削減ラベル（2014 年開始）の２つの制度が実施されている。
４－１－４－２．認証製品数
2019 年 3 月現在、カーボンフットプリントの認証を受けたのは累積 814 製品、この中で
有効認証期間にある製品は 448 製品
（前年度末 361 製品より 87 製品増、
24%増）
であり 182、
2 年連続で 20-30%の増加率となっている。一方で削減ラベルの認証製品数は不明

183だが、

過去同様にそのほとんどが CFP ラベルのようである。

181

台湾環境保護庁ウェブサイト及び各種報道に基づきみずほ情報総研が作成。
https://cfp.epa.gov.tw/EN/Product/Index
183 カーボンフットプリントと削減ラベルの認証製品が別々にカウントされなくなったた
め。
182
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表４－１－１１ カーボンフットプリント認証取得の増加 184
2019 年 3 月
有効認証数の合計
448（不明）
増加率
24％増
※（）内の数値は削減ラベル数

2018 年 3 月
361（14）
29％増

2017 年 3 月
280（10）
―

図４－１－１４ 台湾のカーボンフットプリント関連ラベル
（左：削減ラベル 185、右：通常 186）
４－１－５．タイの動向
４－１－５－１．制度・プログラムの概要
タイでは、エネルギー省が管轄する電力政策の根幹を成す電力開発プラン（PDP）がカー
ボンフットプリント取組に背景にあった。2010 年当時の PDP「PDP201011」では、30 年
までの長期ビジョンを示しており、その際の主な計画が以下の通りである。
１）計画対象期間：2010～2030（21 年間）
２）電力需要予測：年平均 4.3%増
３）設備開発計画：
① 電力輸入量：全容量の 25%以下
② 輸入プロジェクト：2017 年までに特定
③ 石炭火力開発：2019 年以降（IPP を除く）
④ 小規模発電事業者(10 を超え～90MW の Small Power Producer :SPP)開発量：2021
年までに 3,919MW
⑤ 極小規模発電事業者(10MW 以下の Very Small Power Producer：VSPP)開発量：
2021 年までに 2,470MW
⑥ 再生可能エネルギー：2021 年までに 3,957MW
４）温室効果ガス削減：
184

台湾環境保護庁ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
http://cfp.epa.gov.tw/carbon/ezCFM/Function/PlatformInfo/FLabelApply_n/EFormL
essCarbonInstruction.aspx#4thPart
186 http://cfp.epa.gov.tw/carbon/ezCFM/Function/PlatformInfo/FLabelApply/EFormInst
ruction.aspx
185
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2020 年時点で kWh あたり二酸化炭素排出量を改定 PDP2007 の数値以下とする。
この計画の下で、タイ温室効果ガス管理機関（TGO）は 2009 年 12 月 25 日、カーボン
フットプリントに関する試験計画を開始した。製品のカーボンフットプリントラベリング
は、生産される製品がライフサイクル全体で引き起こす環境への影響に対する製造者の意
識向上を実現し、消費者が気候変動の影響の緩和に直接貢献できるように低炭素な製品を
購入することを奨励することを目的として進められた。
現在、タイでは、国家機関である、National Metal and Materials Technology Center
（MTEC）
、Thailand Greenhouse Gas Management Organization（TGO）の 2 つの組織
が、LCA に関わる製品認証として、カーボンフットプリント、および Carbon Footprint
Reduction と呼ばれる炭素削減ラベルの２つの制度を運営している。
このうち、削減ラベルは、①「同じ製品の基準年 GHG 排出量から 2%以上削減をしてい
る製品」
、あるいは②「その製品が分類される製品群のベンチマーク GHG 排出量と同じか、
それを下回る製品」が認定される。なお、TGO の定めている基準年等は公開されていない。
タイのカーボンフットプリントでは、原単位が提供されているが、データは、ecoinvent
と国家データベース、その他のデータを混在している。また、組織を対象とした認証制度と
して、Carbon Footprint for Organization と呼ばれるカーボンフットプリントの認証も行
われている。またその 5 年後（2015 年）にカーボンオフセットプログラム 187（COP）が導
入された。本制度の認証対象は先行して開始された CFP、CF 削減に比べて、最もその認証
対象が幅広い。4 つの製品・活動（①製品・サービス、②会議やイベント、③組織の活動、
④個人の活動）を COP の元で、オフセットできるものとして掲げており、認証件数は個人
が最も多いことが特徴的である（オフセットに使用したクレジットは組織のカーボンオフ
セットが最も多い）
。
COP の導入目的として、
CDM で生じた CER の需要を作ることを掲げていることも CDM
を大規模に行ったタイならではの特徴といえる。
４－１－５－２．認証製品数
2019 年 3 月現在、カーボンフットプリントの認証を受けているのは 1,482 製品（前年度
末より 158 製品増、12%増、累積では 2,975 製品）
、削減ラベルの有効な認証製品数は 436
品（同 148 製品増、51%増かつ累積数は 539 品）である。カーボンフットプリント、削減
ラベルの取得数はいずれも増加しているが、削減ラベルの近年の増加量が著しい。

187

Thailand Carbon Offsetting Program(TCOP)
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表４－１－１２ タイのカーボン関連認証
分類
製品

イベント

個人

組織

認証制度
カーボンフットプリント
製品
カーボンフットプリント
削減製品
カーボンオフセット製品
（内、カーボンニュート
ラル製品）
カーボンオフセット
（内、カーボンニュート
ラル製品）
カーボンオフセット
（カーボンニュートラル
製品）
カーボンオフセット
（内、カーボンニュート
ラル製品）
カーボンフットプリント
組織※※

188

2019 年 3 月
1,482
12%増
436

有効認証数
2018 年 3 月
1,324
1%増
288

2017 年 3 月
1,309
―
232

51%増

24%増

―

29
（26）

―

―

43
（全て CN）

―

―

740
（不明※）

―

―

54
（32 件）

―

―

117

101

83

16％増

22％増

―

TGO ウェブサイトが壊れており、カーボンニュートラル製品の個人のオフセットに
おけるロゴマーク別の数の把握は不可能であった。
※※ISO/TR 14069 に従った組織カーボンフットプリントを行っている組織体の認証
※

表４－１－１３ COP でのオフセット量 189
認証件数
製品
イベント
組織
個人

29
（CN※は26件）
43
（全てCN）
54
（CNは32件）
740
（CN数は不明**）

オフセットに使用
したクレジット量
14 t-CO2
1,295 t-CO2
129,994 t-CO2
289 t-CO2

※CN：カーボンニュートラル

188
189

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
同上。
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４－１－５－３．制度・プログラムの内容
（１）インセンティブの内容
タイの国内規格であるグリーンビルディング認証（Thai's Tours Rating of the Energy
and the Environmental Sustainability ：TREES)における環境配慮型製品リストに本制度
の認証製品は挙げられている 。
本制度に参加することによって、ISO14067 やカーボンフットプリントの表示を要求する
先進国が求める環境規格などに対応することができると政府のウェブサイト上で説明して
いる。
金銭あるいは物品のインセンティブは特に用意されてはいない。
（２）対象とする製品カテゴリ
CFP および CF 削減の産業分野別の製品認証件数は、下図の通り、3 つの産業（①建設
業、②食料・飲料製造業、③プラスチック容器製造業）が最も多い（COP については業種
別情報なし

190）
。
「①建設業」の認証取得が多い理由に、上記の国内グリーンビルディング

認証があると考えられる。

企業

製品

件数
その他の産業

生産流通業

サービス業およ
び事務業

手工芸品および
ジュエリー産業

木工業

アルミ缶製造業

ゴム製造業

玩具製造業

製薬業

石油・石油化学産業

出版産業

自動車産業

電気電子産業

繊維製造業

紙包装業

建設業

プラスチック容器製造業

食料・飲料製造業

図４－１－１５ CFP 認証を取得し、その認証ロゴの使用を申請した企業数（産業別） 191

190
191

http://carbonmarket.tgo.or.th/certified/certified.pnc
TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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件数

企業

製品

その他の産業

生産流通業

サービス業およ
び事務業

手工芸品および
ジュエリー産業

木工業

アルミ缶製造業

ゴム製造業

玩具製造業

製薬業

石油・
石油化学産業

出版産業

自動車産業

電気電子産業

繊維製造業

紙包装業

建設業

プラスチック容器製造業

食料・
飲料製造業

図４－１－１６ CF 削減認証を取得し、その認証ロゴの使用を申請した企業数
（産業別） 192
CFP、CF 削減あるいは COP で認証されるには必ず PCR に従う必要がある。本制度上
で、まだ PCR が作成されていない製品を認証する際には、ISO 14025 の PCR を適用する
ことが可能であるが、審査機関は製品の仕様を提出する必要がある。
現在 PCR は 220 製品群分ある。
表４－１－１４ PCR（220 製品のうち 40 製品分） 193
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
192
193

製品群
布製のアパレル
非アパレル用織物
糸と布
米
野菜や果物
家畜グループ
ホテルのルームサービス
印刷および印刷後サービス
印刷前サービス
印刷メディア向けのクリエイティブ・コンテンツサービス
ビジネス出版物
タピオカ・スターチからの加工品
賞品としての旅行サービスおよび関連する活動
企業会議および関連活動を組織するためのサービス
関連活動を含む専門会議サービス
見本市や展示サービス、および関連する活動
建築材料、床および壁材
バイヤーが選択するショップ・サービス
ゴムとゴム製品

承認日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/products_rules/products_rules.pnc
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番号
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

製品群
紙と紙製品
物流サービス
サトウキビと砂糖
セラミック衛生陶器
屋根材
飲料
断熱材
PVC および PE パイプシステム
塗料
照明器具
大型家電
小型家電
家庭用娯楽のための電化製品
多目的コピー機
自動車
建材（ガラス、ガラス）
プラスチック、樹脂、プラスチックコンパウンド
家庭用掃除機
動物向け食品
ペットフード
靴

承認日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 1 月 1 日
2015 年 9 月 15 日
2016 年 10 月 1 日
2016 年 10 月 1 日
2016 年 10 月 1 日
2016 年 10 月 1 日
2016 年 10 月 1 日
2017 年 10 月 2 日
2017 年 10 月 2 日
2017 年 10 月 2 日
2017 年 10 月 2 日
2017 年 10 月 2 日
2018 年 11 月 18 日

（３）政府の関与
制度の実施主体は Thailand Greenhouse Gas Management Organization（TGO）であ
り、制度の推進に協力している機関は、科学技術庁の下の 2 機関、Thailand National Metal
and Materials Technology Center (MTEC) お よ び National Science and Technology
Development Agency (NSTDA)である。
表４－１－１５ 関連政府機関 194
制度上の役割
実施主体
推進協力機関
推進協力機関

機関名
Thailand Greenhouse Gas Management Organization
（TGO）
Thailand National Metal and Materials Technology
Center (MTEC)
National Science and Technology Development Agency
(NSTDA)

所属
公的機関
科学技術庁
科学技術庁

（４）認証方法
①認証フロー
図４－１－１７に CFP/CFO 制度の認証フローに示す。これは CFP 製品認証フローだが、
CFO 組織認証フローもほぼ等しく、異なる点は以下の 3 点のみである。

194

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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1)

認証の有効期限：CFP 製品は 3 年間。CFO 組織認証は 1 年間。

2)

検証機関へ提出する資料：CFP 製品は図中の※。CFO 組織認証の場合はそれぞれ
（１）Report TCFO_R_02_V01、（２）エクセルシート TFO_R_01_V01、
（３）
PPT_Presentation。

3)

フロー中の用語：フロー中の用語「CFP」を全て CFO に置き換える（例：CFO 促
進委員会、CFO ラベル）
。

一方、CF 削減制度の認証対象は製品のみであり、組織やイベントは含まれない。図４－
１－１８に CF 削減制度の認証フローを示す。認証のフローは CFP 認証とほぼ等しいが、
こちらには製品の既存 PCR が無い場合がフローの最初に追加されている。
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企業による申請用紙のダウンロード

企業はＣＦＰ評価を依頼する
コンサルタントへ連絡

企業によるCFP評価の実施

企業あるいはコンサルタントによるデータ収集と報告
（１）製品カテゴリルール、（２）検証シート、（３）インベントリデータ書式（※）

企業あるいはコンサルタントは登録されたＣＦＰ検証機関から
1機関を選択し、上記3点の情報を同機関へ送付
通過
せず

検証機関がＣＦＰ計算結果を検証
通過
検証機関が検証し、検証報告書を送付

企業は①申請用紙、②検証されたＣ
ＦＰ算定報告書、③登録費用をＴＧＯ
へ送付

検証機関が結果と検証報告書
をＴＧＯへ送付

ＣＦＰプログラム事務局は受理した書類をＣＦＰ促進委員会へ送付

通過
せず

ＣＦＰ促進委員会は検証結果を検討後、承認
通過
ＴＧＯは結果を企業に送り、企業はＣＦＰラベルの使
用を開始（有効期限：3年間）

図４－１－１７ CFP 認証のフロー 195

195

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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更新

製品のCF削減認証の取得希望企業

製品のPCRを確認

PCR
有り

PCR無し

TGO （phuangphanatgo.or.thと
phakamonatgo.or.th）へPCRを送付
編集

TGOはPCRを確認・承認
承認

企業あるいはコンサルタントによるCFP算定
（HP上のコンサルタントリストを参照）
３つの書類の準備
（１．認証対象製品の仕様、２．検証シート、３．インベ
ントリデータの表示形式）
HP上のTGO登録検証機関リストから1機関を選択し、
上記3つの書類を提出
検証機関は、CFの計算結果を検証
企業が認証
を更新
検証機関は、検証結果報告書等に署名
検証機関は検証結果報告書
企業は登録を申請。オンライン
等をTGOへ提出
システムでの支払いを実施

委員会の
10日前に送付
不合格

TGOのCFPプログラム事務局は検証結果報告書
等のチェック後、CFP促進委員会に送付
CFP促進委員会は検証結果報告書等を検討

5ヶ月前までに
期限切れを通知

通過

TGOは結果を企業に通知。企業は
認証ラベルを使用可能（使用期間は３年間）

図４－１－１８ ＣＦ削減認証のフロー 196
図４－１－１９にカーボンオフセット認証のフローを示す。組織のカーボンオフセット
を実施する場合、その GHG 排出量の一部をオフセットする（カーボンオフセット）か、そ
の GHG 排出量の全てオフセットする（カーボンニュートラル）とするかを決定する。そし
196

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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て GHG 排出量を算定する際は、
「組織のカーボンフットプリントの算定ガイドライン

197」

を使用する。
製品の COP の場合は、必ずカーボンニュートラル製品とする必要があり、オフセットク
レジットが足りない場合は、認証製品数を減らすことで対応する。製品あるいはサービスの
GHG 排出量を算定する際には、
「製品およびサービスのカーボンフットプリントの算定ガ
イドライン 198」を使用する。
2018 年 4 月 1 日以降、本カーボンオフセット活動に使用されるカーボンクレジットは、
下記 2 つのプロジェクトから得られたカーボンクレジットを使用することが定められてい
る。
①

タイ基準による自主的な温室効果ガス削減プロジェクト（T-VER）

②

共同クレジットメカニズムプロジェクト（JCM）

“Calculation guideline for carbon footprint of organization”（ただし本ガイドライン
を本制度のウェブサイトにおいて見つけることはできなかった）
198 “Calculation guideline for carbon footprint of Products and Services”（ただし本ガイ
ドラインを本制度のウェブサイトにおいて見つけることはできなかった）
197

179

図４－１－１９ 組織または製品のカーボンオフセット認証フロー 199

②登録申請費用について
CFP/CF 削減の登録申請費用は 1 製品・組織当たり 8,500 バーツである。その他の登録
申請費用についての詳細は不明である。
199

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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（５）表示方法（定性的表示、定量的表示、ランキング表示等）
CFP 関連認証には、5 種類の異なるロゴおよびウェブサイト上の表記がある。それぞれ
を以下に紹介する。

①「CFP 認証マーク（製品）」

②「CFP 認証マーク（組織）」

③「CF 削減認証マーク（製品）」

④-1「CN 認証マーク（共通）
」

④-2「COP 認証マーク（共通）」

図４－１－２０ タイのカーボンフットプリント関連ラベル 200
①CFP 認証（製品）の表示
1) ロゴマーク上の表示
200

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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CFP 認証（製品）マークの表示は、定量的表示であり、認証マーク上にその製品ライフ
サイクルにおける CO2 排出量合計（g）が表示される。
2) TGO のウェブサイト上の表示
認証製品情報として、その製品ライフサイクルにおける CO2 排出量合計、およびこの
CO2 排出量を 4 段階（
「原材料」
、
「製造」、「輸送」
、「使用」、
「廃棄」）に分けてグラフで表
示している。
企業名や連絡先などの情報と共に、バウンダリについても、①製品ライフサイクル全体に
わたる温室効果ガス排出量の評価 （Cradle to Grave）を実施した場合は、B2C（Business
to Customer）と記載し、②原材料調達から工場内生産工程終了までの温室効果ガス
（Cradle to Gate）した場合は B2B（Business to Business）と記載する欄がある。
認証日とその有効期限についても記載されており、CFP 認証（製品）の有効期間は 3 年
である。
QR コードが掲載されているが、同コードは商品に掲載することを想定して作成された可
能性がある（リンク先の情報はウェブサイトに掲載されている情報よりも少なく、グラフ上
に 4 段階で示されたライフサイクルの CO2 排出量も無い）。

182

図４－１－２１ TGO のウェブサイト上の「CFP 認証（製品）」の表示 201
②CFO 認証（組織）の表示
1) ロゴマーク上の表示
CFO 認証（組織）マークの表示は、CFP 認証マークと異なり、定量的表示は無く、認証
取得組織の GHG 排出量を算定し、オフセットを実施したことのみを示すものである。
2) TGO のウェブサイト上の表示
オフセットされた組織の GHG 排出総量についての記載はないが、その排出量の比率がス
コープ１、２、３に分けて、グラフと共に表示されている。
認証日とその有効期限が示されており、認証の有効期間は 1 年である。

201

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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図４－１－２２ TGO のウェブサイト上の「CFO 認証（組織）」の表示 202
③CF 削減認証の表示
1) ロゴマーク上の表示
CF 削減認証マークは、定量的表示ではなく、CF 削減認証の取得の有無のみを示すもの
である。
2) TGO のウェブサイト上の表示
企業名や連絡先などの情報と共に、バウンダリについても、①「CFP 認証の表示」と同
様に B2C あるいは B2B と記載する欄がある。
認証日とその有効期限についても記載されており、CF 削減認証（製品）の有効期間は 3
年である。

202

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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図４－１－２３ TGO のウェブサイト上の「CF 削減認証」の表示 203
④COP 認証の表示（共通）
1) ロゴマーク上の表示
カーボンオフセットとカーボンニュートラルの 2 種類があり、それぞれロゴマーク上に
種類が表示されている。カーボンオフセットは青字、カーボンニュートラルは黄緑の字で表
示される。
2) TGO のウェブサイト上の表示
TGO のウェブサイト上では、①認証番号、②認証取得者名、③カーボンオフセットの種
類（組織の CF の一部をオフセットしたもの、またはカーボンニュートラル）、④オフセッ
トに使用したクレジット量（t-CO2）
、⑤認証日と認証有効期限日、⑥オフセットに使用さ
れたクレジットを発行したプロジェクト名、そのシリアル番号、⑦ビンテージ年、⑧使用さ
れたクレジットの償却日）
。
認証有効期限は、組織、製品、イベント、個人に共通して、１年間である。

203

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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図４－１－２４ カーボンオフセットした企業のウェブサイト上の表示 204
（６）ベンチマークの有無 205
タイの CF 削減認証では、①「同じ製品の基準年 GHG 排出量から 2%以上削減をしてい
る製品」
、あるいは②「その製品が分類される製品群のベンチマーク GHG 排出量と同じか、
それを下回る製品」を認定している。
②のベンチマークは TGO のウェブサイド 206で公開されており、下表に示す通り、その殆
どはココナッツミルクなどの食品だが、ゴム、ポリエチレン樹脂、セメント等の化学製品も
ある。ただし①の基準年等は公開されていない。
現在パイロットプロジェクトが実施されており、その結果を待って、その認証基準となる
削減率と製品群ベンチマーク GHG 排出量が再考されること、また将来的には本 CF 削減認
204
205
206

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_is/reduction_is.pnc
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
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証の認証条件として、①と②の両基準の遵守を求めていくことを TGO は示唆している。
表４－１－１６ カーボンフットプリント製品の性能ベンチマーク 207
製品
ココナッツミルク
大豆ミール
完成したコーヒー
スイートコーンの缶詰
牛乳低温殺菌
牛乳低温殺菌
ヨーグルト牛乳
砂糖
砂糖
砂糖
砂糖
砂糖
砂糖
砂糖
砂糖
パーム油
パーム油
パーム油
パーム油
パーム油
パーム油
パーム油
ラテックス
ラテックス
ラテックス
ラテックス
タピオカ澱粉
セメント
セメント
魚の缶詰
ラバーウッド加工
ポリエチレン樹脂
ポリエチレン・プラス
チックペレット
燻製ゴムシート
ブロックゴム
ブロックゴム
ブロックゴム
ホワイトリカー
ホワイトリカー
パイナップル缶詰
パイナップル缶詰

製品タイプ

単位

超高温加熱処理したもの

超高温加熱処理したもの
白砂糖
純白砂糖
純白砂糖
粗糖
ブラウンシュガー
天然ミネラルシュガー
天然のサトウキビ砂糖
氷砂糖
ペットボトル包装
ボトル入り HDPE
LLDPE バッグ包装
ビープ
ビープ
タンクを含む 1 リットル
粗パーム油（CPO）
低アンモニア
中アンモニア
高アンモニア
ビニール袋包装
紙袋包装
混合型セメント
ポルトランドセメント
サバのトマトソース漬け
ラバーウッド加工 AB
高密度ポリエチレン樹脂
リニア低密度タイプ

1 リットル
1kg
1kg
1kg
1 リットル
1 リットル
1 リットル
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1 リットル
1 リットル
1 リットル
1 リットル
1 リットル
1 リットル
1 リットル
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg

（kgCO2e）
性能ベンチマーク
BtoB
BtoC
0.463
0.302
18.68
0.948
2.178
0.286
0.318
0.365
0.444
1.25
1.089
1.016
1.17
0.099
0.17
0.535
0.656
0.525
0.954
1.465
6.04
1.53

1kg

－
STR 5L
STR 20
STR5 CV50、60
40 パーセント（ガラス瓶）
35 パーセント（ガラス瓶）
水漬
パイナップルジュース漬け

1kg
1kg
1kg
1kg
1 リットル
1 リットル
1kg
1kg

1.3
0.187
0.365
0.305
1.216
1.361
0.568
-

-

2017 年 4 月 4 日発行されたもの。なお、性能ベンチマークで BtoB も BtoC 共に空欄
になっている箇所についての説明は TGO のウェブサイト上で見つけることは出来なかっ
た。

207
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（７）対象とするライフサイクル段階
CFP、CF 削減、カーボンオフセットにおける算定対象範囲は共通しており、2 つに分か
れる。①製品ライフサイクル全体にわたる温室効果ガス排出量の評価 （Cradle to
Grave）または、②原材料調達から工場内生産工程終了までの温室効果ガス （Cradle to
Gate）である。
②の場合は、その算定対象範囲が B to B である旨を明記することが義務付けられてお
り 208、実際 TGO のウェブサイトでは B2C あるいは B2B と表示されている。
COP 製品の場合、カーボンニュートラル製品のみが認証される。ただしそのラベルを添
付する製品数は選択することが出来る。
（８）対象とする環境影響領域
CFP、CF 削減、カーボンオフセットは全て対象とする環境影響領域は、気候変動のみ
である。
（９）準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
CFP 算定ガイドライン、および CF 削減評価ガイドラインにおいて、ISO 規格、PAS 規
格、日本のガイドライン（カーボンフットプリントの算定・表示に関する一般原則（TS Q
0010 : 2009）を参照規格としている。

THE NATIONAL GUIDELINE ON PRODUCT CARBON FOOTPRINTING（発行
者：Thailand Greenhouse Gas Management Organization, the National Metal and
Materials Technology Centre, and the National Science and Technology Development
Agency。行年記載無し）
208
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・ ISO 14025: 2006, Environmental labels and declarations -- Type III
environmental declarations -- Principles and procedures
・ ISO 14040: 2006, Environmental management -- Life cycle assessment -Principles and framework
・ ISO 14044: 2006, Environmental management -- Life cycle assessment -Requirements and guidelines
・ ISO 14064-1 : 2006, Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance
at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas
emissions and removals
・ ISO/CD 14067.2: 2011, Requirements and Guidelines for Quantification and
Communication.
・ カーボン・フットプリントの算定・表示に関する一般原則（TS Q 0010 : 2009）
・
PAS 2050:2008, Specifications for the assessment of life cycle greenhouse gas
emissions of goods and services.
※COP の参照規格に関する記載は、TGO のウェブサイト上では見つけられなかった。

図４－１－２５ CFP 算定ガイドラインおよび CF 削減評価ガイドラインの参照規格 209
下記は組織の CFP の参照規格である。
・ ISO 14064-1: 2006, Greenhouse Gases - Part 1: Specification with guidance
at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas
emissions and removals.
・ ISO 14064-3: 2006, Greenhouse Gases - Part 3: Specification with guidance
for the validation and verification of greenhouse gas assertions.
・ ISO/PDTR 14069: 2011, Greenhouse Gases - Quantification and reporting for
GHG emissions for organizations - Guidance for the application of ISO 140641 (working draft 3).
・ The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The
World Resources Institute (WRI): 2001, The Greenhouse Gas Protocol: A
Corporate Accounting and Reporting Standard.
・
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The
World Resource Institute (WRI): 2004, The Greenhouse Gas Protocol: A
Corporate Accounting and Reporting Standard. Revised Edition.
図４－１－２６ 組織の CFP の参照規格 210
（１０）協力体制（コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等）
タイは韓国と同様に国内の CF 関連制度の実施主体である Thailand Greenhouse Gas
Management Organization（TGO）
、および制度の推進協力機関である National Science
and Technology Development Agency (NSTDA)（科学技術庁の下部組織）が ACFN へ参
加している。

209
210

TGO ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
同上。
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４－２．産業界主導の製品 LCA・製品ラベルの取組
４－２－１．PEP ecopassport
４－２－１－１．制度・プログラムの概要
PEP ecopassport®は、電機・電子機器および冷凍空調機器を対象とし、ISO14025 211に準
拠したタイプⅢ環境ラベルのプログラムであり、フランスを中心に運営されている。本プロ
グラムの対象製品は建築物で使用される機器に特化しており、建築物における調達の要件
として活用されることを目的としている。
PEP ecopassport®の運営は、機器メーカーおよび審査機関からのメンバーによって構成
される P.E.P Association が行っており、メンバーの下に、実際に運営を行う運営委員会と
いくつかの部局、算定ルールや技術的な課題に対応する技術委員会が構成されている。
本部はパリに置かれているが、プログラムは ISO14025 に準拠していることから、国際
的にも利用可能なプログラムであるとされている。
プログラムへの製品の登録に係る費用は、表４－２－１の通りとされている。
表４－２－１ PEP ecopassport®における製品登録費用 212
企業ステータス
P.E.P. Association メンバー
P.E.P. Association 貿易協会メンバー
メンバーに属していない場合

登録費用
250 ユーロ
550 ユーロ
850 ユーロ

４－２－１－２．参加企業数、認証製品数等
2011 年の設立からの短い期間でありながら、参加企業数は 54 社、認証製品数 1,968 製
品となっている。また、2018 年度は 350 製品が新たに登録される等、活発に活用されてい
ることが分かる。
４－２－１－３．インセンティブの内容
平成 27 年度事業の一環で参加した国際会議「LCM2015」では、本プログラムに検証員
として登録している仏 Nexans Research Center 社の担当者が、本プログラムの活動に関
する発表を行っている

213。この担当者に対し、e

メールで本プログラムの登録件数や利用

価値に関する質問を送付し、以下の回答を得た。

ISO 14025: 2006 – Environmental labels and declarations – Type III environmental
declarations – Principles and procedures（https://www.iso.org/standard/38131.html）
212 PEP ecopassport®ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
213 LCM2015 への参加報告については、
「平成２７年度グリーン貢献量認証制度等基盤整
備事業（環境負荷可視化に係る国際動向への対応事業）報告書」を参照のこと。
211
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＜PEP ecopassport®への参加のインセンティブ＞


International EPD® System と比べると、PEP ecopassport ®はプログラムとして
は新しいが、対象製品を電気電子及び空調設備に限定しており、類似する要素が多い
ことから、PSR（Product Specific Rules（後述））の策定が容易である



欧州では、公共調達において環境情報の開示が要求事項の一つとして挙げられるこ
とが多く、同プログラムへの参加のインセンティブとなっている



また、建築業界が LEED214や BREAM 215、HQE 216のようなボランタリーな認証スキ
ームを通して環境宣言に積極的に取組んでおり、サプライヤーである電気電子・空調
設備メーカーが同プログラムを通して建築業界への対応を行っている

ただし、今年度事業の一環で実施した欧州における環境フットプリントの関係者へのヒ
アリング調査では、公共調達に関する具体的な適用事例は現時点では存在しない、との回答
を得ている（
「３－２－３．欧州域内の関係機関へのヒアリング」を参照）
。
４－２－１－４．対象とする製品カテゴリ
本プログラムでは、対象製品が電機・電子機器および冷凍空調機器に特化されており、そ
のライフサイクルを対象とした評価の前提条件はある程度類似していることから、プログ
ラム全体に適用される一つの PCR（Product Category Rule）を設け、その下位に個々の製
品カテゴリに適用される PSR（Product Specific Rules）が配置される構成を採用している。
本プログラムにおける PSR の一覧を、表４－２－２に示す。
表４－２－２ PEP ecopassport ® program における PSR 一覧 217
PSR 番号
PSR0001
PSR0002

製品カテゴリ（英）
Wires, cables and accessories
Direct, visible, fixed electric
appliance

heating

製品カテゴリ（和）
電線、ケーブル及び付属品
固定式電熱器

LEED（Leadership in Energy & Environmental Design）
：非営利団体 USGBC
（U.S. Green Building Council）が開発し、GBCI（Green Business Certification Inc.）
が運用を行う、建築や都市を対象とした環境性能評価システム。
215 BREAM（The Building Research Establishment Environmental Assessment
Method）
：英国で初版が開発された、建築物の環境性能を評価する審査手法。持続可能な
設計のベストプラクティスのための基準を設け、迅速、総合的、かつ明確な手法で建築物
の性能を明示する。
216 HQE（Haute Qualité Environnementale）
：フランスの HQE 協会が提唱する建物に
関する公共の環境目標、概念。現在では AFNOR（フランス規格協会）が所有する任意の
NF（Norme Française）認証（国家規格）とされている。
217 PEP ecopassport®ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
214
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PSR 番号
PSR0003
PSR0004

PSR0009

製品カテゴリ（英）
Cable management
Individual and standalone domestic
storage water heater
Electrical switchgear and controlgear
solutions
Drives for blinds and closures installed in
buildings
Self-contained
emergency
electrical
equipment
Ventilation Air Treatment Filtration and
Mechanical Smoke Exhaust Equipment
Comfort Terminal Units

PSR0010
PSR0011

Uninterruptible power supply (UPS)
Hot water radiators or towel radiators

PSR0012

Gas, fuel oil, or biomass boilers

PSR0013

Thermodynamic generators with electric
compression for heating and/or cooling of
premises and/or the production of
domestic hot water
Luminaires
Wood heating system appliance for
individual dwellings

PSR0005
PSR0006
PSR0007
PSR0008

PSR0014
PSR0015

製品カテゴリ（和）
ケーブル管理
家庭用温水器
電力開閉装置・制御装置
建築物用ブラインド開閉装置
自立型緊急時電力装置
空気清浄装置
ファンコイル装置、チルドビー
ム、ダイナミックヒーター
連続電力供給装置
温水ラジエーター又はタオルラ
ジエーター
ガス、化石燃料又はバイオマス
ボイラー
施設の冷暖房、家庭用温水供給
のための電気圧縮を伴う発電機
照明器具
木材を燃料とする戸建て住宅用
の暖房システム

４－２－１－５．表示方法（定性的表示、定量的表示、ランキング表示等）
本プログラムは、ISO14025 に準拠したタイプⅢ環境ラベルのプログラムであることから、
表示方法は定量的表示となる。
認証を示すマークはないが、本プログラムのウェブサイト上では登録番号、登録日、企業
名、製品カテゴリ等を基に認証された製品を検索することが可能である。また、各製品の詳
細な情報は PDF で閲覧が可能であり、製品のライフサイクルにおける環境影響評価につい
て、計算根拠も含め詳細な記載がなされている。
４－２－１－６．ベンチマークの有無
ベンチ―マークについては言及されていない。
４－２－１－７．対象とするライフサイクル段階
製品の製造から使用後処理までのライフサイクル全体を対象としている。
４－２－１－８．対象とする環境影響領域
本プログラム全体の PCR において評価の対象としている環境影響領域は、プログラム共
通の必須指標と企業が自由に選択可能なオプション指標に分かれる。必須の指標を表４－
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２－３に、オプションの指標を表４－２－４に、それぞれ示す。
表４－２－３ PEP ecopassport ® program における環境影響領域 ①必須指標 218
Environmental impact
indicators

Inventory flows indicator

影響領域（英）
Global warming
Ozone depletion

影響領域（和）
地球温暖化
オゾン層破壊

Acidification of soils and
water
Water eutrophication
Photochemical ozone
formation
Depletion of abiotic
resources - elements

土壌及び水圏への
酸性化
水圏への富栄養化
光化学オゾン生成

Total use of primary energy
during the life cycle
Net use of fresh water

非生物資源（鉱
物）の枯渇
ライフサイクルに
おける総一次エネ
ルギー使用量
淡水の正味使用量

単位
kg CO2 eq.
n kg CFC-11
eq.
kg SO2 eq.
kg (PO4) 3- eq.
n kg C2H4 eq.
kg Sb eq.
MJ

m3

表４－２－４ PEP ecopassport ® program における環境影響領域 ②オプション指標 219
Environmental impact
indicators

Inventory flows indicator

影響領域
Depletion of abiotic
resources – fossil fuels
Water pollution
Air pollution
Use of renewable primary
energy, excluding
renewable primary energy
resources used as raw
materials
Use of renewable primary
energy resources used as
raw materials, expressed
Total use of renewable
primary energy resources
(primary energy and
primary energy resources
used as raw materials),
expressed
Use of non-renewable
primary energy, excluding
non-renewable primary
energy resources used as
raw materials

218
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影響領域（英）
非生物資源（化石
燃料）の枯渇
水質汚濁
大気汚染
原料として使用す
る再生可能一次エ
ネルギー資源を除
く、再生可能一次
エネルギー使用
原料として使用す
る再生可能一次エ
ネルギー資源使用
再生可能な一次エ
ネルギー資源の総
使用

原料として使用さ
れる非再生可能な
一次エネルギー資
源を除く、再生不
可能な総一次エネ
ルギー資源使用

単位
MJ
m3
m3
MJ

MJ

MJ

MJ

PEP ecopassport®ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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影響領域
Use of non-renewable
primary energy resources
used as raw materials
Total use of nonrenewable primary energy
resources (primary energy
and primary energy
resources used as raw
materials)
Use of secondary
materials
Use of renewable
secondary fuels
Use of non-renewable
secondary fuels
Hazardous waste
Non-hazardous waste
Radioactive waste
Components for reuse,
Materials for recycling
Materials for energy
recovery
Exported energy

影響領域（英）
原料として使用さ
れる再生不可能な
一次エネルギー資
源使用
再生不可能な総一
次エネルギー使用

単位
MJ

MJ

二次材料の使用

kg

再生可能な二次エ
ネルギー使用
再生可能でない二
次エネルギー使用
有害廃棄物
非有害廃棄物
放射性廃棄物
リユース要素
リサイクル材料
エネルギー回収の
ための材料
回収エネルギーの
外部利用量

MJ
MJ
kg
kg
kg
kg
kg
kg
MJ

４－２－１－９．準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
本プログラムは、ISO14025 および ISO14040 に準拠したものであるとされている。
４－２－１－１０．協力体制（コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等）
本プログラムは、欧州域内の他のタイプⅢ環境ラベルのプログラムである IBU（ドイツ）
や The International EPD® System（スウェーデン）との間で相互認証のための覚書を締
結している 220,221。さらに 2018 年には、国際的なビジョンを高めることを目的として、UL
（米国）との間で相互認証の協定を締結した

222。この協定により、本プログラムにより認

証された製品は追加的な検証を経ることなく、UL のデータベースに製品情報を登録するこ
とが可能となった。

https://www.environdec.com/News-archive/Memorandum-of-understandingbetween-the-International-EPD-System-and-PEP-ecopassport/
221 https://www.thefifthestate.com.au/columns/spinifex/how-to-benefit-from-the-globalgrowth-and-harmonisation-of-epds
222 http://www.pep-ecopassport.org/pepassociation/events/article/5b0bdd3b06fab0f538700d1e50de0230/?tx_news_pi1%5Bnews
%5D=80&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail
220
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４－２－１－１１．日本の類似プログラムとの相違点・類似点
日本の類似プログラムであるエコリーフ環境ラベルとの相違点として、エコリーフ環境
ラベルでは製品カテゴリごとに PCR を開発するのに対し、本プログラムではプログラム全
体の統一した PCR を設け、その下に製品カテゴリごとの PSR を設置する形を取っている
点が挙げられる。また評価の際に適用する LCA データベースについては、同プログラムで
は ELCD223の適用を基本とすることとしており、IDEA の適用を基本としているエコリー
フ環境ラベルとは異なる。
一方で、類似点として、認証された製品情報の公開方法については両制度において製品の
環境負荷情報が詳細に分かるよう運営されており、透明性・信頼性の高い制度運営がされて
いることが伺える。
４－２－２．International EPD® System および ECO Platform
４－２－２－１．概要
International EPD® System は、スウェーデン環境管理評議会が 1998 年に運営を開始
したタイプⅢ環境ラベルのプログラムであり、タイプⅢ環境ラベルの中では最も古くから
活動を行っている。現在は IVL（スウェーデン環境研究所）がその運営を担っている。グロ
ーバルなプログラムとして、南米、トルコ、インドで本プログラムに準拠した地域プログラ
ムが展開されており、全世界の企業が自社製品の環境性について透明性と比較可能性をも
って情報発信できるよう支援することを目的としている。
本プログラムにおいて登録に必要とされる費用は、以下の 2 つに分類される


登録費用（registration fee）：製品の登録及び認定の際に必要とされる費用で、登
録製品 1 つごとに課金される



年間費用（annual fee）
：製品を登録している企業が毎年支払う費用で、登録製品
数に依らず課金される

これらの費用は、同様のプログラムを運営する組織に対する国際的なマーケティングや、
登録製品及び PCR データベースのメンテナンスに用いられるものとされていることから、
LCA の実施に係る費用や工数は、製品の登録を希望する企業が別途負担する必要がある。
本プログラムにおいて設定されている登録費用を表４－２－５に、年間費用を表４－２
－６に、それぞれ示す。

ELCD（European reference Life Cycle Database）は欧州委員会共同研究センターが
開発した LCA データベースで、基礎素材、エネルギー、輸送、廃棄物処理等、欧州連合
域内において最も広く必要とされるデータを無料で公開していた。しかしながら、環境フ
ットプリントに準拠したデータセットの整備が LCDN を通して整ったことを理由に、
2018 年 6 月をもって公開を終了した。
（http://eplca.jrc.ec.europa.eu/ELCD3/）
223

195

表４－２－５
同時登録
製品数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 以上

表４－２－６

International EPD® System における登録費用 224
合計登録費用
［ユーロ］
1,500
2,600
3,300
3,600
4,000
4,200
4,550
4,800
4,950
1 製品につき 500

1 製品あたり登録費用
［ユーロ］
1,500
1,300
1,100
900
800
700
650
600
550
500

International EPD® System における年間費用 225
組織のタイプ

零細企業（従業員数 1～10 人）
中小企業（従業員数 11～250 人）
大企業 （従業員数 250 人以上）
産業セクターとして EPD を登録した業界団体

年間費用
［ユーロ］
500
1,000
2,500
1,000

４－２－２－２．参加企業数、認証製品数等
参加企業数は 43 ヶ国の 250 社、認証製品数は 820 件に昇る。認証製品数の半分は 2014
年以降に登録されたものであり、ここ 5 年間の伸びが著しい。
認証製品数の内訳は建設関連が 40％、食品が 24％、車両運輸関連が 16％となっており、
建設関連以外では食品が多いのが特徴である。食品の認証製品数は主にイタリアやスペイ
ンで多い。
４－２－２－３．インセンティブの内容
本プログラムに関しては明確なインセンティブは示されていないが、顧客に対して多様
なブランドイメージを形成するためのコミニケーションツール、またベストプラクティス
の学習ツールとして有効であるとされている。
４－２－２－４．対象とする製品カテゴリ
本プログラムでは幅広い製品カテゴリを対象としており、階層構造による製品カテゴリ
の分類を行っている。最も大きい分類は表４－２－７の通りである。

224
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表４－２－７

International EPD® System における製品カテゴリの大分類 226

製品カテゴリ（英）
Food & agricultural products
Construction products
Constructions & infrastructure
Machinery & equipment
Electricity
Furniture & other goods
Transport vehicles & equipment
Textile & leather products
Wood & paper products (non-construction)
Fuels & chemical products (non-construction)
Glass and plastic products (non-construction)
Metal products (non-construction)
Services
Food & agricultural products

製品カテゴリ（和）
食品・農産品
建築資材
建築物・インフラ
機器・設備
電力
家具等
輸送車両・設備
繊維・皮革製品
木材・紙製品（建材以外）
燃料・化学製品（建材以外）
ガラス・プラスチック製品（建材以外）
金属製品（建材以外）
サービス
食品・農産品

４－２－２－５．表示方法（定性的表示、定量的表示、ランキング表示等）
後述の通り、
本プログラムは ISO14025 に準拠したタイプⅢ環境ラベルであることから、
表示方法は定量的表示である。
認証を示すマークはないが、本プログラムのウェブサイト上では製品名、企業名、登録番
号、国、製品カテゴリを基に認証された製品を検索することが可能である。また、各製品の
詳細な情報は PDF で閲覧が可能であり、製品のライフサイクルにおける環境影響評価につ
いて、計算根拠も含め詳細な記載がなされている。
４－２－２－６．ベンチマークの有無
ベンチ―マークについては言及されていない。
４－２－２－７．対象とするライフサイクル段階
製品の製造から使用後処理までのライフサイクル全体を対象としている。
４－２－２－８．対象とする環境影響領域
本プログラムでは、対象とする環境影響領域を製品カテゴリごとにその PCR 上で定めて
いるが、プログラム全体として共通で評価を行う環境影響領域は定められていない。
４－２－２－９．準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
本プログラムは、ISO14025 および EN15804 に準拠したものであるとされている。

226
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４－２－２－１０．協力体制（コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等）
欧州では、建築製品を対象としたタイプⅢ環境ラベルの開発および普及を目的としたコ
ンソーシアムである ECO Platform が設立されており、International EPD® System はそ
の設立時のメンバーの一つである。ECO Platform のメンバーの一覧を表４－２－８に示
す。
ECO Platform の組織は、総会、役員会（メンバーであるタイプⅢ環境ラベルプログラム
の代表者などで構成）
、3 つのワーキンググループ（技術課題解決、品質管理と検証方法、
内外関係者間の調整）等から構成されている。ECO Platform に所属しているのは欧州のタ
イプⅢ環境ラベルプログラムであるが、基本的にはいずれも国際的な市場でも用いること
のできるタイプⅢ環境宣言であることが示されている。
3 つのワーキンググループのうち、WGⅢ（内外関係者間の調整）では、ECO Platform
が提供する情報のステークホルダーにおける利用について検討が行われており、対外コミ
ュニケーション方法の提供、ECO Platform の外部への関連活動のメンバーへの報告、CEN
や EOTA などの関連機関の活動のモニタリングなどを行っており、ECO Platform で用意
している製品環境情報の外部活用を積極的に進めている。

198

表４－２－８ ECO Platform のメンバー 一覧 227
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー

227

メンバー種別
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
欧州の業界団体
欧州の業界団体
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
コンサルタント
（従業員 20 名以下）
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
欧州の業界団体
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
コンサルタント
（従業員 20 名以下）
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者

AENOR

プログラム名
GlobalEPD

Alliance HQE- GBC / Programme FDES INIES

Inies FDES

Bau EPD GmbH

Bau EPD

Building Research Establishment Limited

BRE

CERAME-UNIE AISBL
Construction Products Europe
CAATEEB

DAPconstrucción®

Organization

EcoChain Technologies B.V.
EPD Danmark

EPD Danmark

EPD International AB

International EPD® System

Eurima AiSBL
ICMQ S.p.A.

EPD Italy

Institut Bauen und Umwelt e.V.

IBU EPD

Instytut Techniki Budowlanej, ITB (Building Research Institute)

ITB EPD

Metsims Sustainability Consulting
Plataforma para a Construção Sustentável

ECO Platform ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
199

DAPHabitat System

設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
設立メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー
通常メンバー

メンバー種別
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
コンサルタント
（従業員 20 名以上）
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
賛助団体
欧州の業界団体
欧州の業界団体
欧州の業界団体
コンサルタント
（従業員 20 名以上）
グリーンビルディングのスキーム
運営者
グリーンビルディングのスキーム
運営者
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者（設立中）
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者（設立中）
賛助団体
タイプⅢ環境ラベルのプログラム
運営者

Organization
Stichting MRPI (Milieurelevante Productinformatie)

プログラム名
MRPI®/EPD

The Norwegian EPD Foundation

EPD Norge

thinkstep AG
Zavod za gradbeništvo Slovenije

ZAG EPD

EcoQuaestor
European Floor Coverings Association
European PVC Window Profile and Related Building Products Association
EPPA ivzwEPPA
FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry
FORCE Technology
GGBA - German Green Building Association e.V. (LEED)
Green Building Council Italia
Irish Green Building Council

EPD Ireland Programme

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH
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また、この ECO Platform のメンバーを中心に、タイプⅢ環境ラベルの相互認証が進め
られつつある。相互認証へ参加しているプログラムの一覧を、表４－２－９に示す。
表４－２－９ プログラム間の相互認証 参加プログラム 一覧 228
分類
ECO Platform メンバー

ECO Platform 非メンバー












プログラム名／機関名（国名）
International EPD® System（スウェーデン）
IBU EPD（ドイツ）
EPD Norge（ノルウェー）
EPD Denmark（デンマーク）
GlobalEPD（スペイン）
BRE EN15804 Verified EPD（英国）
EPD Italy（イタリア）
Inies FDES（フランス） * MOU のみ
PEP ecopassport®（フランス） *MOU のみ
UL Environment EPD（米国）

ECO Platform では、各プログラムで認証された製品をリスト化する活動を行っている。
異なるプログラム間の相互認証には、各種の運営に関するルール（算定ルールや検証方法な
ど）の整合性を検討する必要があるが、ECO Platform では、ISO14025 および EN15804
に基づく建築物、建材の EPD の共通フレームワークを独自に開発しており、プログラム運
営者のメンバーと検証方法等のルールを共有することで、相互認証を可能としている。
環境ラベルを取り扱う ISO の分科委員会（SC：Sub-Committee）である ISO/TC 207/SC
3 では、2019 年から 2023 年までの活動計画の最終案が提案されており、タイプⅢ環境ラ
ベルのプログラム間での相互認証に関する新しい標準の開発も提案されている。2019 年 3
月時点ではこの標準の開発が決定したわけではないが、今後、新規項目提案（NWIP：New
Work Item Proposal）がなされ、投票によって承認された場合は、この標準の開発が決定
することとなる。
４－２－２－１１．日本の類似プログラムとの相違点・類似点
日本の類似プログラムであるエコリーフ環境ラベルとの相違点として、本プログラムで
はプログラム全体で PCR に階層構造を導入し、効率的な PCR の開発に役立てているとい
う点が挙げられる。また評価の際に適用する LCA データベースについては、同プログラム
では PCR ごとに設定することを可能としており、これも IDEA の適用を基本としているエ
コリーフ環境ラベルとは異なる点である。
一方で、類似点として、認証された製品情報の公開方法については両制度において製品の
環境負荷情報が詳細に分かるよう運営されており、いずれも透明性・信頼性の高い制度運営
がされているということができる。
https://www.thefifthestate.com.au/columns/spinifex/how-to-benefit-from-the-globalgrowth-and-harmonisation-of-epds/
228
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４－２－３．UL Environment EPD
４－２－３－１．概要
UL Environment EPD は、審査機関として世界 10 位前後の規模を誇る米国の UL 社が
運営するタイプⅢ環境ラベルである。
UL 社の前身は、非営利の審査機関である Underwriters Laboratories Inc.であったが、
2012 年に現在の名称となり、営利企業に転換して今に至っている。
UL 社では、タイプⅢ環境ラベルのほか様々な審査業務を行っており、自社で審査を行っ
た製品に関する情報を開示するデータベース「UL-SPOT」には 45,000 件以上の製品が登
録されている。
４－２－３－２．参加企業数、認証製品数等
2019 年 3 月時点で、参加企業数は 150 社強、認証製品数は 1,000 近くに昇る。
４－２－３－３．インセンティブの内容
明確なインセンティブは設けられていないが、グリーンビルディングへの関心の高さが
活発さの背景にあると考えられる。
また後述の通り、欧州における建築製品を対象としたタイプⅢ環境ラベルのプログラム
との間で相互認証の提携がなされている点も、活発さの理由と考えられる。
４－２－３－４．対象とする製品カテゴリ
本プログラムでは、建築関連の製品およびサービスを中心とした製品を対象としており、
さらにプリンターやタイヤ等の PCR も策定されている。
またいくつかの PCR については、
中心となる建築関連の製品およびサービスの PCR の付録として機能するような構造となっ
ている。本プログラムにおける PCR の一覧を、表４－２－１０に示す。
なお、
本プログラムでは、
他のプログラムで策定された PCR の利用も可能とされている。
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表４－２－１０ UL Environment EPD における PCR 一覧 229
PCR
建築関連製品およびサービス
アルミニウム製品およびアルミニウム合金製品
建築物用金属製品
建築物用断熱材
有機系結合剤によるコーティング
カーテンウォール
人工大理石
フローリング
屋根・壁用金属パネル（断熱加工、合金製、被覆）
注入目地材
金属製天井材
非金属製天井パネル
塗料およびワニス
配管
処理ガラス
繊維製品
薄壁材およびパネル
衛生陶器
シーリング材
水冷チラー
浴室用付属器具
建築金物
金属被覆製品システム
商業施設用鉄扉および扉枠
ハンドドライヤー
下水管システム
インバーター製品
プリンターおよび複合機
タイヤ
冷蔵輸送機関
ワイヤ、ケーブル

４－２－３－５．表示方法（定性的表示、定量的表示、ランキング表示等）
本プログラムは、ISO14025 に準拠したタイプⅢ環境ラベルのプログラムであることから、
表示方法は定量的表示となる。
本プログラムのウェブサイト上で公開されているデータベース「UL-SPOT」では、企業
名、製品カテゴリおよびカテゴリごとに定められたフォーマット、規格番号等を基に、登録
された製品を検索することが可能である。
各製品の詳細な情報の閲覧については、データベースへの無料の利用登録が必要となる。

229

UL Environment EPD ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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４－２－３－６．ベンチマークの有無
ベンチマークについては言及されていない。
４－２－３－７．対象とするライフサイクル段階
製品の製造から使用後処理までのライフサイクル全体を対象としている。
４－２－３－８．対象とする環境影響領域
本プログラムの PCR は一部を除き有料で公開されており、対象とする環境影響領域は不
明である。なお後述の通り、本プログラムで対象とする製品のうち建築製品については
EN15804 に準拠していることから、対象とする環境影響領域も EN15804 に準ずると考え
られる。EN15804 において対象としている環境影響領域を表４－２－１１に示す。
表４－２－１１ EN15804 において対象とする環境影響領域 一覧 230
影響領域
資源枯渇－化石
資源枯渇－鉱物
土壌及び大気の酸性化
オゾン層破壊
気候変動
富栄養化
光化学オゾン生成

指標
MJ
kg antimony eq.
kg SO2 eq.
kg CFC-11 eq.
kg CO2 eq.
kg PO43- eq.
kg ethylene eq.

４－２－３－９．準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
本プログラムは、ISO14025 に準拠したものであるとされている。また建築製品の PCR
については、EN15804 にも準拠したものであるとされている。
４－２－３－１０．協力体制（コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等）
本プログラムは、欧州のタイプⅢ環境ラベルのプログラムである IBU（ドイツ）や BRE
（英国）
、EPD Italy（イタリア）との間で相互認証の提携を行っている。一方で、北米にお
けるタイプⅢ環境ラベルのプログラム運営者によるコンソーシアムである Program
Operator Consortium 231には参加していない。
また本プログラムは、LEED の運営母体である USGBC（全米グリーンビル協会）との間
で LEED 認証の制度強化等を目的とした協業を 2013 年に開始したとしており、LEED v4
の導入に併せて共同のタイプⅢ環境ラベル事業の運営を開始した。この一環として、UL は
建築家等による資材のチェックを支援するために LEED toolkit プログラムの運営を開始し
ている。さらに 2018 年には、UL が運営する前述のデータベースである「UL-SPOT」が、
230
231

EN15804 の記載に基づきみずほ情報総研が作成。
http://programoperators.org/
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LEED 適格資材を検索するためのデータベースとして USGBC から正式に承認を受け、今
に至っている。
４－２－３－１１．日本の類似プログラムとの相違点・類似点
日本の類似プログラムであるエコリーフ環境ラベルとの相違点として、エコリーフ環境
ラベルでは PCR を全て無料で公開しているのに対し、本プログラムでは PCR を有償とし
ている点が挙げられる。また他のプログラムの PCR の適用を可能としている点も、エコリ
ーフ環境ラベルとの相違点である。さらに前述の通り、認証製品の情報の閲覧にあたっては
データベースへの利用登録を行う必要がある。
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４－３．中国を対象とした現地調査
４－３－１．概要
諸外国におけるタイプⅢ環境ラベルやカーボンフットプリント等の制度およびプログラ
ムのうち、中国についてはその動向に関する詳細な情報がこれまでは不明であった。今年度
事業では、中国を対象に現地調査を行い、詳細な情報の収集を行った。
今年度事業における中国現地調査の訪問先の一覧を、表４－３－１に示す。
表４－３－１ 中国現地調査における訪問先 一覧
分類
審査機関

海外のプログラム
運営者
その他の研究機関







訪問先
中 環 連 合 認 証 セ ン タ ー （ CEC ： China Environmental United
Certification Center）
中国品質認証センター（CQC：China Quality Certification Centre）
スウェーデン環境研究所（IVL：Swedish Environmental Research
Institute） 北京事務所
Carbon Trust 北京事務所
中 国 自 動 車 技 術 研 究 セ ン タ ー （ CATARC ： China Automotive
Technology & Research Center）

現地調査の実施を通して情報を入手した中国の制度およびプログラムの概要を、表４－
３－２に示す。
なお、実際には中国では様々なラベルが乱立しており、これら以外にも様々な機関が独自
に環境ラベルのプログラムを運営している模様である。
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表４－３－２ 中国における各制度・プログラムの概要（１） 232
中国低炭素製品認証制度

中国グリーン製品認証制度

CEC 十輪マーク

CNCA 233（認証は CEC、CQC 等の審
査機関が実施）

CNCA（認証は CEC、CQC 等の審査機
関が実施）

CEC

2014 年

2017 年

1994 年

不明

0

40 万

7

13

対象とする製品カテゴリの種類

建築製品が中心だが、中小型三相非同
期電気モーターやタイヤも対象

建築製品、軽工業品

様々な製品分野が対象

法律との関係／義務 or 任意

国策として運営されているが、実施は
任意

国策として運営されているが、実施は
任意

任意のプログラムだが、政府調達や公
募の要件等、幅広い分野で活用

複数の審査機関により認証が可能

中国国内の環境ラベルの統一が目的

日本のエコマークと相互認証を実施

－

試行事業を浙江省湖州市で実施中

－

実施主体
開始年
ラベル取得数（認証数）
対象とする製品カテゴリの数

他制度との関係
備考

232
233

各制度・プログラムのウェブサイト、CEC および CQC からの提供資料、各種報道等の記載に基づきみずほ情報総研が作成。
国家認証認可監督管理委員会（CNCA：China National Certification and Accreditation Administration）
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表４－３－２ 中国における各制度・プログラムの概要（２） 234

実施主体
開始年
ラベル取得数（認証数）

CEC 低炭素製品認証

CQC タイプⅢ環境ラベル

CQC カーボンラベル

CEC

CQC

CQC

2010 年

2014 年

不明

不明

100 以下

カーボンフットプリントのみ数百

（現在の参加企業数は 2 社のみ）
対象とする製品カテゴリの数
対象とする製品カテゴリの種類
法律との関係／義務 or 任意
他制度との関係

備考

234

他は極めて少ない

4

不明

不明（PCR は策定しておらず、評価の
システム境界は参加企業がそれぞれ設
定してよいものとされている）

電機・電子機器および事務機器

建築製品

関係なし／任意

地方政府や公共組織の調達要件として
活用／任意

関係なし／任意

基準は十輪マークの基準を引用する形
を採っており、低炭素の認証でありな
がらマルチクライテリアを考慮

－

－

－

－

カーボンフットプリント、削減、ニュ
ートラルの 3 種のラベルを運営

各制度・プログラムのウェブサイト、CEC および CQC からの提供資料、各種報道等の記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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４－３－２．各制度・プログラムの詳細
４－３－２－１．中国低炭素製品認証制度
（１）制度・プログラムの概要
中国低炭素製品認証制度の実施体制を、図４－３－１に示す。

図４－３－１ 中国低炭素製品認証制度の実施体制 235
国家発展改革委員会（NDRC：National Development and Reform Commission）および
国家認証認可監督管理委員会（CNCA：China National Certification and Accreditation
Administration）の所管で、2013 年 4 月に特定製品の低炭素製品認証にあたる「低炭素製
品認証管理暫定弁法」が公布されたのが本制度の始まりとされている。なお、認証ための規
則文書の公開は、後述の通り翌 2014 年である。
本制度は国策として CNCA によって運営されており、CNCA とつながりの強い中国品
質認証センター（CQC：China Quality Certification Centre）以外にも、中環連合認証セ
ンター（CEC：China Environmental United Certification Center）や中国建材検験認証
集団（CTC：China Building Material Test & Certification Group）等の審査機関が認証
を実施することが可能である。
235

中国低炭素製品認証制度ウェブサイトおよび各種報道に基づきみずほ情報総研が作
成。
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図４－３－１で示した各組織の中国低炭素製品認証制度における役割を、表４－３－３
に示す。
表４－３－３ 中国低炭素製品認証制度における各組織の役割 236
対象製品リストの作成
規則文書の作成
認証証書の内容と書式の作成
認証の実施

SIPO

NDRC

CNCA

✓

✓
✓

✓
✓
✓

審査機関

✓

（２）参加企業数、認証製品数等
参加企業や認証製品に関する情報は、本制度のウェブサイト上では開示されていない。
また現地調査の際に CEC の担当者から得た情報では、CEC が認証したのは普通ポルトラ
ンドセメント 1 製品のみとのことである。
（３）インセンティブの内容
公共調達の要件として活用されているとのことだが、詳細は不明である。
（４）対象とする製品カテゴリ
前述の「低炭素製品認証管理暫定弁法」に基づき、2013 年 9 月に低炭素製品認証の対象
製品リストが示され、2014 年 5 月には最初の 4 製品について、また 2016 年にはさらに 3
製品について、認証のための規則文書が公開された。その後製品カテゴリの追加はなされて
おらず、2019 年 3 月現在、対象とする製品カテゴリは 7 製品に留まっている。中国低炭素
認証において対象とする製品カテゴリおよびそれらの認証規則の一覧を、表４－３－４に
示す。
表４－３－４ 対象とする製品カテゴリおよび認証規則 一覧（2019 年 3 月時点） 237
対象とする製品カテゴリ
普通ポルトランドセメント
板ガラス
アルミ合金建築型材
中小型三相非同期電気モーター
セラミック板
織物
タイヤ

認証規則番号
CNCA-LC-0101:2014
CNCA-LC-0102:2014
CNCA-LC-0103:2014
CNCA-LC-0104:2014
CNCA-LC-0105:2016
CNCA-LC-0106:2016
CNCA-LC-0107:2017

236

中国低炭素製品認証制度ウェブサイトおよび各種報道に基づきみずほ情報総研が作
成。
237 中国低炭素製品認証制度ウェブサイトに基づきみずほ情報総研が作成。
210

（５）表示方法（定性的表示、定量的表示、ランキング表示等）
詳細は不明であるが、後述の通り製品カテゴリごとの平均値を基準とし、それを下回る
製品に対してラベルが付与されるものであり、タイプⅠ環境ラベルのような定性的表示で
あるということができる。
（６）ベンチマークの有無
製品カテゴリごとに平均値を基準としているため、他社製品との間で比較が可能である
ことが前提となる。ただし、実際の表示は前述の通り定性的表示であるため、情報の受け
手はラベルが付与されているか否かでしか製品間の違いを判断することができない。
（７）対象とするライフサイクル段階
本制度の評価対象はライフサイクル全体ではなく、製品カテゴリごとに重要度の高いラ
イフサイクル段階を対象に基準を設けている。
（８）対象とする環境影響領域
対象とする環境影響領域は気候変動（地球温暖化）のみである。
（９）準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
既存の規格への準拠については、特に明言はされていない。
（１０）協力体制（コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等）
国策として運営されている制度であり、前述の通り複数の審査機関が認証を行うことが
可能である。
（１１）日本の類似プログラムとの相違点・類似点
JEMAI 環境ラベルプログラムとの相違点としては、タイプⅠ環境ラベルのような定性
的表示であること、ライフサイクル全体を評価の対象としていないこと等が挙げられる。
またエコマークとの相違点としては、製品カテゴリにもよるが、対象とする環境影響領域
を気候変動に限定していることを挙げることができる。
４－３－２－２．中国グリーン製品認証制度
（１）制度・プログラムの概要
本制度は、国務院が 2015 年 9 月に公布した「生態文明体制改革総体法案」の第 46 条
に依拠したものであり、中国国内に存在する様々な環境ラベルの統一を目的としている。
2017 年 5 月に一般原則が、同年 12 月には後述の 13 種の製品カテゴリの標準が発行さ
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れ、また翌 2018 年 3 月にはラベルのデザイン（表４－３－２参照）も CNCA より公開さ
れた。
中国低炭素製品認証制度と同様、本制度も国策として CNCA によって運営されており、
CQC や CTC 等、複数の審査機関が認証を実施することが可能である。
現在、この認証制度の試行事業が浙江省湖州市で行われている
（２）参加企業数、認証製品数等
2019 年 3 月時点で、認証製品は存在していない。
（３）インセンティブの内容
政府により認証取得が推奨されているとのことだが、具体的なインセンティブは設けら
れていない。
（４）対象とする製品カテゴリ
先述の一般原則では、定量的なものと定性的なものの双方について原則を設けている。
その後発行された製品カテゴリごとの標準文書の一覧を表４－３－５に示す。
表４－３－５ 対象とする製品カテゴリおよび認証規則 一覧（2019 年 3 月時点）238
分類
建築製品
建築製品
軽工業品
建築製品
建築製品
建築製品
軽工業品
建築製品
建築製品
建築製品
軽工業品
軽工業品
軽工業品

対象とする製品カテゴリ
人工パネルと木製フローリング
塗料
衛生陶器
建築用ガラス
壁材
太陽熱温水システム
家具
断熱材料
防水および密封材料
セラミックタイル（板）
紡績製品
ウッドプラスチック製品
紙および紙製品

標準番号
GB/T 35601-2017
GB/T 35602-2017
GB/T 35603-2017
GB/T 35604-2017
GB/T 35605-2017
GB/T 35606-2017
GB/T 35607-2017
GB/T 35608-2017
GB/T 35609-2017
GB/T 35610-2017
GB/T 35611-2017
GB/T 35612-2017
GB/T 35613-2017

（５）表示方法（定性的表示、定量的表示、ランキング表示等）
本制度では、ロゴマークの周囲に“CHINA GREEN PRODUCT”の文字があるか否か
によって区別がなされており、前者が全ての領域でグリーンであると認められた場合、後
者が 1 つの領域でグリーンであると認められた場合とされている。

238

中国グリーン製品認証制度ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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表示方法に関しては定性的な表示であると考えられるが、未だ認証を受けた製品が存在
しないこともあり、詳細は不明である。
（６）ベンチマークの有無
本制度では、ベンチマークの設定は特に行われていない。
（７）対象とするライフサイクル段階
本制度では全てのライフサイクル段階を対象とするとされているが、詳細は不明であ
る。
（８）対象とする環境影響領域
本制度ではマルチクライテリアを対象とするとされているが、詳細は不明である。
（９）準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
既存の規格への準拠については、特に明言はされていない。
（１０）協力体制（コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等）
中国低炭素製品認証制度と同様に国策として運営されている制度であり、前述の通り複
数の審査機関が認証を行うことが可能である。
（１１）日本の類似プログラムとの相違点・類似点
定性的な表示であると考えられることから、日本のエコマークとの親和性が高い可能性
があるが、詳細は不明である。
４－３－２－３．CEC 十輪マーク
（１）制度・プログラムの概要
本プログラムは、正式名称を中国環境表示計画と称し、生態環境部（MEE：Ministry of
Ecology and Environment）が所管し CEC が運営するタイプⅠ環境ラベルである。中国に
おける環境ラベルの中では長い歴史を有しており、後述の通り日本のエコマークとの間で
相互認証を実施している。
なお、本プログラムにおいては、認証を行うことができるのも CEC のみとされている。
（２）参加企業数、認証製品数等
本プログラムへの参加企業数は約 4,000、認証製品数は 40 万以上とされており、非常に
活発であるといえる。
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（３）インセンティブの内容
本プログラムは、政府調達や公募の要件等、幅広い分野で活用されている。政府のグリー
ン調達品のリストでは、十輪マークか別の組織が運営する省エネ・節水ラベルのいずれかを
取得していることが要件として挙げられている。
（４）対象とする製品カテゴリ
本プログラムは、様々な製品分野を対象としている。日常的に手にすることのできる製
品でラベルが付与されているものとして、洗剤（食器用、洗濯用）、書籍、小中学生の教
科書、電池、ビニール袋等が挙げられている。
（５）表示方法（定性的表示、定量的表示、ランキング表示等）
本プログラムはタイプⅠ環境ラベルであり、定性的な表示であるということができる。
（６）ベンチマークの有無
本プログラムはタイプⅠ環境ラベルであり、製品カテゴリごとに何らかの基準が設けら
れていると考えられる。
（７）対象とするライフサイクル段階
本プログラムでは、全てのライフサイクル段階を対象としている。
（８）対象とする環境影響領域
本プログラムでは、CO2 の他にも VOC や重金属の排出量等、多様な環境影響領域を対
象としている。
（９）準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
本プログラムはタイプⅠ環境ラベルであることから、ISO14024 239に準拠していると考
えられる。
（１０）協力体制（コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等）
本プログラムは、日本のエコマークとの間で相互認証を実施している。相互認証の対象
とされている製品カテゴリおよび基準文書を、表４－３－６に示す。

ISO14024: 2018 – Environmental labels and declarations – Type I environmental
labelling –Principles and procedures（https://www.iso.org/standard/72458.html）

239
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表４－３－６ 相互認証の対象とされている製品カテゴリおよび基準 一覧 240
対象商品

共通基準

複写機

CJK-03-2009(B)

プリンタ

CJK-02-2009(C)

パーソナル
コンピュータ

CJK-01-2007(B)

DVD 機器

CJK-04-2013(A)

テレビ

CJK-05-2014(A)

プロジェクタ

CJK-06-2015(A)

塗料

CJK-07-2016(A)

文具

CJK-08-2016(A)

繊維製品

CJK-09-2017(A)

スキャナ

CJ-01-2017(A)

シュレッダー

CJK-10-2018(A)

対応する各国の基準
日本
中国
HJ/T424-2017. Digital
No.155「複写機・プリンタ
copying (including multiなどの画像機器 Version1」
function devices
HJ2512-2012. Printers, Fax
No.155「複写機・プリンタ
machines, Multifunction
などの画像機器 Version1」
devices
HJ2536-2014. LCD Monitor,
No.119「パーソナルコンピ
Desktop PC, Integrated PC,
ュータ Version2」
Notebook PC
HJ2536-2014. Digital disc
No.149「BD/DVD レコーダ
player
ー・プレーヤーVersion1」
No.152「テレビ Version1」 HJ2506-2011. Color
Television Broadcasting
Receivers
HJ2516-2012. Projector
No.145「プロジェクタ
Version1」
HJ2537-2014. Water based
No.126「塗料 Vrsion2.5」
coatings, HJ2515-2012. Ship
Anti-fouling Paints, HJ/T4142007. Solvent-based wood
coatings for indoor
decoration and refurbishing
HJ572-2010. Stationery
No.112「文具・事務用品
Verion2.0」
HJ/T2546-2016. Textile
No.103「衣服 Version3.3」
products
No.104「家庭用繊維製品
Version3.3」
HJ2517-2012. Scanner
No.155「複写機・プリンタ
などの画像機器 Version1」
HJ/T2509-2012. Shredder
No.161「シュレッダー
Version1.0」

（１１）日本の類似プログラムとの相違点・類似点
本プログラムは、前述の通り日本のエコマークとの間で相互認証を実施していることか
ら、エコマークと同等の制度と見做すことができる。
４－３－２－４．CEC 低炭素製品認証
（１）制度・プログラムの概要
本プログラムは、十輪マークと同様に MEE が所管し CEC が運営を行っている。国策と
して開始された中国低炭素製品認証に先んじて運営が開始されており、認証を行うことの
できる審査機関も CEC のみとされている。
240

https://www.ecomark.jp/about/mutual/cn/
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（２）参加企業数、認証製品数等
現地調査の際に CEC の担当者から得た情報では、本プログラムに現在参加しているの
はテレビメーカー1 社と複写機メーカー1 社の計 2 社のみとのことである。これは、後述
の通りマルチクライテリアを考慮するため企業にとって取得が難しいこと、また後発の中
国低炭素認証制度が国策として運営されており影響力が大きいこと等が理由と考えられ
る。
（３）インセンティブの内容
公共調達の要件として活用されているとのことだが、詳細は不明である。
（４）対象とする製品カテゴリ
冷蔵庫、洗濯機、多機能複写機、デジタル複写機に対して基準を設けている。
（５）表示方法（定性的表示、定量的表示、ランキング表示等）
十輪マークと同様、一定の基準を満たした製品に対してラベルを付与する形であること
から、本プログラムの表示方法は定性的表示であるといえる。
（６）ベンチマークの有無
本プログラムについては、基準は十輪マークの基準を引用する形を採用している。CO2 排
出量に関しては、スコープ 1, 2 の範囲で同等製品の同じプロセスからの平均的な排出量を
基準として、それよりも排出量が低いことが要件とされている。
（７）対象とするライフサイクル段階
本プログラムについては、前述の通り基準として十輪マークの基準を引用する形を採用
しており、ライフサイクル全体を考慮しているということができる。
（８）対象とする環境影響領域
本プログラムについては、前述の通り基準として十輪マークの基準を引用する形を採用
しており、低炭素の認証でありながらマルチクライテリアを考慮する形となっている。
（９）準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
既存の規格への準拠については、特に明言はされていない。
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（１０）協力体制（コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等）
現地調査の際に CEC の担当者から得た情報では、本プログラムは日本、韓国、ドイツ
との間で相互認証を確立しているとのことだが、詳細は不明である。
（１１）日本の類似プログラムとの相違点・類似点
前述の通り基準として十輪マークの基準を引用する形を採用していることから、本プロ
グラムは日本のエコマークとの間で親和性が高いということができる。
４－３－２－５．CQC タイプⅢ環境ラベル
（１）制度・プログラムの概要
CQC では、独自にタイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢのラベルの認証制度を運営している。
いずれも認証を行うことができるのは CQC のみである。
タイプⅢ環境ラベルに関しては、2012 年に調査を開始し、2013 年に規定文書を公開、
2014 年にプログラムの運営を開始した。
（２）参加企業数、認証製品数等
現時点での認証製品数は 100 以下に留まる。
（３）インセンティブの内容
中央政府での適用は未だ事例がないが、地方政府や公共組織の調達要件として活用され
ており、また国際貿易上の要求事項にも役立てられている。
（４）対象とする製品カテゴリ
本プログラムで対象としているのは建築製品のみである。対象とする製品カテゴリの一
覧を。表４－３－７に示す。
表４－３－７ 対象とする製品カテゴリ 一覧 241
対象とする製品カテゴリ
衛生陶器
混合済みコンクリート
家具
建物用ガラス
壁材
磁器タイル

241

CQC 提供資料の記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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（５）表示方法（定性的表示、定量的表示、ランキング表示等）
タイプⅢ環境ラベルのプログラムであることから、本プログラムの表示方法は定量的表
示であると考えられる。
（６）ベンチマークの有無
本プログラムにおけるベンチマークの有無については、詳細は不明である。
（７）対象とするライフサイクル段階
タイプⅢ環境ラベルのプログラムであることから、本プログラムでは全てのライフサイ
クル段階を対象としていると考えられる。
（８）対象とする環境影響領域
本プログラムで対象としている環境影響領域はマルチクライテリアである。対象とする
環境影響領域の一覧を表４－３－８に示す。
表４－３－８ 対象とする環境影響領域 一覧 242
対象とする環境影響領域
気候変動
オゾン層破壊
土壌および水圏の酸性化
富栄養化
光化学オキシダント生成
資源枯渇－化石
資源枯渇－鉱物

（９）準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
本プログラムは、タイプⅢ環境ラベルの国際規格である ISO14025 243に準拠している。
（１０）協力体制（コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等）
コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等については、特に明言はなさ
れていない。
（１１）日本の類似プログラムとの相違点・類似点
詳細は不明だが、本プログラムはタイプⅢ環境ラベルのプログラムであることから、こ
こでは日本のエコリーフ環境ラベルとの相違点・類似点を検討する。
CQC 提供資料の記載に基づきみずほ情報総研が作成。
ISO 14025: 2006 – Environmental labels and declarations – Type III environmental
declarations – Principles and procedures（https://www.iso.org/standard/38131.html）

242
243
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主な相違点としては、本プログラムは地方政府や公共組織の調達要件として活用されて
いる点が挙げられる。加えて、対象とする製品カテゴリについて、エコリーフ環境ラベル
は建築製品以外の製品カテゴリ、例えば電機・電子機器も対象としているのに対し、本プ
ログラムではその対象を建築製品に限定している点も挙げることができる。
類似点としては、いずれも国際規格である ISO14025 に準拠していると宣言している点
が挙げられる。
４－３－２－６．CQC カーボンラベル
（１）制度・プログラムの概要
中国低炭素製品認証とは別に、CQC では独自のカーボンラベルのプログラムを運営して
いる。本プログラムは以下の 3 種類から構成される。


カーボンフットプリントラベル



削減ラベル



ニュートラルラベル

（２）参加企業数、認証製品数等
現地調査の際に CQC の担当者から得た情報では、本プログラムにおける認証製品数
は、カーボンフットプリントについては数百程度存在するが、他の 2 つのラベルについて
は極めて少ない、とのことである。
（３）インセンティブの内容
本プログラムに対するインセンティブの有無については、詳細は不明である。
（４）対象とする製品カテゴリ
本プログラムは、後述の通り ISO/TS14067 244および PAS2050 245に準拠したプログラム
であるとされているが、現地調査の際に CQC の担当者から得た情報では PCR の策定まで
は行っていない、とのことであり、どのような製品に対しても適用が可能であると考えら
れる。

ISO/TS 14067: 2013 – Greenhouse gases – Carbon footprint of products –
Requirements and guidelines for quantification and communication
（https://www.iso.org/standard/59521.html）
245 PAS 2050: 2011 – Specifi cation for the assessment of the life cycle greenhouse gas
emissions of goods and services
（http://shop.bsigroup.com/upload/shop/download/pas/pas2050.pdf）
244
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（５）表示方法（定性的表示、定量的表示、ランキング表示等）
現地調査の際の CQC の担当者との議論から、カーボンフットプリントは定量的表示、
他の 2 つのラベルは定性的表示であると考えられる。
（６）ベンチマークの有無
本プログラムにおけるラベルのうち削減ラベルに関しては、時間を空けて同じ製品の評
価を 2 回行い、その前後で CO2 排出量が削減していれば認証が取れるものである。また
削減ラベルを取得した製品のフットプリントをオフセットすることで、ニュートラルラベ
ルの取得も可能となる。
以上より、本プログラムにおいてはベンチマークの設定はなされないものと考えられ
る。
（７）対象とするライフサイクル段階
本プログラムにおいては、評価のシステム境界は参加企業がそれぞれ設定してよいもの
とされていることから、ライフサイクル全体が対象であるとは必ずしもいえない。また同
じ製品カテゴリに属する製品であっても、企業によってシステム境界が異なる可能性もあ
るため、他社製品との間で評価結果の比較をすることはできない。
（８）対象とする環境影響領域
本プログラムで対象とする環境影響領域は、気候変動（地球温暖化）のみである。
（９）準拠する規格（ISO 規格、IEC 規格等）
前述の通り、本プログラムは ISO/TS14067 および PAS2050 に準拠したプログラムであ
るとされている。
（１０）協力体制（コンソーシアムへの参加 、他のプログラムとの相互認証等）
コンソーシアムへの参加、他のプログラムとの相互認証等については、特に明言はなさ
れていない。
（１１）日本の類似プログラムとの相違点・類似点
PCR の策定を行わないこと、また評価のシステム境界を参加企業が任意で設定すること
が可能であること等から、日本のプログラムと間で類似点は少ないものであるといえる。
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４－３－３．その他の訪問先との議論の内容
４－３－３－１．スウェーデン環境研究所（IVL）

北京事務所

今年度事業における中国現地調査の一環でスウェーデン環境研究所（IVL：Swedish
Environmental Research Institute）の北京事務所を訪問した際の担当者との議論について、
その概要を以下に記す。

＜IVL の概要および中国のタイプⅢ型環境ラベル＞


IVL の概要について


IVL は、スウェーデン政府 50%、スウェーデン産業界 50%の基金によって設立
された


現在の事業予算の比率は、スウェーデン政府からの拠出が 30%程度、その
他の自主事業からの収入によるものが 70%程度


スウェーデン国内にも、環境保護庁、大学、企業、研究機関、技術協会
等をメンバーとした LCA 普及のためのフォーラムがあり、LCA デー
タベースの開発プロジェクトも実施



世界初のタイプⅢ環境ラベルのプログラムである International EPD®
System を立ち上げた


審査機関である SGS Italy が精力的に取組んでいることから、イタリ
アが現在では最も認証取得数が多い国である




製品カテゴリで認証取得数が最も多いのは、建築製品である

アジアにおける LCA の普及についても積極的に取組んできた


アジアにおける最初の能力開発事業として、韓国の政府関係者や、研究
機関、大学といった機関を対象に LCA のトレーニングを実施



中国においても同様の事業を実施したが、中国では LCA がほとんど浸
透しておらず、タイプⅢ環境ラベルの取得以前に LCA の教育が必要な
状況であると認識



中国における LCA の需要は、主に欧州企業から中国のサプライヤーに
対する LCA データの提供の要望への対応である



中国国内のタイプⅢ型環境ラベルおよび LCA 全般の動向について


2015 年 2 月より IVL が International EPD® System のプログラムを引き継い
でおり、それ以降、北京事務所でもプログラムのヘルプデスク業務を実施


2018 年 10 月に初めて中国企業による同プログラムのラベルの取得があっ
たが、中国では法律の裏付けがないため、なかなか取組が進まないのが実情



また中国国内では Google が利用できないため、Environdec（International
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EPD® System のウェブサイト）を検索することができないことが普及の課
題となっている


タイプⅢ環境ラベルに関連し、中国国内の競合としては欧州の審査機関で
ある TUV や米国の審査機関である UL が挙げられる



中国国内の環境ラベル関連の動きとして、中国グリーン製品認証制度が 2016 年
末から開始された


同制度は、厳密にはタイプⅢ環境ラベルではない


同制度の狙いはタイプⅢ環境ラベルを含む各種環境ラベルの統合だ
が、実際に実現できるかどうかについては課題が多いと考えている



また建築製品が主となっているが、現状では認証製品は存在しない



現在は任意の制度とされているが、将来的には義務化されることを IVL と
しては期待している



以前に CEC が主体となってタイプⅢ環境ラベルの調査が実施されたが、その調
査の結論はタイプⅢ環境ラベルを積極的に推進するべきものではないというも
のであり、IVL としては間違った結果を示していると考えている


紙産業が調査に参加していたが、センシティブな産業でもあるのでそれも
結果に影響を及ぼしていたと考えられる



一応の成果物として紙産業向けのタイプⅢ環境ラベルのガイドブックがで
きたが、現在はタイプⅢ環境ラベルの事業は終了したものと見做されてい
るため、再スタートするのが困難な状況である



なお、この調査を機に中国国内でも LCA のフォーラムが設立されており、
北京工業大学（Beijing university of technology）がホストをしている



タイプⅢ環境ラベルに関する中国国内のその他の動きとしては、鉄鋼メーカー
の一つである Baosteel（宝鋼集団）によるタイプⅢ環境ラベルがある


これは世界鉄鋼協会の方法論に基づいて独自に設定した PCR を公開し、そ
れに沿ったタイプⅢ環境ラベルであるとしているものであり、それを審査
機関である Intertec 社が認証している



Baosteel の中には LCA の専門チームがあり、その背景にコンサル企業はい
ないものと思われる



中国国内にはタイプⅢ環境ラベルを騙るフェイクラベルも存在する


例えば、PCR も策定せず、またライフサイクル全体を対象とした評価です
らなく、生産サイトから発生する環境負荷しか見ないような非常にシンプ
ルなものだったりする



中国の LCA データベースに関しては、一般的には欧州のデータベースである
Gabi や ecoinvent が利用されているが、四川大学の王洪涛教授も独自のデータ
ベースを開発している
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他にも、北京工業大学も国家プロジェクトで開発したデータベースがある
はずだが、現状では非公開とされている



日本のプログラムとの協働について


日本のプログラムの中国におけるヘルプデスク業務、LCA やタイプⅢ環境ラベ
ルに関するトレーニングの共同実施、日本の LCA 専門家との情報交換等ができ
るとよいと考えている

４－３－３－２．Carbon Trust 北京事務所
今年度事業における中国現地調査の一環で Carbon Trust 社の北京事務所を訪問した際の
担当者との議論について、その概要を以下に記す。

＜Carbon Trust 社とカーボンラベルプログラム＞


Carbon Trust 社について


元々は英国政府によって設立されたが現在は独立した組織である


各種コンサルティング事業を実施しており、費用削減と環境影響削減の両
面から顧客に提案を行っている




製品カーボンフットプリントや認証も事業の一つである

2008 年に英国規格協会（BSI：British Standards Institution）および環境・食
糧・農村地域省（DEFRA：Department for Environment, Food & Rural Affairs）
とともに PAS2050 を公開







以来、カーボンラベルについてはこれまで 25,000 件のラベルを公開



WRI の GHG プロトコル製品基準の策定にも貢献した

英国ではブリティッシュテレコム社の削減貢献量評価の支援を実施した


具体的にはテレビ会議システム等が対象



この分野に関しては、日本の GVC 貢献の取組との協働も可能と考えている

気候変動以外の領域としては、水資源消費、廃棄物、土壌などもやっているが、
基本的には気候変動が中心



マレーシアや香港において、カーボンラベルのプログラムの立ち上げにあたり
技術支援を実施




マレーシアは SIRIM が支援先組織であった

中国では CQC と相互認証の検討の提案があり、カーボンラベルプログラムの立
ち上げの支援を実施した


ただし、現時点では相互認証は確立されておらず、企業によっては自社製品
に Carbon Trust と CQC 双方のフットプリントのラベルを貼り付けている
ケースもある
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CQC としては、国際的に認知を受けているラベルがほしいというニーズが
ある




中国の CNIS は PAS2050 を中国語に翻訳した機関であり、関係がある

Carbon Trust 社のカーボンラベルについて


同社が運営するカーボンラべルは、以下の 3 種類


測定済みラベル（いわゆるカーボンフットプリントと同義）



削減ラベル（1~2 年後に同じ製品で評価を行い、削減が認められたもの





サムスンのギャラクシーシリーズ等が認証を取得

ニュートラルラベル（オフセットを組み合わせたもの）

特徴的なカーボンラベル取得企業としては、マクドナルド、代替肉のメーカー、
アルゼンチンの食肉メーカー、農薬メーカー、パッケージ等が挙げられる




英国では紙幣も認証を取得した

中国国内における Carbon Trust 社の事業について


カーボンラベルに関して、同社北京事務所の役割は海外（主に欧州）で販売され
る製品へのラベルの貼付について中国国内の企業の支援を実施すること


カーボンラベルの中国国内での取得実績はまだないため、小売店の店舗で
はラベルを貼り付けた製品を見ることはできない



サプライチェーンでの CO2 排出削減事業にも、コンサルタントとして関与して
いる


ブランドを有する大企業のうち、サプライチェーン上の CO2 排出削減にも
責任を持つ企業が顧客



同社は、WWF との協力のもと SBT の立ち上げに関わっており、中国国内では
WWF 中国と共に中国企業のサポートを行っている。


このように、様々な国際事業について中国企業の参加を技術的にサポート
するのも、同社北京事務所の役割である



中国中央政府は同社の顧客ではないが、地方政府は顧客である




ある都市のカーボンマネジメントのコンサルティングを行っている

同社北京事務所の競合としては、中国国内の研究機関が該当する

４－３－３－３．中国自動車技術研究センター（CATARC）
今年度事業における中国現地調査では、環境ラベルとは直接関係のない機関ではあるが
天津の中国自動車技術研究センター（CATARC：China Automotive Technology & Research
Center）にも訪問し、CATARC が設立の検討を進めている“World Automotive Life Cycle
Assessment Council（WALCA）
”に関して議論を行った。その概要を以下に記す。
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＜WALCA＞


WALCA 設立の目的


CATARC では、WALCA の設立の検討に先立ち、各国の LCA に関する法令、政
策に関する調査を実施


結果として、適用されている LCA の方法論にかなりのばらつきがあること
が明らかとなった



WALCA の設立には 2 つの目的があり、1 つめは世界規模の研究パートナーシッ
プの英知を集めてデータリソースを共有し共同研究に取組むことである


WG のメンバー機関とデータリソースを共有し、国際的に汎用な LCA のデ
ータベースを共同で開発したい



CATARC では、集積したデータに基づいて自動車の LCA データベースを
既に構築した



2 つめの目的は、LCA のモデルと手法の共同研究を行うことである


コア部品、汎用部品の評価手法をそれぞれ構築し、WG の共同研究によって
構築した評価モデルにより、相互認証が可能かを検討したい



CATARC では、中国における自動車を対象とした LCA の手法論を既に開
発した


評価のツールおよびモデルも開発しており、それらを用いて行政機関
の政策立案や企業の支援も実施している



WALCA における重点実施項目について


WALCA では、WG の活動で今後実施したい 4 つの重点項目がある


1 つめは LCA データの共有および研究



2 つめは LCA の手法論やモデルの共有および研究



3 つめは普及と活用のプラットフォームを共同構築すること






自動車のさらなるエコデザイン、低炭素技術の活用を推進したい

4 つめは年に 1 回の国際セミナーを開催すること


来年の 6 月に WG のキックオフミーティングを開催予定



定期的に国際セミナーを構築して発信していきたい

WALCA に対する諸外国の機関からの反応について


CATARC より参加の呼びかけをした各国機関は、中国科学院（CAS：Chinese
Academy of Science）の生態環境研究センター（RCEES：Research Center for
Eco-Environmental Sciences）に加え、米国のアルゴンヌ国立研究所（ANL：
Argonne National Laboratory）
、ドイツ国際協力公社（GIZ）
、英国の MIRA 246、

246

“Motor Industry Research Association”の略。英国の自動車試験研究機関として 1946
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フランス運輸・整備・ネットワーク科学技術研究所（IFSTTAR）
、日本の産業管
理協会の計 5 つの海外機関


これらの機関のうち、CAS RCEES からは快諾を得た



ANL については、米中間の貿易摩擦の影響を理由に回答を保留しており、
代替案として世界鉄鋼協会を推薦された



GIZ からは、参加の意思が固まっている旨の回答を得ている



英国およびフランスの 2 機関からは回答を得られていないので、両国を訪
問し改めて主旨説明を行う予定である

４－３－４．まとめ
４－３－４－１．中国国内市場における環境ラベルの普及
現地調査を通し、中国国内の市場においてはタイプⅠからタイプⅢまで様々な環境ラベ
ルの制度およびプログラムが乱立しているということが、実態として明らかとなった。
国策として環境ラベルの統一を図る動きはある反面、実務を担っている審査機関のレベ
ルではこのラベルの統一という方向性に関する実務上の様々な課題を認識している。また
各審査機関が独自のラベルプログラムを運営しており、国策と競合しているケースも散見
される。
環境ラベルに関連する政策の動向は、実務を担っている審査機関がそれぞれの立場から
実態を感覚的に把握している面があるので、これらの機関と定期的な意見・情報交換を行う
ことにより、日本企業にとって脅威となる可能性のある動向を早期に把握することが可能
になると考えられる。
一方で、前述の通り中国国内では様々な環境ラベルの制度およびプログラムが乱立して
おり、その内容は全体としては玉石混交な面もあることから、日本のプログラムとの相互認
証の提携、日本企業によるラベル取得の支援等のアプローチを行う際には、働きかけるプロ
グラムや機関を慎重に見極める必要がある。
４－３－４－２．中国企業による国際市場での環境ラベルの活用
今回北京事務所を訪問した IVL や Carbon Trust 社のように、プログラム運営者や審査
機関等、海外の諸機関が既に中国企業へのアプローチを進めていることが分かった。また
CQC のタイプⅢ環境ラベルのように、中国国内のプログラムを国際貿易上の要求事項に活
用するといった動きも見られた。
前述の通り、中国国内の諸プログラムは、全体としては玉石混交な面もあることから、信
頼の置ける海外および中国国内双方の機関との関係を確保した上で、相互認証の提携等と

年に設立されたが、2015 年に株式会社堀場製作所に買収され、現在は同社のグループ会社
である。
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併せて中国国内における能力開発の支援をこれらの機関と共同で行うことが、日本からの
貢献として有効であると考えられる。
４－３－４－３．LCA データベース
北京工業大学や四川大学がデータベースを開発している一方、各制度およびプログラム
においては活用されておらず、中国全体としては一貫性に欠けるというのが実態のようで
ある。
また欧州のデータベースが好んで利用されている様子や、CATARC による WALCA プロ
ジェクトの進め方からも、中国における LCA や環境ラベルの関係者は国際的なオーソライ
ズを重視しているものと予想される。
ただし、欧州のデータベースの認知度は高いものの、中国全体として「何か一つ」のデー
タベースに統一されて行くような方向性は今のところ見られないことから、日本企業にと
って馴染みのある IDEA や JLCA データベースが、中国内でも有効なデータベースの一つ
として認知されるよう、中国国内の関連組織に働きかけていくことが有効であると考えら
れる。
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５．その他の動向調査
５－１．製品ライフサイクル領域の施策・規格・イニシアチブ
５－１－１．持続可能なアパレル連合（SAC）
持続可能なアパレル連合（SAC：Sustainable Apparel Coalition）は、2009 年に Patagonia
と Walmart が提携して、
サプライチェーンの持続可能性の評価を呼び掛けたことを機会に、
2011 年に設立されたイニシアチブである。現在は、アパレル、靴、繊維メーカーを中心に、
小売業、NPO、研究機関、政府機関も合わせて約 200 の企業・団体で構成されている。我
が国からは、アシックス、帝人フロンティア、東レ、ファースト・リテイリング、経済人コ
ー円卓会議、日鉄住金物産（今年度より参加）の 6 組織が参加し、環境・社会面への影響を
評価する指標 Higg Index の開発と普及を目的に議論が行われている。
Higg Index は 3 つの対象（
「製品」、
「工場」、
「ブランド」
）に分けて開発されている。さ
らにその「製品」の指標は、①「材料サステナビリティ指標」、②「デザインと開発モジュ
ール」
、③「製品モジュール」に分かれている。①は繊維メーカーを使用対象者としており、
環境負荷の低い材料を選択する際のツール、②はデザインと開発段階での環境負荷を削減
することができるツール、そして③は最終製品の LCA 評価を実施するもツール 2019 年中
に完成予定）である。③の製品モジュールを用いることで、水やエネルギーの消費量から環
境に対するライフサイクルの影響を評価することが出来、ブランド、リテイラー、生産者は
より責任を持って、それぞれの製品の製造等を改善することができ、また将来的な製品ラベ
リング制度や潜在的な環境法規制への対応も視野に入れているとしている 247。
なお、LCA とは直接に関わらないものではあるが、Higg Index の中で、
「工場」に適用
する指標、Higg Facility Module は既に運用されており、2016 年に世界 794 工場が本規格
の審査を受けた。指標は「環境」と「社会労働」の 2 モジュールに分かれており、受審工場
の半数以上（412 工場）が両モジュールでの評価を受けている。ちなみに日本からは株式会
社アタゴの福井市の工場、能美市の工場（Nearagi という記載があるが、不明）の 2 工場が
受審している。なお、2018 年には本指標の改訂が行われた。
表５－１－１ Higg Facility Module の種類および受審工場数 248
モジュールの種類
環境＋社会労働
環境のみ
社会労働のみ
合計

247
248

工場数
412
369
13
794

https://apparelcoalition.org/higg-product-tools/#footprint
SAC ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
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５－１－２．LEED v.4 と建物認証における LCA
５－１－２－１．LEED について
Leadership in Energy and Environmental Design（LEED）は、米国グリーンビルディ
ング協会（USGBC：US Green Building Council）が開発・運用している建物の認証プロ
グラムである。プログラムが定める環境性や社会性、経済性に関する特定の基準を満たした
建物を、第三者機関であるグリーンビルディング認証協会（GBCI：Green Building
Certification Institute）が認証する。認証では、温暖化だけではなく、水や資源リサイクル
等の広い環境影響を対象とした複数の基準について、それぞれ点数がつけられ、合計の点数
により認証の可否が決まる。また、認証された製品の中でも点数によって、標準、銀、金、
プラチナと段階的に高い評価が与えられる。

図５－１－１ LEED における認証システムとポイントの関係 249
米国では公共調達の基準として LEED のラベルが幅広く活用されており、2019 年 2 月 6
日時点で 33,500 件の認定プロジェクトがある。本認証は世界的な広がりを見せており、米
国を除く 166 を超える国と地域でも約 10,000 件

250（2018

年 10 月の時点の値）の認定プ

ロジェクトがある（カナダ：3,227 件、中国 1,501 件、ブラジル：532 件、メキシコ：374
件、ドイツ 327 件、台湾：147 件、日本 120 件、英国 113 件、フランス 81 件）
。
） 251。
2015 年に改訂された LEED v4 の認証基準には、環境パフォーマンスの良い指標の一つ
として、LCA／EPD の実施が選択項目として新たに追加になった。例えば建築設計では 110
一般社団法人産業環境管理協会（2018）, JEMAI 環境ラベルプログラム アドバイザ
リーボード資料

249
250

https://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%20v4%201%20Recertification%20Guide
%20update%206%20Feb%202019.pdf
251 日本では一般社団法人のグリーンビルディンジャパンがその認証を運営している。
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点満点のうち、LCA の実施によって 3 点、環境製品宣言（EPD）の取得によって 1 点、マ
ルチクライテリア 252の評価により 1 点が加算されるため、日本のエコリーフのような Type
Ⅲの環境宣言 253では 5 点が加算される。2016 年 10 月までは従来の v3 の基準と v4 の基準
が併用されていたため、LCA 実施は加点対象では無かったが、2016 年 11 月より v4 のみ
の運用に移行したことから、建築物評価制度の中で TypeⅢの環境宣言取得の重要性が高ま
っている。さらに 2019 年 2 月には v4.1 が公開された。この変更点の最大の特徴は建物の
パフォーマンスのモニタリングを必須とし、そのパフォーマンスのレベルにおいて、認証継
続のための最低点を定めたことである

254（このパフォーマンスのレベルは予め決められた

評価算定方法によって自動的に加点され、40 点以上のポイント取得を認証通過の条件とし
ている）
。
このため、既認証取得者に対して、強制ではないにしろ、この基準に対して再認証の実施
を求めている（本再認証の有効期間は 3 年間）。再認証を行う団体は予定通りのパフォーマ
ンスを発揮していることを証明するため、12 ヶ月のパフォーマンスデータをオンライン上
で提出する必要がある 255。
なお、同じく米国の公共調達基準として、米国環境保護庁（EPA）のプログラムで電子製
品の調達基準となっている EPEAT（電子製品環境アセスメントツール）があり、この中で
も TypeⅢの環境宣言取得が製品の格付け（ブロンズ、シルバー、ゴールドに分類）に用い
られている。

252

気候変動を含めた「複数の環境影響領域（大気汚染、水消費、富栄養化等）
」を対象と
して LCA を実施することを指す。
253 LCA の結果を外部へ開示する環境ラベルの形式（日本ではエコリーフ制度が相当）
。な
お、TypeⅠは第三者による認証ラベル（LCA に限らない、何らかの基準を満たした製品
へ
の認証（日本ではエコマーク）
、TypeⅡは自己宣言によるラベル（LCA には限らない、各
社の独自基準に基づくラベル）
。
254 https://new.usgbc.org/leed-v41#bdc
255 https://www.usgbc.org/sites/default/files/LEEDv4-1_BD+C_ID+C_ENGLISH_0.ppt
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図５－１－２ EPEAT における評価ランクの考え方 256
わが国の JEMAI 環境ラベルプログラムにおいても、このような動きの中、国内事業者の
要望により LEEDv4 に合わせた PCR、ラベルが出てきている。2018 年 3 月現在、JEMAI
環境ラベルプログラムで公開されている PCR は、建築物（躯体および仕上げ材）
、ふっ素塗
料、せっこうボード製品の３つであり、いずれも建築物、建築材料が対象となっている。本
事業で行った 2018 年 3 月のワークショップで、産業環境管理協会の伊藤氏からは、LEED
の取得に関連して、LCA、EPD の算定･認証は困難と考えている企業もまだ多いが、他方
で、実施することが要求事項であることから、他の基準をクリアしなければならない要求事
項に比べるとハードルは低いのではないか、というコメントがあった。

図５－１－３ LEED の点数とラベルの色の関係 257

一般社団法人産業環境管理協会（2018）, JEMAI 環境ラベルプログラム アドバイザ
リーボード資料
257 LEED ウェブサイトの記載に基づきみずほ情報総研が作成。
256
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５－１－２－２．他の建築関連の LCA の動き
欧州では 2013 年に欧州内の規格である EN15804 として建材の LCA 手法に関する標準
文書が成立している。
また、欧州委員会が実施する環境フットプリントの試行事業では、断熱材のパイロットが
実施されている。EN15804 と環境フットプリントの手法はともに複数影響領域の LCA 手
法であるが、環境フットプリントの断熱材のパイロットでは、欧州域内で評価手法の整合性
をとるため、環境フットプリントの手法を EN15804 へ反映すべきという意見もある。なお、
2017 年 12 月のヒアリングにおいて、ドイツでは公共の建築物については、LCA の実施が
必須であるとのコメントがあった。
環境フットプリントは試行事業が行われている段階であり、今後欧州委員会がどのよう
に本格的な制度を構築していくかは明らかではないが、その一つの方法として、環境フット
プリントの試行事業で得られた成果・知見を国際的な標準文書へ反映することで、建築物の
グリーン認証の中に欧州環境フットプリントの手法が反映される可能性がある。
そのほか、建築物の材料調達に関する EPD の取組が進みつつあることから、欧州等の先
進国は当然のことながら、途上国への影響も考慮しつつ、我が国の CASBEE 制度やエコリ
ーフのような EPD 制度が国際的な検討・制度構築の中で孤立しないよう、注意が必要であ
る。
５－１－３．製品持続可能性フォーラム（PSF） 258
製品持続可能性フォーラム（PSF：Product Sustainability Forum）は英国政府が関与す
る産官コンソーシアムであり、2013 年度に製品ラベル表示とは異なるアプローチで製品
LCA の活用に関する報告書“An initial assessment of the environmental impact of grocery
products” 259を発行している。この報告書では 50 種類の食料品等に対して、製品 LCA の
結果に基づいたホットスポットを提示している。PSF では、ホットスポットの詳細と改善
施策を示した製品別の報告書も公開している。目的は、環境影響が大きい、大幅な改善が可
能な製品の選定、ホットスポットの明確化、ホットスポットの改善策の検討であり、改善策
の提示先は企業を想定している。
現在、報告書はウェブサイトにてダウンロードできるが、同フォーラム関連ページが既に
消去されている。この活動の受け皿であった WRAP 260はそもそもリサイクルの推進と廃棄
物削減の活動団体であったため、昨今のトレンドでもある循環経済にその軸足を現在は移
しているようである 261。

258
259

http://www.wrap.org.uk/content/product-sustainability-forum-psf

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/An%20initial%20assessment%20of%20the%20e
nvironmental%20impact%20of%20grocery%20products%20final_0.pdf
260 Waste and Resources Action Programme
261 http://www.wrap.org.uk/
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５－２．削減貢献量評価の領域における施策・規格・イニシアチブ
近年の LCA の活用動向の中で、注目される話題の一つは削減貢献量と言える。削減貢献
量に関するこれまでの経緯や特徴は前年度までの報告書にとりまとめてきたところである。
昨年 3 月には、経済産業省が GVC 貢献量に関するガイドライン「温室効果ガス削減貢献定
量化ガイドライン」を発表しているが、その後、2018 年度には、いくつかの動きが見られ
た。一つは、前期の CDP 回答の中で削減貢献に資する製品の保有が採点対象となったこと
であるが、その他にも国際的に、ガイドラインやレポートの発表があった。我が国では日本
経済団体連合会よりコンセプトブック「グローバル・バリューチェーンを通じた削減貢献－
民間企業による新たな温暖化対策の視点－」が公開されている。以下に、今年度の動きを概
説する。
５－２－１．海外及び国際的な普及の動き
海外の動きの中では、主に２つの関連文書が公開された。一つはフランスの民間企業の連
合体である EpE（enterprises pour l’ environnement）が 2018 年 3 月に公開している文
書 ”Avoided emmissions Companies assess their climate solutions”である。この文書は、
フランスを中心に多くの事業者が集まり、作成されたもので、文書の中にはガイドラインに
相当する内容と 20 社の取組事例が紹介されている。本文書は、フランスのエネルギー管理
庁 ADEME がすでに公開しているガイドラインや実施している政策（企業への削減貢献量
の報告の制度化）に対して、直接に関連しているものではないが、企業側の取組を促進する
ことが目的となっている。
もう一点の文書は、2019 年 3 月に GHG プロトコルの運営を行っている米国の民間調査
機関 WRI（World Resource Institute）が公開したレポート“Estimating and Reporting the
Comparative Emissions Impacts of Products”である。このレポートは以前より WRI が進
めてきた削減貢献量に関する調査の最終報告になる。すでに昨年 2 月の日本 LCA 学会の講
演会にて概要の発表があったが、WRI としては削減貢献量のガイド文書や基準文書の作成
を行うのではなく、既存のガイドラインや基準文書の内容を比較分析し、定量化する際の留
意点をまとめたものとなっている。本文書は WRI が正式に公開した文書であり、今後、ど
のように活用されるか、LCA の活用方法としても注目される。また、我が国が進めようと
している GVC 貢献の方向性にも影響する可能性がある。そのため、内容については、今後、
十分な分析を行い、理解を深めることが必要と考えられる。
５－２－２．我が国を中心とした国際化の動向
我が国の主催にて、今年度に２つの国際的な会合が開催されている。１つは経済産業省、
日本経済団体連合会が主催した COP24 のサイドイベント、もう一点は日本 LCA 学会が行
った ISO 関連の海外有識者を集めた会合（ISO/TC207/SC5 併設ワークショップ）である。
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このうち、COP24 ではフランスのエネルギー管理庁 ADEME、国際化学工業協会、海外
企業と日本より日本経済団体連合会や企業がそれぞれの取組を紹介し、ディスカッション
が行われた。
ISO/TC207/SC5 併設ワークショップでは、経済産業省、日本経済団体連合会フランス、
BASF、スイスから関連する活動の紹介があり、ISO に出席した有識者を交えたディスカッ
ションが行われた。ISO/TC207/SC5 併設ワークショップの概略は日本 LCA 学会が 2019 年
2 月に開催した講演会において産業技術総合研究所の本下氏より発表されている

262。この

ディスカッションでは、技術面、コミュニケーション面の課題が挙げられており、削減貢献
量のニーズに関する背景は大よそ理解され、悪い印象は無いものの、出口を明確化し、出口
に整合させた方法論の課題整理が必要であるというとりまとめがされている。

262

https://www.ilcaj.org/ws/doc/20190214_S1-3.pdf
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５－３．組織バリューチェーン領域の施策・規格・イニシアチブ
５－３－１．CDP 気候変動質問書
企業の環境への対策の実施やその対外的な開示の度合いを評価する民間のイニシアチブ
である CDP は、グローバルで活躍する企業に対して気候変動、水、森林の３つの環境課題
及びサプライチェーンへの対策について、合計４つの質問書を出している。この質問書への
回答をもとに企業の評価が行われており、気候変動の質問書では、その回答内容（取組の有
無など）により、企業を A、A-、B、B-、C、C-、D、D-の 8 段階（A が最も良い評価）で
区分している。今年行われた気候変動質問書 2018 では、我が国の企業 20 社が気候変動分
野で A を獲得しており、昨年よりも増加している。しかしながら、他方で昨年に A 評価を
得ていた企業で、今年 A 評価となっていない企業も複数社存在している。
CDP に関する今年度のトピックとしては、TCFD（Task Force on Climate-related
Finacial Disclosures）への対応があり、また、LCA との関連では、削減貢献量を含む低炭
素製品の保有に関する設問が採点対象となったことが挙げられる。
５－３－１－１．TCFD への対応
特に気候変動質問書では、2018 年の質問書より、TCFD への対応を加えており、2017 年
までの質問書から大幅な変更が行われた。本年は変更後の最初の年であったこともあり、
TCFD 対応の意図をいち早く理解し、その内容にそって作文できた企業の評価が高まった
可能性がある。2019 年以降は、各社が TCFD への対応を本格的に進めることになると考え
られることから、表面的な対応やコミットメントではなく、本質的な対応の有無が競われる
可能性もある。
５－３－１－２．LCA 関連設問が採点対象へ
CDP 気候変動質問書では、サプライチェーン全体の排出量であるスコープ３排出量の算
定有無やサプライチェーン全体で低炭素を促進するような製品を有しているかという設問
がある。このうち、低炭素製品の有無（設問 C4.5a）に関しては、2017 年まで採点の対象
外であったが、2018 年より採点対象となっている。
低炭素製品の定義には、第三者の排出量を低減する製品として削減貢献量の観点も盛り
込まれている。設問の中には低炭素製品の社内の売上に対する比率を聞くものもあり、ライ
フサイクルアセスメントの結果をもとに低炭素な製品を社内で認定し、その売上を伸ばす
ような施策が評価される。低炭素製品に関する設問は、本年が採点対象となった最初の年で
あることから、今後、各社の 2018 年以降の本設問への回答内容を注視し、分析することで、
製品 LCA の促進につながるヒントを得られると期待できる。
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５－３－２．ISO14064-1 の改訂
ISO14064-1：2006 は組織の GHG 排出量の定量化の仕様・手引きに関する ISO 規格で
ある。このガイダンスとして開発された ISO/TR14069 が、スコープ 3 基準との整合性を重
視し組織のバリューチェーンにおける GHG 排出量の定量化を考慮する内容となったこと
を受け、その内容を包含しスコープ 3 の要素を強化する形で ISO14064-1 の改訂作業が行
われ、2018 年 12 月 18 日に、ISO14064-1:2018（第 2 版）が発行された。主な変更点は以
下の通りである。
本改訂は、
ISO14064 という組織の GHG 排出量管理を主眼とした規格が、
サプライチェーン全体まで排出量管理を重要とみなしたものであり、企業にとってライフ
サイクル／サプライチェーン上の排出量を評価することがグローバル全体で必須項目と認
識されていることを示していると考えられる。

 報告対象の境界（バウンダリ）を報告するための新しいアプローチが導入され、組
織が保有する事業所からの排出及び電力・熱などの生産からの間接排出以外の間接
排出（その他の間接排出）まで対象範囲を拡大した。この変更は、間接排出の重要
性を認識し、バリューチェーン全体でより多くの種類の間接排出を含む GHG イン
ベントリを把握する組織が増加していることに対応したものである。
 間接 GHG 排出を 5 つの特定カテゴリに分類するための要求事項と指針が提供さ
れた。
 特定項目における GHG の定量化と報告に関する新しい要求事項と指針として、生
物起源炭素や発電由来の GHG 排出量の取り扱いなどが追加された。
図５－３－１

ISO14064-1 の改訂による主な変更点 263

なお、ISO14064-2（温室効果ガス―第 2 部：プロジェクトにおける温室効果ガスの排出
量の削減又は吸収量の増加の定量化，モニタリング及び報告のための仕様並びに手引）およ
び ISO14064-3（温室効果ガス―第 3 部：温室効果ガスに関する主張の妥当性確認及び検証
のための仕様並びに手引）も現在改訂作業に入っており、2019 年中に改訂版が発行される
見込みである 264。

https://blog.ansi.org/2019/01/iso-14064-1-2018-greenhouse-gas-emissions/
https://andrewtmarlow.wordpress.com/2019/01/15/iso-14064-12018-on-ghg-reportingpublished/ 等をみずほ情報総研が抜粋翻訳
264 https://blog.ansi.org/2019/01/iso-14064-1-2018-greenhouse-gas-emissions/
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