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はじめに

 産業界の自主的取組である低炭素社会実行計画は、｢地球温暖化対策計画｣にお
いて、産業界における温暖化対策の中心的役割として位置づけられています。

 本事例集は、各業界の低炭素社会実行計画における取組の中から、他の業界の模
範となるものを共有することで、低炭素社会実行計画の更なる深化・充実を図ることを
目的に作成しました。

 低炭素社会実行計画フォローアップ調査票等に記載されている内容や、個別ヒアリング
等を通じ、低炭素社会実行計画の取組促進への貢献が期待できる事例として、ホー
ムページを使った訴求、長期ビジョンの提示、業界内での情報共有・活用の３つに大
別して１５種類の取組を掲載しています。

 今後も、各業界のご協力を得つつ、取組事例の充実を図ってまいります。
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１．ホームページ等を通じた取組内容の紹介

 業界団体のホームページに最新の低炭素社会実行計画
のフォローアップ結果や実績進捗概要等を掲載している。

 多くの団体が低炭素社会実行計画への取組実績をホームページ等を活用して内外に
情報を発信している。

 業界を挙げて地球温暖化対策を進めていることを示すことで、未
参加企業への参加を促す。

 企業の実情に熟知した業界団体の目線から具体的な取組事
例として紹介されることで、（とくに中小企業において）温暖化
対策を自らの課題として認識するようになり、これまで実践できな
かった活動につなげることが期待される。

 経済産業省 産業界の自主的取組HP
(https://www.meti.go.jp/policy/energy_environm
ent/kankyou_keizai/va/index.html)

 各業界団体HP

板硝子協会 日本建設機械工業会

情報サービス産業協会 日本ゴム工業会

石油鉱業連盟 日本産業車両協会

石油連盟 日本製紙連合会

石灰石鉱業協会 日本自動車部品工業会

セメント協会 日本染色協会

電気事業低炭素社会協議会 日本鉄鋼連盟

電機・電子温暖化対策連絡会 日本電線工業会

日本アルミニウム協会 日本貿易会

日本印刷産業連合会 日本レストルーム工業会

日本化学工業協会 リース事業協会

日本ガラスびん協会

取組概要 既に取り組んでいる団体一覧

期待される効果

参考情報

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyou_keizai/va/index.html
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１－１．明快でリッチな情報発信（電機・電子温暖化対策連絡会）
 電機・電子温暖化対策連絡会のホームページ上で、低炭素社会実行計画の4つの柱
立て（①2020年・2030年の削減目標へ向けた取組、②低炭素製品・サービス等によ
る他部門での削減、③海外での削減貢献、④革新的技術の開発・導入の取組）に
沿った業界としての取組をわかりやすく示している。

(引用元)電機・電子温暖化対策連絡会 http://www.denki-denshi.jp/index.php

毎年のフォローアップ報告書、データシート、報告用PPTに加えて、パ
ンフレットや実施要領、削減貢献方法論などの情報が集約されてお
り、対外的な情報発信に積極的に取り組んでいる。

フォローアップ結
果の公表だけ
でなく低炭素
社会実行計画
の取組主旨や、
具体的取組内
容についても発
信している。

低炭素社会実
行計画への参
加メリットを訴
求しカバー率の
アップのための
工夫をしている。

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用

http://www.denki-denshi.jp/index.php
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１－２．海外に向けた情報発信（日本鉄鋼連盟）
 日本鉄鋼連盟のホームページ上で、毎年の報告資料PPTの英語版を掲載して、計画の
進捗状況や取り組み状況を発信している。

 また、業界の長期的なビジョン、Zero-carbon steelへの取り組みなど、将来の技術開
発への取組についても情報を公開している。

(引用元) 日本鉄鋼連盟https://www.jisf.or.jp/en/activity/climate/index.html

業界としての気候変動への取組、低炭素社会実行計画
の進捗状況等を英語HPで情報発信している。

フォローアップ報告資料
を英訳、低炭素社会
実行計画の進捗状況
を海外に向けて発信し
ている

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用

https://www.jisf.or.jp/en/activity/climate/index.html
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２．長期ビジョンの提示

 8つの業界団体が2050年に向けた長期ビジョンを策定、業界
の将来の絵姿やシナリオ分析、イノベーションへの取り組みなどが
盛り込まれている。

 低炭素社会実行計画に参加している各業界団体は、独自の2050年に向けた長期ビ
ジョンを策定している。

業界団体名 策定年 長期ビジョンの名称

日本化学工業協会 2017年5月 地球温暖化問題への解決策を提供する化学産業としてのあるべき姿

日本鉄鋼連盟 2018年11月 日本鉄鋼連盟 長期温暖化対策ビジョン『ゼロカーボン・スチールへの挑戦』
日本ガス協会 2018年12月 都市ガス・天然ガスを活用した長期地球温暖化対策への貢献の絵姿
石油連盟 2019年5月 石油産業の長期低炭素ビジョン

電気事業低炭素社会協議会 2019年10月 低炭素社会の実現に向けた我が国の電気事業者の貢献について
電機・電子温暖化対策連絡会 2020年1月 電機・電子業界「気候変動対応長期ビジョン」

日本アルミニウム協会 2020年3月 アルミニウム圧延業界の温暖化対策長期ビジョン（2050年）
日本自動車工業会・
日本自動車車体工業会 2020年3月 日本自動車工業会 地球温暖化対策長期ビジョン

 2020年、2030年といった短中期的な取組を超えて、長期
的な排出削減に向けた業界としての貢献を内外に示すこと
ができる。

取組概要 期待される効果

既に取り組んでいる団体一覧

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用



アルミニウム圧延業界の温暖化対策長期ビジョン
(2050年)
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２－１．2050年までのCO₂排出量シナリオ(日本アルミニウム協会)
 2050年までの地金を含む展伸材製造時の排出量をシナリオを設定して試算している。

(引用元) 日本アルミニウム協会 アルミニウム圧延業界の温暖化対策長期ビジョン（2050年） https://www.aluminum.or.jp/sys_img/files/1585205691_0.pdf

 ①展伸材製造時のCO2排出量の最小化、
②アルミニウムの高度な資源循環の実現

 アルミニウムの高度な資源循環を実現する革新
的生産プロセスの技術開発により展伸材への再
生地金比率を増加し、更に再生可能エネルギー
や非化石燃料の利用および廃熱回収等により、
地金を含む展伸材製造時のCO2排出量は、
2050年に44％の削減効果を見込む。

シナリオ①
展伸材製造時のCO2削減

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用

シナリオ②
世界のアルミ製錬の温暖化対策を考慮

 世界のアルミ製錬の温暖化対策を考慮した場合、
7～8割の削減効果を見込み、政府目標「温室
効果ガス80％削減」をほぼ達成する。
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２－２．2100年までのCO₂排出量シナリオ(日本鉄鋼連盟)
 生産プロセスや経済・社会の変化等の様々なシナリオを想定し、2030年から2050年を
超えて2100年までのCO₂排出量、CO₂排出原単位を試算・分析している。

(引用元) 日本鉄鋼連盟 長期温暖化対策ビジョン 『ゼロカーボン・スチールへの挑戦』 https://www.jisf.or.jp/business/ondanka/zerocarbonsteel/

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用

• 鉄鋼業の長期温暖化対策シナリオ
 BAU(Business as Usual、成り行き) シナリオ：天然資源ルート、リ

サイクルルートともに現状の原単位のまま粗鋼生産量が変化。鉄鋼蓄
積拡大等に伴いスクラップ回収量（＝利用量）が増大。

 BAT(Best Available Technology、先端省エネルギー技術)最大
導入シナリオ：既存の先端省エネ技術（CDQ, TRT等の既存技術）
を世界に最大限展開。効果はIEA ETP2014のBAT国際展開による
削減ポテンシャル（21%）とし、2050年に達成されるものと想定。

 革新技術最大導入シナリオ：現在開発中の革新技術
（COURSE50（水素還元部分）、フェロコークス等）が、2030年以
降2050年までに最大導入されるものと想定。

 超革新技術開発シナリオ：現在まだ緒についていない超革新技術
（水素還元製鉄、CCSU等）の導入、並びに系統電源のゼロエミッ
ション化により、2100年の鉄鋼プロセスの脱炭素化達成を想定。

• BAT最大導入、革新技術最大導入では、2100年に向けて原単位は改
善するが、生産量が増加するためCO2排出量は増加すると分析している。

• 水素還元製鉄、CCS/CCU、電源ゼロエミ化といった超革新技術開発シ
ナリオが導入された場合には、2100年に鉄鋼業の脱炭素化が完了すると
分析している。
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２－３．長期的なイノベーションへの取組（日本化学工業協会）
 温暖化対策への取組を業界のチャンスととらえ、長期的なイノベーションに取り組む。

(引用元)日本化学工業協会 地球温暖化問題への解決策を提供する化学産業としてのあるべき姿 https://www.nikkakyo.org/basic/page/global_warming_efforts

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用

将来の業界としてのあるべき姿を
想定し、これを実現するために①
原料の炭素循環、 ②プロセス、
構造の転換、 ③ライフサイクルを
通したＧＨＧ削減といった革新
的な技術の開発への取組を進め
るビジョンを示している。
加えて、それらを④海外への展開
することで世界全体のGHG削減
に貢献するとしている
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２－４．将来の業界の絵姿の提示 (電気事業低炭素社会協議会)
 将来の電気事業のあり方と具体的施策が示されている。

(引用元)電気事業低炭素社会協議会 低炭素社会の実現に向けた我が国の電気事業者の貢献について https://e-lcs.jp/news/detail/000183.html

地球規模でのCO2排出削減による
低炭素社会の実現に向けた電気事
業のあり方と実現する具体的施策
が示されている。
電気事業の根幹は「安全の確保を
大前提とした、エネルギー安定供給、
経済性、環境保全、すなわち『Ｓ＋
３Ｅ』の同時達成を果たすエネル
ギーミックスの追求」にあり、
また、CO2排出削減のアプローチは
「徹底した省エネルギーと最適なエネ
ルギー構成を前提とした『電気の低
炭素化』と『電化の促進』」であるとし
ている。そのためには、「従来からの
普遍的な取組みを継続しつつ」「『イ
ノベーション』を通じた革新的技術の
実用化に向けて、官民一体となって
努力していく」とともに、 「『海外貢
献』に積極的に取組んでいく」ことが
示されている。

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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３．業界内での情報共有・活用

 多くの業界団体では、セミナーやイベントの開催、事例集等の作成を通じてベストプラクティスを共有している。加えて、計画を進める
一環として計画参加企業へフィードバックを実施する事例や、取組への表彰を実施することで計画参加へのインセンティブとしている
業界もある。さらに、ロゴマークの導入や認定制度の活用、PDCAサイクルを回していくための工夫を施すなど、多種多様な取り組み
が進められている。

1. セミナー、イベント、見学会等で事例を共有
– 電気事業低炭素社会協議会、日本ガス協会、日本鉱業協会、石灰石鉱業協会、日本鉄鋼連盟、日本化学工業

協会、石灰製造工業会、日本アルミニウム協会、日本電線工業会、日本伸銅協会、日本製紙連合会、セメント協
会、プレハブ建築協会、電機・電子温暖化対策連絡会、日本フランチャイズチェーン協会、日本DIY協会、日本貿易
会、日本自動車部品工業会

2. 事例集、パンフレット等を作成
– 日本ゴム工業会、日本アルミニウム協会、日本電線工業会、日本印刷産業連合会、電機・電子温暖化対策連絡

会、日本ベアリング工業会、日本産業機械工業会、日本建設機械工業会、日本工作機械工業会、日本ショッピン
グセンター協会、情報サービス産業協会、日本自動車部品工業会

3. 計画参加企業へのフィードバックの実施
– 日本工作機械工業会、日本DIY協会、情報サービス産業協会、日本自動車部品工業会

4. ロゴマークや認定制度
– 日本印刷産業連合会、情報サービス産業協会

5. PDCAサイクルを回すための工夫
– 電気事業低炭素社会協議会、日本鉱業協会

 多くの業界団体が低炭素社会実行計画の目標達成に向けてベストプラクティス事例を
様々な方法で共有している。

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用

取組概要
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３－１．業界団体によるベストプラクティスの共有・展開 (日本鉱業協会)

 地球温暖化対策、省エネルギー対策、再生可能エネ
ルギー普及促進など我が国のエネルギー政策に関する
情報の会員企業への提供、業界要望や問題解決に
向けての施策を提案。

 会員企業の地球温暖化対策・省エネルギー対策に関
する情報交換、情報共有および当業界内外の優良事
例のIoT, AI, RPA、予兆保全など革新技術を適用し
た他業界の事例事業所現地見学・研究会の開催によ
る情報共有。

 最新の省エネルギー技術､エネルギー政策の動向に係
る専門家を招聘しての会員企業向け講演会の開催。

 業界団体がセミナー、イベント、見学会等を通じて、業界団体が主体的にベストプラクティ
ス事例の共有・展開を進めている。

(引用元) 日本鉱業協会HP(https://www.kogyo-kyokai.gr.jp/)及び提供資料

日本鉱業

協会

委員会

部会

機関誌

『鉱山』

•全国鉱山・
製錬所現
場担当者
会議

役員クラスが関与す
る委員会・部会での
情報共有

機関誌を通じた情報
の共有・展開

全国会議における情
報の共有・展開

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用

役員クラスの関与する委員会・部会
での情報共有・情報交換

 会員企業における資源、製錬、工務、分析、新材
料の各分野の現場担当者から、最新の開発・改
良事例や省エネ事例等が報告される。同会議は
一般参加可能で広く情報を提供。

全国鉱山・製錬所現場担当者会議
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３－２．SDGs事例集による個社の取組の発信(日本化学工業協会)

• 2017年 5月に「持続可能な開発に向けての化学産
業のビジョン」を公表、各企業が日本の強みである革新
的な技術と製品 (イノベーション) と問題解決力 (ソ
ルーション) を生かして、更なる成長に向けた事業活動
と持続可能な開発への貢献の両立を目指した３つの
ビジョンをに策定している。
 ビジョン１ 化学の力によりイノベーションを創出し、
⼈々の豊かで健やかな生活に貢献します

 ビジョン２ 世界的な環境・安全問題への取り組み
を⽀援します

 ビジョン３ ステークホルダーとの対話を通じて、化学
産業による貢献を促進します

• 2019年から各社の事例を収集、関連するSDGsの
ゴールを示しながら、個社へのインタビューを行っている。
 2019年：9事例

 2020年：11事例

 セミナー、イベント、見学会等を通じて、ベストプラクティス事例の共有を進めている。

(引用元) 日本化学工業協会HP(https://www.nikkakyo.org/sdgs/cases/page/new)

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用

SDGs事例集
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３－３．パンフレットによる効果的な情報発信
(電機・電子温暖化対策連絡会)

 電機・電子業界自身のエネルギー効率の改善
を通じた排出削減への取組にとどまらず、社会
全体への貢献を具体例を交えながら整理して
いる。

 エネルギーの生産から消費まで、各段階での排
出削減への貢献事例を挙げ、その削減効果を
分かりやすく説明している。

 イノベーションによる長期的な排出削減のための
技術開発にコミットし、業界としての目指す姿を
検討している。

 温暖化対策に関する考え方をポジションペーパーとして整理、内外に向けて配布している

(引用元)電機・電子温暖化対策連絡会 http://www.denki-denshi.jp/index.php

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用

http://www.denki-denshi.jp/index.php
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３－４．環境報告書等による業界の取組の発信(日本産業機械工業会)

 環境活動報告書の中
で低炭素社会実行計
画への取組、エネルギー
原単位やCO₂排出量、
エネルギー転換の進捗
状況等をを詳細に説明
している。

 業界団体として環境活動報告書・社会責任報告書を作成、低炭素社会実行計画へ
の取組状況を発信している。

(引用元)日本産業機械工業会環境委員会 環境活動報告書 2019
https://www.jsim.or.jp/pdf/publication/a-1-55-00-00-00-20200322.pdf

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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３－４．社会責任報告書による業界の取組の発信
(日本印刷産業連合会)

 業界団体として社会責任報告書を作成、低炭素社会実行計画への取組状況を発信
している。

(引用元) 日本印刷産業連業界 社会責任報告書 2018/2019 https://www.jfpi.or.jp/files/user/JFPI%20Social%20Responsibility.pdf

 社会責任報告書の中で、環
境自主行動計画にもとづく活
動の一つとして低炭素社会実
行計画の進捗状況を説明し
ている。

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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３－５．省エネ事例集の作成と展開(日本自動車部品工業会)

(引用元) 日本自動車部品工業会 https://www.japia.or.jp/

 フォローアップ調査と同時に省エネ事例を収集、日本自動車部品工業会の会員専用サイトでPDFの
形で掲載・配布し、事例紹介のセミナーを実施している。

 また、中日本⽀部所属の企業については、⽀部活動の一環として事例を冊子にまとめ、事例発表会
を行っている。

 加えて、BAT事例の水平展開状況調査を主要企業を対象に、フォローアップと同時に実施している。

 温暖化防止推進分科会では毎年会員企業からの省エネ事例を集約し全会員企業に
情報を発信。省エネ関連説明会では優秀省エネ事例の紹介のほか、省エネ事業社クラ
ス分けで3年連続Sクラスの環境マネジメント取組事例を紹介している。加えて、BAT事
例の水平展開状況調査を行っている。

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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３－５．省エネ事例集の作成と展開(日本建設機械工業会)

(引用元) 日本建設機械工業会
http://www.cema.or.jp/general/environment/main_02a.html

 参加企業のベストプラクティスを省エネ事例集として整理、内外に向けて展開している。

 職場環境改善、製造エネルギー改善、エネル
ギー転換、その他に省エネ事例を分類し、その
投資額と省エネ効果を含む省エネルギー対策
事例集をHPで公開している。

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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３－５．省エネ事例集の作成と展開(日本電線工業会)
 参加企業のベストプラクティスを省エネ事例集として整理、内外に向けて展開している。

 参加企業の省エネへの具体的な取組内容や注意点、
削減効果などを技術・設備関係とオフィス・照明関係に
分けてHPで公開している。

(引用元) 日本電線工業会 https://www.jcma2.jp/index.html

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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３－６．参加企業の環境意識啓発のためのフィードバック
(日本工作機械工業会)

 2002年から環境活動に取組む会員
企業の先行事例等を集積し「環境活
動マニュアル」として冊子にまとめて全会
員に配布、2019年に第11版を発行
した。

 環境活動状況問診票を会員企業に
送付、各企業の担当者が回答した結
果を踏まえて「環境活動状況診断書」
を発行している。

 設問に回答することで、工場やオフィス
で自社がまだ取り組めていない省エネ
事例について回答者に気づきを促し環
境活動マニュアルのデータベース（Ｈ
Ｐ上で会員企業にのみ限定公開）を
通じて他社の先行事例を参考にする
ことで、自社が取り組みやすくなる仕組
みとなっている。

 環境安全委員会による環境先進工
場の見学会を定期的に開催し、情報
収集 を行うとともに、環境・安全活動
の実地啓発に努めている。

 会員企業が自社の環境レベルを認識し、かつ環境意識の啓発をトップダウンで図るため
に、毎年「環境活動状況診断書」を発行しフィードバックを行っている。

(引用元) 日本工作機械工業会 https://www.jmtba.or.jp/

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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３－７．ベンチマークデータの提供(情報サービス産業協会)
 各社のエネルギー原単位を計画参加企業の中でどの位置付けになっているか、ベンチ
マークの策定を通じて数値的なフィードバックを行っている。

 2016年にオフィス部門の省エネに関する事例を「情報サービス産業 オ
フィス部門 省エネルギー対策事例集」(第二版)として公表している。

 計画参加企業のオフィス部門のエネルギー原単位を、他社のエネルギー
原単位と比較するベンチマークを作成、この結果を基に各社へのフィード
バックを行っている。

(引用元) 情報サービス産業協会 https://www.jisa.or.jp/

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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３－８．認定・表彰制度やロゴマークの作成 (日本印刷産業連合会)

 印刷業界独自の環境基準であるグリーンプリン
ティング認定基準に、低炭素社会実行計画参
加企業には加点することで優位性を付与し、計
画への参加を促している。

 環境に配慮した活動を実施している工場を表彰
する「印刷産業環境優良工場表彰」の基準の
一つに低炭素社会実行計画への参加が含まれ
ている。

 認定制度や表彰制度により環境問題に取り組む企業を増やすとともに、ロゴマークを作
成し、地球環境に配慮した印刷製品であることを対外的に発信している

(引用元) 日本印刷産業連合会 https://www.jfpi.or.jp/

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用



23

３－８．認定制度やロゴマークの作成 (情報サービス産業協会)
 認定制度やロゴマークを作成し、低炭素社会実行計画への取組を対外的に発信してい
る。

 活動のロゴマークを制定し、活動
参加のモチベーションアップを図って
いる。

 参加企業へロゴマークを配布し、オ
フィスでの展示、CSR報告書での
表示、マスクへのプリント(検討中)
等に活用されている。

(引用元) 情報サービス産業協会 https://www.jisa.or.jp/

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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３－９．PDCAサイクルを明示 (電気事業低炭素社会協議会)

 会員事業者がPDCAを着
実に展開するための仕組み
として、会員事業者が事業
形態に応じた個社取組み
計画を作成のうえPDCAを
展開し、毎年、PDCAの展
開状況を理事会にて評価し
ている。

 目標達成に向けた実効性を向上させるため、協議会・会員事業者によるPDCAを実施

(引用元)電気事業低炭素社会協議会 https://e-lcs.jp/

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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３－９．PDCAサイクルを明示 (日本鉱業協会)
 PDCAサイクルを回すための工夫

 低炭素社会実行計画の
目標、施策の策定および
進捗状況の共有等を実施。
トップ、事業部門、設備技
術部門の各マネジメント層
で低炭素社会実行計画の
価値観を共有し、同計画
を深耕しながら、業界が一
枚岩となって同計画に取り
組む。

(引用元) 日本鉱業協会HP(https://www.kogyo-kyokai.gr.jp/)及び提供資料

ホームページ等を通じた取り組み内容の紹介 長期ビジョンの提示 業界内での情報共有、活用
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