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短琵＄  2003年庶「厳寒と環境ノ済際シンポジウム   

2003年度「産業と環境」国際シンポジウム報告書  

環境管理会計の展開とダリ血ン椚サプライチェ叫ン岬  

マネジメント  

日 時：2004年3月5日（金）  13：00～17：00  
場 所：神戸国際余儀繍3F国際余儀姦（神戸市中央区液晶準町）  

主 催：（財）地球環境戦略研究機閲  
後 援：環境省、兵藤鼎、神戸市、アジア太平粋地球変動研究ネットワーク（ÅPN〉、  

く財）国際エメックスセンタ鵬、兵藤県東気環境保全連絡協儀会、  

兵藤県瀬戸内海環境保全連絡金、  
関西研究センター推進会歌碑成周体  

地球環境関閣ア通－－ラム、関背広域連携協歌会、（社）開閣経済連合会、  

欠l阪商工会髄所、兵慮県南工金蔵所連合会、兵庫鼎商工会連合会、  

（枚）兵庫工東金、（財）ひょうご環境劇磯協会、兵庫県環境保全管理者協会、  

財）新産楽劇造研究機構   



換監塵  2003年庇㌻鹿北と環境J国際シンポジウム  

2003年度r産業と環境」匡僚シンポジウム  

傲  

環境管理会計の展開とグリーン・サプライチェーン・マネジメント   

企蒸と環境プPジュクトでは、毛週内外の研究者噂とのネットワークを強化するとともに、血般  

の方々への槽報発倍を行うため、軽率度「産莱と環箪」国際シンポジウムを開催している。   

描胤S関閣研究センターでは、2001年の祝意以来，環境会計を義黎な研究テーマにすえて、  

日本企業の実態網恋、環療会劉・ガイドラインの改野可能性の検討、マテリアルフローコスト会計  

を中心とする環擁管理会針拳法の開発に放り組んできた¢   

200き年度の「産業と環塵」国際シンポジウムは、企業と環境プロジェクトの3年澱の研究活  

動の総括として、「環境管測ま会劉▲の展開とダリ…ン・サプライチェーン・マネジメント」という  

テーマを据え、環境管理会酢の拡張、およびその拳随や新たな展開力向についての発裁とパネル  

ディスカッションで構成した。   

米国では環境保被庁が1≦）92年より「環境会計プロジェクト」を実施し、多くの学扱が開発さ  

れ、甘木の澤東金針にも大きな鮮轡教与えてきた¢怠た環戚保健庁の敷金出資によって、テラス  

研究所（ボス1、ン市〉内に環廣管理会昏卜研究情報センター（E皿C）が役立され、環境金野辛の他  

界的な研究拠点となっている8今回はこのような背恩から同研究所より2名の潜名な研究者を⊇姦  

開芸終演者として招いた。   

まず問題提起として、閲部凝彦プロジ淀クトリーダー（神戸大学数授）が、環境管理会許蔓・の体  

系と拡張可能性について、全体的な軌向として、環境管理会針の華厳の肇魚、手放および拳法間  

の関係、拡張の方向性などにりいて発表し、シンポジタムの遺付けをした。これを受けて嘉嗣研  

観でほ、デポラ・サヴ蒜－ジ樽づ＝（テラス研究所）より環暁管理会常卜に関する世界的な動向につ  

いて、続いてマMク・ストウトン博士（テラス研究所）より、環廣管埋会計の新たな展開力向で  

あるグリーン・サプライチ£…ン・マネジメントについて、それぞれ発塞がなされた。   

パネルディスカッションの前半では、日本の代寂企業である宵；Jニ通株式会社、狂l辺製薬株式会  

社より、最終的な環痍轡敷金計の適用の取り組みについて報告がなされた。また水！訓剛助教授（高  

崎経済大学）からは、広い観点から環療管敷金計の改準と督及促進について分析視角が提供され  

た∴汝半、基調終演者が加わってのパネルディスカッションで服凋鋒ほ米国における環境管理会  

計のフロンティアについて、活発な鶴倫が展開された。会場からも積極的な質問卜意牒が多く寄  

せられ、環境管理会酎▲の今後の展開に対する関心の高さが窺えた。  

パネルディスカッション風教   



短監塵  2003年庶「鹿耗と環境J国際シンポジウム   

プログラム、プロフィール  

◆関金挨拶 … …・・】… … …・・・■ t ‥・‥ ‥ －・ 1  

㊥問題提起  

「環境管理会計の体系と拡張J … … … … … … … ‥  5   

園部、克彦（‡GES関野研究センター一念策と環境プロジェクトリーダー  

神戸大学大学院経営学研究科教授  

や基調講演  

r環境管理会計の世界的潮流J ‥・・・－ ■ ■ － ■ ‥ ＝ ‥ … … ‥ ■ 15  

デポラ・サヴエージ（テラス研究所 ビジネス義サステイナビリティグループ上席研究農  

環境管理会計研究情報センター（EMAR】C）所長、米国）  

「利益の出るサプライチェーンのグリーン化：環境管理会計の応用」  

マーク・ストウトン（テラス研究所 ビジネス・サステイナビリティグループ上席研究員、楽園  

・27  

ケミカル・ストラテジーズ・パートナーシップ プロジェクトマネジャ00  

lG［S閻西研究センター客員研究員）  

やパネルディスカッション1  

報告1「富士通のグリーンプロセス」 … … ‥・… … … ‥ 39  

古賀 剛志 （富士通株式会社 環境本部長）  

報告之「環境経営におけるマテリアルフローコスト会計の有効性と戦略的活用j■‥45  

河野 裕司 潤辺製薬株式会社 財狩能理解橙理課長〉  

報告3「環境管理会計手法の改善と普及促進」 … … … … … ・49  

水口 剛 （高崎経済大草経済学部助教授〉  

やパネルディスカッション2  

「環境管理会計のフロンティア」 … … … ‥・‥・・・‥ ‥  ■57   

コーディネーター 園部 克彦   

パネリスト  D．サヴュージ、M．ストウトン、古賀 剛志、河野 裕司、水口 剛   



短琵墨  2飾8年度「鷹基と瑠壌」塩狩シンポジウム   

開会挨拶  

財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）  

関蘭研究センタ… 所長  

天野 明弘   

ご来賓の皆様、海外からはるばるお越し頂きました著名な研究者の皆様、濠た国内の各  

組織からご参加頂きました皆様、本別ま「『産業と環境』国際シンポジウム」の開催にあた  

り、ごあいさつの機会を稗ましたことを大変光栄に存じております。   

財団法人地球環境戦略研究機関（‡GES）は、6年前に環境省と神奈川県によって設  

立されまして、本拠地は葉山にございます。地球環境を保全し、持続可能で公平な社会を  

構簸するための方策を研究する実践的な研究機関でございます。   

王GESの関冴研究センターは、3年前に兵藤鼎と関宵の経済界のご支援を得まして開  

設きれましたが、創設以来、「ビジネスと環境」というテーマで3年間のプロジェクト研究  

を行ってまいりました。本年蘭鳶のプロジェクトの漁終年に当たります。   

関閣研究センターが座薬や企楽と環境問題との関係を中心としたテーマで戦略研究を始  

め濠したのは、もちるんこのテーマが大変蕊欝なテーマであることもございますが、関西  

地区が社会科学系の分野での環境研究の人材に悉まれていること、また遊楽界とか針治体  

の環境問題への取り組みに関する経験の蓄積が活かされることなど、地域と企発からのボ  

トムアップのカで21世紀の環境への取り組みを進めたいという狙いが大きい欝閏であった  

かと思います。   

薬隙、当研究センターの研究農は、多くが企嚢・自治体からの参加者で占められており、  

IGESの会プロジェクトの中でも極めて特徴のある研究を進めてまいりました。この3  

年間の研究成果に基づき、昨年は「環痺会計螢前線」というタイトルの番物を刊行し、ま  

た近くその続編として「日本企楽の環境報軌 という単行審を刊行できることとなり、大  

変うれしく存じております。   

地球の温暖化をはじめとするグローバルな環境間腰の解決には、民間と政府の間、ある  

いは国と広域での地域の閤のパートナーシップによる環境負荷の低減がますます濫費なも  

のとして漁網されるようになってきております。それと同時に環境問題の解決には、環境  

問題と経済問題とを同時に考えて意思決定を下せるような社会的システムの構築、あるい  

は既存の社会システムの変革が不可欠である、といった認礁が広く公案や市民の間で醍め  

られるようになってきたと思います。   

ここ数年来、日本でも多くの省庁とりわけ環境省におきまして、環境と経済の統合ある  

いは環境と経済の好循環といった考え方が環境政策のキーコンセプトとして使われるよう  

になりましたのも、そのような一般的な傾向を反映しているものであろうと思います。こ  

れは関西研究センターで進めてきました研究の方向とまきに同じ方向性を持つものであり、   



塩堅塁  2883年民㌻鹿糸と環境J国際シンポジウム  

これまでの戦略研究が盈華な窓義を持っていたものと考えております。   

率いなことに、先週行われました‡GESの理挙会におきまして、当センターにおける  

次の3カ年の繚動を、現在のテーマを含め、より広範な問題に広げて研究規模を拡大する  

という方向が承認されました。これもひとえに皆様方のご支援の賜物と深く感謝をしてお  

り渡すり   

本日の「『産業と環境』野際シンポジウム」におきまして軋環境管理会計とグリーン・  

サプライチェーン・マネジメント、この2つをテーマとしまして、海外からお招きしまし  

た研究者を食めて、我が国の公衆の取り組みについてたっぷりと磯翰を交わしていただき  

たいと思います¢   

ご参会の皆様におかれましては、最後までシンポジウムにご参画頂きまして、環境負荷  

低滅に向けた企業発展の方和こついて、じっくりとお考え頂くことができればと念腰して  

おります。髄論が弾んで新しい方向への視界が少しでも開けますよう、また当センターの  

今後の研究に変わらぬご支援を賜りますよう祈念いたしまして、ごあいさつといたします。  

どうもありがとうございました。   



迦豊  20田年度「鹿浜と環境」国粋シンポジウム  

開会挨拶   

環境省総合環境政策局環境経済課長  

佐野 郁夫  

＊代統   

「麗発と環境J国際シンポジウムの開催に射し、心よりお祝い申し上げます。   

まず、本日お見えの皆様におかれましては、環境行政の推進、特に、私ども環境経済綴  

の所管であります挙来者の自主的な環境配慮への取組を促すための仕組みづくりに関し、  

常日頃よりご協力ご指導を賜っておりますことに、この媛を借りて厚く御礼を申し上げま  

す。   

環境省としては、様々な主体の皆様のご理解ご協力を得ながら、環境と経済の好循環の  

爽現に向けた施策の積極的な展開を図っていきたいと考えております。   

我が国において、環境朝食番や環境会計に取り組む企米数は年々増加してきております。  

平成14年魔の環境省の調査では、環境報督番の作成企素数はおよそ650社となり、環  

境会計をすでに琴入している金華もおよそ57〔き社となってい渡す。このことからも、こ  

うした環境配慮の取り組みについて、社会的な関 心が高まりつつあることが伺えます。ま  

た、環境保全型の製品やサービスを捜供していくことが、今後の企衆経営にとって必畢不  

可欠であるという隠微も定番しつつあります。   

＊牒のテーマ∈ま「環境管理会計の展開とグリーン・サプライチェ…ン・マネジメント」  

と伺っております。環境管理会計は、金策笹の効率的な経営管理のための有効なツ脚ルで  

あり、グリーン・サプライチェーン・マネジメントは、企濱1社のみならず、関連する取  

引先などサプライチェーン全体で環境配慮を進めようとするものであり、環境と経済の好  

循環を実現していくための有効な手法と考えています。   

このような取組は大変密教深いものでありますが、こうした取り組みは、寮強者の皆様  

に御協力いただいてこそ、意味あるものとなるものであり、今後とも、皆様の御協力をお  

願い申し上げます。   

審薬者の自主的積極的な環境配慮の取組をさらに促進するために革ま、企紫の皆様が環境  

報告番や環境会計に積極的に取り組むなど、環境配慮に熱心な企粟が社会から高く評価さ  

れるような条件が整備されることが必要です。   

環境省では、このような観点から、環境報督啓のより鵬層の督及促進や儒鱗性の向上を  

図るための放繚廉を提出すべく作菜中であり、現在大館めを迎えております。このため、  

本日のシンポジウムには、残念ながら参加することがで恕ませんが、本シンポジウムの御  

盛会と御参加の皆様にとって大きな密漁のあるものとなることを祈念いたしております¢   

教後に本シンポジウムを主催されました財団法人地球環境戦略研究機関をはじめとする  

関係者の皆様方に御礼を申し上げまして御挨拶といたします。   



…豊鎚  28Q3年便「鹿耗と環境」国際シンポジウム  

開会挨拶  

兵庫頻健康生活部環境局長  

野村 正路   

ただいまご紹介にあずかりました兵庫県環境局長の野村でございますふ   

本日、財団故人地球環境戦略研究機関（IGES）の「『建策と環境』国際シンポジウム」  

が昨科こ引き続きまして兵藤厳において開催される溝びとなりましたことをお客び申し上  

げます。  

JGESにおかれましては、兵庫鼎の誘致により2001年6月に楽部新都心に関閣研究セ  

ンターを開設していただきました。特に「渡米と環軌 という分野の研究をされるという  

ことで、開設以来3年間大いなる研究をしていただき、その研究の爽を上げていただいて  

おります。   

兵庫鼎では10年前に非常に大きな窟災に見舞われましたが、その以前より国粋研究機  

関を誘致しようと随分努力をしてまいりました。特にこのポートアイランドの若干賽に位  

健する東都新都心においては、WHO噂の国際研究機関を集積していく動きがあり、その  

一環としてIGES開圏研究センターを餅致した次第です。また「SPyまng－8」という他界  

的な研究施設を閻播磨に役澄するなど、大きな研究を通じ国際的に賓赦していきたいと考  

えております8   

また、環境分野においては昨年、「ひようごェコタウン構想」が近畿では初、全国では1  

8番田のエコタウンプランの承級を受け、兵庫鼎金城が環境問潜を解決していくモデル的  

番茶の一つを展開することになり濠したりこれを推進していく組織として、昨年12月に「コニ  

コタウン構想支援金畿」を立ち上げたところです。エコタウンはリサイクルの問題を中心  

に扱いますが、この支援金故には企衆にも参画いただいておりますので、リサイクルのみ  

ならず環境ビジネスについての具体的な取り組み、プログラムが研究され、それぞれの企  

業の組み合わせにより実現すればと考えております。   

環境省は「環境と経済の好循環による持続可能な社会の構築」を新年度の蕊点施策に掲  

げてい蕊す。その大きな方向づけや戦略および拳段についてIGESで研究・捜廉をして  

いただき、「エコタウン構想支援会忽」の申で請し食い、具体的に啓発化を進めて頂ければ  

と考えております。   

企米の皆様方におかれましてほ、現在は非常に厳しい経済情勢ですが、近準濃気は上向  

きということで、明るい話題も見えてきております。今後の展開に大いに期待をし、共に  

新しい社会形成のためのエネルギーをぜひ発揮をしていただきたいと願っております。   

最後になりましたが、本日お越しいただきましたテラス研栗所の皆様方、あるいは国内  

の鱗師の皆様方には、非常に酎、研究成果をご発発いただけるものと期待しております。  

また神戸にお越しいただき、このシンポジウムで発牽いただきますことに対し、感謝を申  

し上げます。簡単でございますが、開催地を代渡してのごあいさつとさせていただきます。   
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問題提起 「環境管理会計の体系と拡張」  

神戸大学大学院経営学研究科教授  

IG癒s開館研究センタ…  

園部 克彦   

3年繭よりIGES開襟研究センターの第1  

期、（IGES金棒としては第2期）、岡センター  

にて「企楽と環境プロジェタト」のプロジェ  

クトリーダーを務めております。この3月で3  

年となり、このプロジ温クトは終了しますが、  

その総まとめとして、深境会計に関する国際  

シンポジウムを金閣させていただきました。  

ここ神戸ポートアイランドに、このシンポジ  

ウムのために全国から多くの方々に来てい  

ただいたことを大変有難く思っております。   

私たちは欒虜億蘭、環境管理会計につい  

て、IGES蔓昭曹研究センターで3年間研究をし  

てまいりました。〟年目の2001年度は「ア  

ジア太平洋地域の環境会計・環境管理会針  

の展開」あるいは「探境経営の国際的な展  

開」といったテーマで、イギリス、ドイツ、  

緑野、フィリピン、アメリカ等々から購演者  

の方々をお招きしてシンポジウムを行い波  

した。昨年2002度はマテリアルフローコス  

ト会計に特化し、大阪で環境会計国際シンポ  

ジウムを行いました。そしてプロジェクトの  

最終年度にあたる今年度は、ここ神戸で環  

境管理会計の体系、そして今後の展開とい  

うテーマで進めております。   

環境管理会計についてはさまざまな手法  

が考案され、実際金策でも活月ヨされていま  

す。では…体どういう拳法があって、どう  

役立っているのか、そして手練間の関係は  

どうなのかということを、まずこのシンポジ  

ウムで査理しておきたいと思います缶   

また、環境会計、環痴管理会劉・が今後党す  

ます発展していくた捌こは、新しい軍法、新  

しい磯城八拡張していくことが必粟だと思わ  

れます¢ その叫づの方向性として、春凋のシ  

ンポジウムでは、ダリ血ン・サプライチェー  

ン、サプライチェ鵬ン全体に環境配慮をどう  

拡張していくのか、その時に環境管理会針拳  

法がどのように役立つか、そして環境管理会  

計拳法を袈際に尊入されている企業において  

どのようなメリットあるいは裸嶺があった  

のか、これらについて幾諭することをテー  

マにしております。   

私のプレゼンテーションでは、全体的な動  

向として環東金計、環境管営圭会計がどのよう  

な流れで発展してきたのか、現在どのような  

手法が特にlヨ本には存在しているのか、拳法  

間の関係はどうなのか、そして拡張するとす  

ればどういう方向なのか、といったことにっ  

いて問題捜起としてお諾しさせていただき  

たいと思います。  

＜環境会計をめぐる世界の動向一日本の動向＞  

環境会計をめぐる世界の動向  

瞥アメリかUSEPAが19g2年より環境会計プ   
ロジェクトを開始。EMA閏Cの創役  

員ドイツ：環境省一環壊庁が環境原価計簾・   
管理プロジェクトを推選  

※既達：持横可部開発部が環境管理会計手   
法の促過   
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まず、環境会計をめぐる他界の動向です  

が、本日は米国テラス研究所からデポラ・  

サヴエージさん、マーク・ストウトンさん  

をお招きしご終演いただきますが、お二人  

ともに米国で環境管理会計、英静ではEM  

Aと訳されることが多いのですが、E舶を積  

極的に経巡してこられましたや 米国では  

ま992年からUSEPÅ（環境保濁庁）が環痍会  

計プロジェクトを行い、そして現在さまテラ  

ス研究所に環境管理会計研究情報センター  

（EMAR‡C）を設立し研究清動を行っており  

敦す。詳しくは後ほどデポラ・サヴエージ  

さんがお諾きれるかと思います。またドイ  

ツでも環境省や環境庁が環境原価欝十欝や原  

価管理プロジェクトを経巡しており濠す。  

国連では持続可能開発部というところで環  

境管理会計拳法の促進プロジェクトも進ん  

でおります。こういったことも後の鱗演で  

触れられるかと思います。  

出てお、誓ます。現在、環療省では環境会計  

研究会を設優して環境省のガイドラインを  

どうすべきか、今後改訂するとすればどう  

いうところを改訂していけばいいのかとい  

うことを敬治しておりますし、経済産衆省  

において隻）環境管理会針拳法のワ…クブッ  

クを出した後、これを血層督及していくた  

めのマニュアルづくり、あるいはベストプ  

ラクティスの調査を狩っております。   

本田のシンポジウムの主なテーマではあ  

りませんが、1GESで3年間研究してきた過  

程でわかったこと、あるいはその過程で寛  

服しなければならなし、課題であると強く降  

職したことは、日本の辣痍会計の薬療は、  

この環境報督番で環境会計情報を開示する  

外部情報開示が率心であり、それに対して  

内部管理のための環境会汐卜、環境管理会計  

の発展が遅れていたことです。したがって、  

今後の環境会計爽務を瀞及促進させ、金糸  

の自主的な環境保全活動を促進する拳段と  

して位澄づをナるた捌こ軋環境管理会計の  

芋汝の開発が必要であると私たちは考え、  

特にマテリアルフローコスト会計を中心にこ  

れまで研究活動を行ってまいりました。  

削肘…鵬仙“▲叫酬  
「  

書  
環境会計をめぐる日本の動向  
一環墳省  
99年環境会計ガイドライン案  
00年櫻燵会計ガイドライン発行  
（ロ1年環境報魯悠ガイドライン発行〉  

02年 ガイドライン改訂  

03年環境会計研究会改健  

・経済鹿衆省  
（01年環境レポ岬ティンダガイドライン発行〉  

02年環境管理会計拳法ワークブック発行  
（d隣し和宮蜘輌   

＜環境管理会計の主要拳法と特徴＞  

環境管理会計の主要手法  

一環填配慮型設備投資決定拳法  
．瑠璃予算マトリックス  

丘珠壌配慮型原価企画  
＃環境配慮型ABC  

嶽瑠墟配慮型策綬評渾  
●マテリアルフローコスト金言十  

－ライフサイクルコステ1■ンケ  

仔）柚輌  

鵬方、日本ではどのような状況かと申し  

ますと、環境省と経済濃淡省が環境会計の  

プロジェクトに典に参加しております。環  

境省からは「環境会計ガイドライン」が1999  

年囁から発行され、経済産米磯からは「環  

境管理会計手放ワークブック」が200翌年に  環境管理会計の主賓手法碇はどのような   
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環境配慮型ABC くアクティビティW・ペ  

ースド・コスティング〉、環境配慮型楽鱗評  

価があり、環境省のガイドラインも個別拳  

法に入るかと思います。   

本日は企業番例の申でをまマテリアルフロ  

ーコスト会計的なところをお諾しし、そし  

てグリーンーサプライチェーン・マネジメ  

ントはもう少しこれを拡充していくという  

ところが呼心になります。   

その節にこれらの拳法をどのように理解  

するペきなのかということを濠ず少しお許  

ししたいと思います。環境管理会計の拳法  

は、先ほどお示ししたように、データベー  

スとなる情報基盤を持っている手法と、既  

存の管理会計の拳法に環境の黎寮を付け加  

えた手法に大きく分けることができると理  

解しでいます。ここに番いてありますの軋  

既存の管理会計、企衆の申で今まで伝統的  

に使われている管理会計の拳法の申に、環  

境の要素を付け加えたものです。  

ものがあるのかということですが、ここに  

掲げているものはぼとんど経済産業省のガ  

イドラインの申に出てくるものです。個別の  

貌明は後でお諾ししたいと思い藍す¢ では  

これらの環境管理会計拳法をどのように理  

解するのかということですが、環境省の環  

境会計と適い、これらは内部管理のための  

環境会計、環境管理会計は目的に応じて使  

用するべきツールです。本日たくさんの企業  

の方々が出席されていると思いますが、こ  

れらをすべて導入する必、欝は全くなく、金  

策の中で抱えている問題を解決する時に役  

立つツ｝ルをその日的に応じて利用してい  

くための手放群、と考えてもいいと思います。  

′環境管理会計手法の特徴  

ー偲別学法   
環境設備投梵決定草紙   
環境予諦マトリックス   
環境配慮型原価企画   
増額配慮塾A8C   

環境配慮型銀鱗評価   
環境省ガイドライン   
→環境十管理会計   

キ情報基盤   
マテリアルフn－コス  

ト会計（MFCA）   

ライフサイクルコス   
テインダくLCC）   

→環境こ管理〉会計  

個別手法（環境＋管理会計〉   

環境 ＋ 設備投資決定拳法   
環境 ＋ 予算マトリックス   
環境 ＋ 原価企画   
環境 ＋ ABC   

環境 ＋ 米蔵評価   

1  1  

環境情報 伝統的な管理会討手法  

くr〉眺加納   

この環境管理会計の事故は、大きく2つ  

の穏類に分けることができます。一つはヂ  

山夕べースを伴い、情報基盤を持った形の  

轢痍管理会計ツールです。もう一つは、個  

別手法・データベ血スはその他のところか  

ら借りてきて、既存の環境管理会計の手練  

と合わせて使うというものです。情報基盤  

としてはマテリアルフロ鵬コスト会計やラ  

イフサイクルコステインダなどがあり、個  

別手法としては環境設備投資決定拳法、環  

境予算マトリックス、環境配慮型原価企画、  

例えば殴傭投資決定手放に関しては、日  

本金光では回収期開法を用いたり、あるい  

は割引キャッシ悠∴アローで現在価値を欝出  

したりいろいろな拳法がありますが、その  

事故に環境の寮察も加えて環境に配慮した   
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設備投資の欽定をしましょう、という考え  

方です。環境予雰マトリックスは少し特殊  

なものですが、これは予算州般と考えれば  

予算…般の作成拳法の申に環境というもの  

を入れていきましょう、という考えです。  

原価企酌ま、製品の設曹十開発段階でコ、スト  

を低減させていく手法で、原価企画活動を  

行う時に環境という寮索を入れていきまし  

ょう、という考えです。それからA蓋Cは、  

アクティビティー・ペースド・コスティング  

の略で、製造プセセスにおいて間接費を管  

理していく拳法ですが、をの時に環境の宴  

楽も加えていきましょう、という考えです¢  

薬終評価は、どの企莱でも行われています  

ように、番漁部や部門の申で当期の楽勝は  

よかったのか、懸かったのかという利益路  

標や、売上高あるいは研究開発の指標等々  

で評価していく中に環境という要索を入れ  

ましょう、という考えですむ   

これらをま特に環境管理会計と嘗わなくて  

も伝統的な管理会針手法として存凝してお  

り、それに環境という常察が付け加わった  

ものです。これらが一つの礫境管理会計手  

法の拳法群ということが貰えると思います。  

あります。その血つは、マテリアルフロ剛  

3スト会計であり、これについては後ほど  

田辺製薬の河野さんから詳しいお幣があ  

ると思いますが、これはエ場の申でマテリ  

アル、原材料の流れを物盈ベースと貨幣ペ  

ースで測渡していく拳法です。そして測定  

ポイントごとに廃棄物が出るとすると、そ  

の廃寮物の価値を物盈情報だけではなく  

価格情報としても捉えます。そのことによ  

ってそのエ程における廃寮物の管理がよ  

㌢有効に進む手放であります。   

また、ライフサイクルコスティングも  

情報基盤としてのデータベ血スを持って  

います。ライフサイクルコスティングは  

製晶の膵材料を入手し、そして製品に加  

工し、使用・利用し、廃寮するという、  

製品の一生涯の申での環境負荷とコスト  

情報を測定して計算していく拳法です。  

これもライフサイクルアセスメントのデ  

ータベースや、あるいはライフサイクル  

コスト全体の会計データ啓のデータベー  

スの構築を前提とした管理会新卒法であ  

ると習えると思います。ライフサイクル  

コスティングは本日の中心的なテ山マで  

はありませんが、鵬応ご紹介いたしまし  

、、  、  

確報基盤としての環境く管理）会針（1）  

喀マテリアルフ臼－コスト会計   
情報の種類：マテリアル・マスバランス槽報とコ  

スト情報   
測定範囲ニエ稽一工場一サプライチェーン   
浪嘘対象：製造プロセス   

目的：生産工程における廃棄物の削減  

鰭報基盤としての環境く管理）会計〈2〉  

邑ライフサイクルコスティング  
情報の種類：環境インパクトとコスト情報  
測宏範乱数遮三根十祐送工程＋使用段  

階十廃棄・リサイクル段階  
測定対象：製品  
目的：製品のライフサイクル全体での環境  

飽荷とコストの低減  

M晶助ぬ川底如娘  

一
〉
－
 
 
 一方、情報基盤としての環境管理会計も  
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＜環境管理会計の体系＞  けばよいのですが、より効率的に考えて  

いくためには、拳法を出せば計算できるも  

のと、同時にデータも啓接していかなけれ  

ばいけない拳法に分けることが必賓です。  

下の部分（情報基盤）ができると、このデ  

ータをもとにして上部分（個別草陰）の計  

葵等がやりやすくなるという構造になっ  

ております。ニれが「環境（管理）会計」  

の州つの体系を示すことになると思いま  

す。   

亨  

環境管理会計の体系   

今お籠しした内容をピラミッド型に作  

ってみ窓すと、猥境管理会計という拳法  

の中には、情報基盤としてのデ加夕べー  

スを持っている拳法としてほ、マテリア  

ルフローコスト会計やライフサイクルコ  

スティングがあります。またデータベー  

スという潜味では環境管理会計ではない  

のですが、財務会計の情報システムや環  

靡情報システムも使えます。マテリアル  

フロ｝コスト会計やライフサイクルコス  

ティングという事故は、環境会計の申に  

その管理会針の情報も含んでいるという  

潜練で、r環境（管理〉 会計」と餐してみ  

ました。   

このようなデータベースを含んだ環境  

会計の上に、兜ほどご鋭明した個別拳法、  

「環境＋管理会計」が存在しています。個  

別拳法を使うためにほ先述のデータベー  

スから環境と情報を取り出し、管理会酢の  

手法・スキwムの中に入れて計算するとい  

う構造ができあがっていると思います。   

窺隙に企濃の方々が「環境（管理）会  

計j の拳法を導入される時には、このピ  

ラミッド約に全部作る必要は全くなく、  

それぞれ個別の蕊賓な手法を導入してい  

例えばMFCA（マテリアル・フロー・  

コスト・アカウンティング）ですが、先  

ほど環境会計の情報基盤的なものとして  

お経しいたしました。後ほど関辺製薬か  

らの報懲で紹介きれると思いますが、こ  

のカ治ではエ税別にマテリアル、原材料  

の流れを物象と演幣数億で追跡し、スポ  

ットごとに廃棄物の額が金額としてわか  

ります。これまで盛で管理していた廃寮  

物が金額としてわかるということはどう  

いうことかと貰いますと、その廃棄物を  

ゼロにするためにどれだけのコストをか  

けていいのかということがわかるように  

なるということです。これまで rここで  

出てくる廃棄物の盈は仕方がないもの   
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だ」と思っていたものが金額として示さ  

れると、その廃棄物がゼロになるという  

ことは、その金額がゼロになるというこ  

とですから、それだけコスト節約ができ  

ることになります。そしてこのことは新  

たな油動をする根拠となる禰報になる仙  

こういう関係になります。   

具体的には、rではそれだけ廃棄物が出  

ているのだったら設備投資を変えて廃棄  

物を減らしましょう」ということになり  

ます。これは後ほど田辺製薬の事例にも  

出てくると思います8 また 蔓‘製品の裸灘  

を変えて原価企画を行いましょう」、「製皇  

晶の設計を変えて廃棄物を削減しましょ  

う」、あるいは「生産計画を変えて廃棄物  

を削減しましょう」ということにもなり  

ます。後ほどの富士通の事例などもこの  

ように他の草陰と逮娩させて廃棄物が減  

ってくるということになります。結果と  

して経常効率が改替し∴環境負荷が削減  

する。マテリアルフローコスト会計から出  

てきた情報をもとにして、廃棄物を削減  

するための設備投資決定を行う¢ あるい  

は廃棄物の出ないような製品の設計にす  

る。あるいは廃棄物の出ないような生産  

計画を作る。それらの変質はすペてコス  

トがかかることですから、生産現場とし  

ては本当はやりたくない。しかしコスト  

はかかるが、こちらでその情報が出て、  

そのコストをかけるだけの価値がありま  

すよというメγセ…ジをマテリアルフロ  

ーーニ㌧スト会計が出すとすれば、こういっ  

た既存の管理会計の手法を適用すること  

によって結果的には経常が改昏され、環  

境負荷も低減するという構図になるわけ  

です。  

l   

もう…つ別の啓例をここでお示しします。環兜  

配慮型の製品（グリーンプロダクト）を作ろう  

と考えた時に、環境配慮型の原価企画をやっ  

てみるとどうでしょうかが 猥境配慮型原価  

企画は、製品の設計開発段階で環境配慮型に  

していこうとするもので、環境負荷の多い原材  

料は適う原初聯に番える、あるいは解体容易な  

設計をする、そういう形で製品設計をしていきま  

す。しかし孫卿己慮型にすれさ離‾るほどコストは  

かかるわけでづ㌔そのコストを削減するにはどう  

したらいいのかということを考える時に、環境配  

慮型のABC、ライフサイクルコスティング、あ  

るいはマテリアルフローコスト会計などの憫朝  

を使うことができま－れこれらの情報を集合する  

ことによって環境配慮型の製品設計をしていく  

時の改轡ポイントが見えてくる関係になります。  

ヨスト鶉効洪の最良分明   
1  
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巨昏・E男  2003年庶「鹿朱と環境J図枠シンポジウム   

また、環境省のガイドラインを進めてい  

く上で、いろいろ問題も出てくる藤倉が多  

いと問いています。特に実務側からの問題  

としては、「この方法が霧降の企簾経営に役  

立っでいるのか」、r外離に情報開示をする  

窓義はわかるが、内部の環境保全階数の効  

率化にづながっているのか」というと、必  

ずしも今の状況ではイエスとは嘗えない。  

そこでは環境省のガイドラインをペースに  

して環境予鈴のマトリックスを作り、コス  

ト対効果を分析することによって環境保全  

活動の効率化というのを図ることができる  

でしょう。   

幾約的な摘櫻、利益と環境の統合指標、環  

境経営指碩といってもいいと思うのですが、  

指標が必要である。これは今後の貌複です  

が、金茶の申ではそういう環境配慮型の未  

練評価というのを行って、追及すべき方向  

性を示しているところもあります。濠た外  

部ではエコファンドなどがその環境配慮型  

の企糸を評価するという方向にきてい法す。  

範緻評価というのがペースになって両方を  

渚びつける。こういう関係が存在している  

ことが貰えると思います。   

ここでは環境会計の落手法の相互関係の  

ごく㈹部をご紹介したにすぎません。これ  

以外にもさまざまな窓思決定目的に応じて、  

環境管理会酢の緒拳法や管理会計の事故時  

を統愈的に利用することによって環境像金  

活動を改轡すると同時に、経済効率も改尊  

させるということが可能になります。これ  

が環境管理会計の体系的な活用と貰えると  

思います。  

＜環境管理会計の拡張可能性＞  
「、【▲ノノ… ＝、 ‘‘一  ′   

環境管理会計の拡張可能性  
また、楽薇評価の問題も非常に濃霧な徽  

題です。環境問題は最終的には市場や社会  

が評価することが必欝だということです。  

先ほどの佐野環境省経済課展のあいきつ  

（代読）にもありましたが、環境に配慮した  

企業を支援するような社会になって初めて  

金策の環境配慮活動というのは自主的に促  

遷していきます。しかし環境に配慮した企  

業を支援するためには、何らかの指標で評  

価することがどうしても必賓になってきま  

す。その指標とはどのような指標なのかと  

いうと、環境報告番を取りまとめるような  

①環境保全コスト（γ球琉省ガイドラインの対象〉  

②原材料・エネルギーコスト  
③廃棄物に闘わる加工費  
④製品に関わる加工兜  
⑤艶晶使用時のニネルギ…コスト  
㊨恕晶のリサイウル・座敷コスト  
⑦環境への負荷（社会的コスト）  

tT■◆一山Jヽ＝■｝■ノ1▲．・ L】皿．血仙．山肌hⅥ．仙▲．m山Y皿m山仇山肌m．．．m．．．＝mM仙＝く＜ゝu．餌皿【血＝ゝ．仙．．M，．．、＝．り   

次に、もう一つ今日のシンポジウムの申  

で級鍋していきたい蕊欝なポイントがあり  

ます。それは環境管理会計を拡張していく  

ということですか 碑境問題は鵬企業の問題   
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転監還  象8む3年庇「産経と環境J周頗シンポジウム  

ではなく、社会の問題、地球の問題ですか  

ら、…企案内だけでマネジメントをするこ  

とには限界があるということです。したが  

って、マネジメントの拳段、対象をどんど  

ん拡張していく必要があります。拡張して  

マネジメントしていくことが澱も効果的か  

つ効率的に環境負荷を低減させることにつ  

ながります。   

これを会計学の観点から見た場合、どう  

いうコスト項目を対象とすればいいのか¢  

企楽は営利追求組織ですから、それぞれの  

問題は経済的な数値に源元して理解するこ  

とが必賓です。例えば深療保全コストは環  

境省のガイドラインの対数で、すべての企  

業にとって非常に低いパーセンテージしか  

ありません。環境に関わる○ストは辣境保  

全コストだけではありません。原材料■エ  

ネルギ脚コストは自然資源という恵暁で環  

境に関わりますし、廃棄物に関わる加工費  

も関わります。また製品使用時のエネルギ  

ーコストやリサイクルの廃寮コスト、最終  

的に環境への負荷となってしまう社会的コ  

ストなど、総合的なコスト対象に対して環  

境管理会計の手放を適用する必要がありま  

す。スライドの①～㊨は企楽コスト、⑤と  

⑥はライフサイクルコスト、⑦は社会的コ  

ストですが、財務会計を対像としているの  

は企業コストの①～⑥だけで、ライフサイ  

クルコスティングになると⑤と⑥も含める。  

フルコストとなると⑦まで含めるというふ  

うに、段階的に拡張していくことができま  

す。最終的にはこれを目指すべきであると  

思います。   

のそのため一つの方法として、今日はマ  

ーク・ストウトン氏からグリーン・サプラ  

イチェーンの考え方をご紹介いただき渡す  

が、こ 

による環境コスト概念の拡張の可能性につ  

いてお精ししたいと思います。   

マテリアルフローコスト会計は、先ほど  

申し上げましたように、原材料の流れを物  

盈と金額で測定していく方法です。概念的  

にはこのような図で示すことができますd  

テリアルフローコスト会計の基本的考え方   

サプライヤーから原材料が入ってきて、  

生産工程を経て顧客にいく。そのうち州都  

は廃棄物となって廃棄物処理に回る。これ  

にづいては嘉卒のシンポジウムでかなり詳  

しくお裾をしましたし、幾つか本も出版し  

ております。サプライヤーから入ってきた  

マテリアルがこの順序で流れることによっ  

て一部廃欒物になる。この価格もきちんと  

原価計算することによって廃棄物の大きさ  

がほっきりわかる。そうするとここを削減  

するために、先ほど申し上げましたように  

設備投資や原価企画、あるいは生産計野  

等々の拳法を使って減らすことができる方  

法ですが、この外側の枠組みに問題があり  

ます。   

外側の枠組みをここは企業という枠だけ  

で考えていますが、この枠組みを外すこと  

によってより有効なサプライチェーンの管  
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短張  2脚3年庇「座敷と野軌個際シンポジウム  

コスト項目は環境会計の対象として測定  理というものができます。これは地球金棒  

から見ると、Aという会社の廃棄物が減る。  

減った理由がその廃棄物が上流あるいは下  

流、川上あるいは川下の企寮のほうに移動  

しただけであれば、これは地球環境的には  

何の窓痍もないわけです。そうではなくて  

サプライチ温血ン全体で環境負荷を削減す  

ることが必賓なのです。そのためにはサプ  

ライチェ山ン全体で廃棄物の出る場所、出  

る金額を理解していくことが必賓ですから、  

そのための事故としてマテリアルフローコ  

スト会計は非常に有効なお放として考える  

ことができると思います。これは彼のパネ  

ルディスカッションで執翰させていただき  

たいと思います。  

しています」と答えられました。①～⑧  

までは環境省のガイドラインにおいて定  

義されている環境ヨストです。それに対  

して9番琵＝こ⑨原材料コストがあります。  

原材料コストを環境会計対象とするコス  

トの範囲に食めている会社はわずか40  

社（21．5％）しかありません。企業にと  

ってコストのウエイトほ、環境保全コス  

トではなく原材料コストのほうがずっと  

大きいです。しかも原材料コストは、す  

べての原材料は自然資源がもとですから、  

自然から取ってきているという意味で辣  

境に関わるコストです。プラスその原材  

料が加工され製品となり、廃棄物となっ  

て帯び酉然に対して影響を与えるという  

こ塵の意味で環境に関わるコストです。  

最も注意深く管理しないといけないとこ  

ろです。ここまでを環境会計、環境管理  

会計の対象としている日本企莱はまだま  

だ少ないということがわかりました。   

もう血つ濃紫な繚果だと思うことは、  

①～⑧のコストだけを対象としている企  

衆グル…プと、①～⑧に⑨は必ず食めて、  

⑨以外も含むのですが、拡張的に環境○   

＜環境会計で対象とするコストの範囲＞   

今サプライチェーンの形への拡張につ  

いてお話しましたが、もう少し環境会計の  

問題に絞って考えますと、幾つか前のスラ  

イドでお見せしましたように、環境省のガ  

イドラインが対象としている環境コスト  

は、環境保全コストに限定されています。  

しかし環境管理会計が対象とする環境コ  

ストは、環境保全コストだけではなくて、  

環境に関わるコストすべてを対数とする  

ことができ愛す。そこでコスト対象を拡張  

することが企東経常にどのような澄練を  

持つのかということを少しお富者ししたい  

と思い濠す。   

これは‡GES開館研究センタ血で今年度  

発証…部上場企楽に対してアンケート調  

査を行った繚果、判明したことです。「環  

境会計を対象とするコストの範閣はどこ  

までですか」と聞いたところ、回答企楽の  

申の8捌以上が「環境省のガイドラインの  

13  



済腿  2083年庶「慮轟と環状」複勝シンポジウム  

ストを測定している企楽群の2つに分け  

ました。   

そうすると環境省の範囲だけを対象と  

している企衆は57杜、環境省のコスト範  

激＋原材料コスト＋αの会社が39社あり、  

「  ‾“山肌皿血仙仙㌦ 
㈱仙血一一■肌、叫 

1  

くおわ 

本シンポジウムの目的  

鑓環境管理会計のせ静的展開   

．サプライチェーンヘの拡張   

蝕金談策務における展開   
富士通のグリーンプロセス   
田辺のマテリアルフローコスト会計  

11＼■イ●■■■▲ユbJ■t・   L  

今申し上げてきたように、環境管理会計  

にはさまざまな拳法があり、それらの手法  

はさまざまな関係で結びついております。  

その関係を結びつけるものは鵬轟約にある  

わけではなく、企紫の経営目的に依存する  

ということです。渓た環境管現金計は基本  

的に、それを披磯していくということが盤  

務づけられていると貰うと貰い過ぎかもし  

れませんが、をう貰っても過嘗ではないぐ  

らい拡張性が必要です。これは金策という  

枠と環境という枠の建と考えていただいて  

も結構だと思います。そこで本シンポジウ  

ムでは、その方向性やこの河野について、   

日本や特にアメリカでの乗務について  

蔑輸していきたいと思います。今日は金策  

の方々にもたくさんご参加頂いておりま  

すから、今のような倫点や文脈において、  

辣境管理会計の田本の発進金策である富  

士通㈱と田辺製薬㈱のケースを検討する  

ことを牒的として進めて参りたいと感づ  

ております。   

私に与えられたものは問題提起ですの  

で、必ずしも爵終約な結論までは出してお  

りませんが、シンポジウムが終了するまで  

の間に髄蘭し、何らかの方向性を見出した  

いと思います。   

この2つでどちらのグループのほうが  

環境会計の内部管理面の効果が太きい  

かを調査すると、コスト範囲の大きい企  

兼好のぼうが環境会計の内部管理の効  

果は商いということがわかりました。  

r29j とかr24」という数値は、同じア  

ンケート調遼の中で、環境会計が内部管  

理に役立っているかどうかを尋ね、それ  

を4点の幡で計算し平均点を虻したもの  

です。主観的な判断ですから限界があり  

ますが、○スト範間の大きい会社のほう  

が環境会計の効果は商いと罷職されて  

いることがわかり慈した。これは平均簑  

の検定で rt検定」というのを行います  

と、t鰭も高く、統計的に1％水準で有  

濠だと、この裏には意味があるというこ  

とがわかりました。このように環境会計  

の離間は、深暁省のガイドラインだけで  

はなく、もう少し拡張していくぼうが有  

効であるということがここで示唆され  

たと思います。  
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垣、監墨  2003年屁r渡来と環境j国際シンポジウム   

基調講演 環境管理会計の世界的潮流  

テラス研究所（米国〉  

環境管理会新研究情報センター澤MAR‡C）（米国）  

デポラ・サヴエージ   

は、原材料だけでなく廃棄物も食めた、組  

織内やのエネルギー、水、材料の利潤、流  

れおよび緒索に関する物理的な碑報です。2  

つ日の種類は、金銭的またはコストに関す  

る情報で、あらゆる種類の環境閑適コスト  

の利益および節約に関するものです。  

本日は当シンポジウムの簡演者としてお  

招きいただき、誠にありがとうございます。  

今回は、環境管理会計（E舶）における国際  

的鰭動と潮流についてお蔑しさせで臍きま  

す。  

広く定赦すると・・・   

EMÅは下記乏踵賎の惜報の確臥職能、労組  

および利用である；   

シュネル孝一．虜．劇よ潮御着汐かノの   
彪級別、爵よ∽既済  

ン㈱エス鼻．楓ぬよ脚広野㌢題臆戯相   
好■  

閂華渾総可儀間免田（UNDSβ〉  
EM為朝門疑搾絶グループ．   

ン1992澤；深閑塔隠匿燭（USミ芦Å）が持説敗蔚俄渾  
として花鳥て正式仁EMA：▼ロウナムt■立  

rl◎g8鱒【欧州ヾアジア太平洋、米州においで  
EMAネットワーク（馳㈲桝摘聞  

′く19診計率；国選胴爾洞慄澗姻ほ岬加持引卸によりEM  

に閲す魯専門家作能グループか驚級  
′2002年：EMA国際ウェブサイト晃虔  
ン200ヰ嘩f80刃閂以上でE洞A活動  
｛20Q射隕＝H A掬種総計執行学監   

本題に入る前に、E鮎について大まかに定  

義したいと思います¢この会場の10人にE馳  

走為するよう尋ねたとしたら、それぞれに  

異なる定幾をすると思います。これは極め  

てふつうのことだと思います¢ 匡や組織が  

異なれば、定盤も異なります。しかしここ  

では、国運持続可能開発部のE鮎専門家ワ  

ーキンググループが作成した定凝を用いる  

こととします。これは、E姐Aの奨励に取り組  

む多くの国々の代密から成る国際的なワ鵬  

キンダグループで、国際的な観点からも大  

まかな定義が必欝だと判断しました。この  

E鮎の定義には、基本的に2種類の情報があ  

る点に注潤したいと思います。1一つ冒の種類  

今日、E丸帆は国際的な関心を集めてい渡す。  

けれども、10～15年前はそうでほあり渡せ  

んでした。1992年、米国発墳保護庁（USE】）A）  

が、国家政府機関として初めてE鮎を奨励  

する公式プログラムを確立し、主に米国内  

を中心にE姐Åを促進しました。以来、E鮎の  

テーマに関する関心は野外へと広がってい  

きました。1998年、E齢ネットワークの最  

初の支部が欧州で設立されました。現在は、  

アジア太平絆地域と米大陸に支部がありま  

す。これらの支部にづいては、彼ぼど酒癖  

の申で触れる予定です。  

1999年、国連ほE鮎に関する圃匪専門家   

15  



妄、忘監‡墨  2803年隆「鹿耗と深場」国際シンポジウム  

ワーキングダル…プを召集しました。これ  

は各国の政府代教を…同に会させる試みで  

した。2002年には、E柑A国際ウェブサイト  

が完成しました。今年2004年の時点で、30  

カ国以上の国々が、環境管理会計の導入促  

進に礫極的に関わってい渡す。もう1つ継  

続中のプロジ£クト㌻ま、特に国際会計衆界  

向けの即Å国際指針番の開発です。こうし  

た国際的な活動についても後ほどお話しし  

たいと思います。   

も、初期段階の国々もありますが、日本、  

フィリピン、韓臥 オーストラリアなど非  

常に油発に精勤している国々もあります。  

EMAは組成や箆によって大普く異なる：  

・骨法  

㌢定戦  

′手法  

′適用   

当然ながら、E鮎の用静、定盤、拳法、適  

用には、国家間、そして組織間で差異があ  

ります。たとえば、E漬Aの用語に関して軋  

EMAを貌明するのに非常に多様なフレ岬ズ  

や用騒があります。rフルコスト会計j と呼  

ぷ地域もあれば、単に r環境会計」と呼ぶ  

地域もあり、このため、多くの混乱が生じ  

てきました。2人の人間が会館をする際、同  

じことを激すのに鼎なる音楽を用いる、あ  

るいは異なる拳法を現すのに同じ嘗寒を用  

いるとすれば、会音節をするのが非常に耕し  

くなります。定教についても、匡や企楽間  

で速いがあります。鵬都の国では、コスト  

情報に特に蕊点を履き、マテリアルフロー  

情報にはさほど焦点を当て渡せんQE鮎の事  

故も多檻多様で、今田私たちが耳にする軍  

法の一つにマテリアルフ甘州コスト会酎が  

ありますが、他にも広く使われている拳法  

があります。またE姐Aの適用にも様々な適  

いがあります。適用というのは、つまり、  

rE鮎情報を何のために使うのか」というこ  

とです。「サプライチェーンマネジメントの   

憮界申でE鮎活動をしている国史をまと  

めてみました。これらの国々の利こは、政  

府がE誠A促進に指導的役割を果たしている  

欝もありますが、非常にたくさんの民間企  

業もEも仏の研究と寒行に熱心に取り組んで  

います。欧州やアジア太平洋など世界の  

様々な地域における国々が多数ご覧いただ  

けると思い鼓す。技術先進国だけでなく発  

展途上国の中にE鮎に極めて高い関心を抱  

いている国もあります。欧州ではドイツ、  

イギリス、オ山ストリア、光来陰において  

はアメリカとカナダが、横棒的に取組んで  

いると思います。南兼での精勤はまだ始ま  

ったばかりで、アフリカでの活動も洩だ初  

期の段階です。アジア太平洋地域において  

16  



蛤堅塁  ゑ0野卑贋ー鹿裳と澤餞」国際シンポジウム   

ためにE鮎勝報を使うのかムrE鮎酒報をク  

リーナープロダクションのために使うの  

か」、あるいは㌻源蹄管理システムのために  

使うのかj ということです。EMAデータが利  

用できる謄境マネジメントおよび従来のマ  

ネジメントへの適用例を挙げるとすると枚  

挙に暇がなく、企梁や国によって∴蝕針適用  

に関しては優先順位が異なっています。  

り
い
ぬ
 
 
 

た
 
‥
 
 

シE洞AR蔓C■フィリピン公捜索隊士   
協動P】CPA）十モの他パートナー  

′クリーナープロダクションおよぴ  
「壌嶋コスト評価」に即Tるトレーニ  

ンク⊃－ス  

シ現在鞘華中の塗計士および会計士以外   
の岡諾容  

ショ檜ス線法昏を艶め、大挙会計珠毯の   
必窮カリキュラムに組み込まれた  

と協力し、クリーナープロダクションと深  

境コスト評価に関する研修コースを開発し  

ました。クリーナープロダクションを錮勺  

としてE敵情報は適用され、「E鮎」ではな  

く「環境コストアセスメント」という用簡  

が使われています。会計士協会によると、  

多くの会計士をま日常の会計紫務に飽き飽き  

しており、「会劉」という嘗衆を使いたくな  

かったそうですb そこで、適う呼び名にし  

ましょうということになったのですが、本  

質的にはEMAです。この研修コ岬スは、現  

在楽界で活動する会計士のためだけでなく、  

£ンジエアや環境マネwジャーなど会計に  

関連しない職種の人々のために開発され、  

非常に人魚があります。また最近フィリピ  

ンの大挙で会計学のカリキュラムが改定さ  

れた際、会計学の学生会農が2つの必修科  

目にE鮎を食めねばならないという要件が  

決定されました準 この種の大学課程の要件  

を備える国は、フィリピンが世界で最初だ  

と思い濠す。大変興味深いアジアにおける  

E払の賽例だと思います。   

欧州の例としては、迷わずマテリアルプ  

ロ…コスト会計を紹介し嘉しょう¢後ほど  

他の終演者が採り上げる予定なので、鮮細  

な説明は控えますが、ここでも rマテリア   

サプライチェーンマネジメントのためのEMA  

′化学℡致サービス（CMS）モデル  
ン金華内¢化学および化学最澄物の流れを追跡するため   

にE醐Aを利用する  
ン化学管理サービスのサプライヤーとの邦約を設針・  

笑抒するためにE†dA幣稽を判銅管る  
㌢CMS苛烈レは無音で広がっているき′〉、叫－∧｝w山・…・㌧ 汚  

誌－80％ 録凧r   

、 

航空鞘庶＃の用％  － 
、予＼√，即3 

こういった凌いについて、倣界の鰭地域  

から3つの例について簡頭まに紹介したいと  

思います。米国では、餌Åをサプライチェー  

ンマネジメントに油用することが訓Åデー  

タ活用の主流の一つになっています。これ  

については、後ほどストタトン博士から詳  

しく説明があるかと思いますので、詳細は  

経えさせていただきます。しかしながら、  

用衛と麗漉に関して嘗うと、E鋸はサプライ  

チェーンマネジメントのために使用され窓  

すが、爽際にサプライチェーンマネジメン  

トに携わっている人で、実際にそれをE眠  

と呼んでいる人はあまり多くあり濠せん。  

ですから、繰り返しになりますが、国によ  

って逢いがあるわけです。   

次にフィリピンでの例を滞介します。私  

たちはフィリピン公経会計士協会（Pl、CPA）  
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連星墨、  2803年庇「塵系と環境」隙取シンポジウム   

発行数いつも心待ちにしています¢ もう…  

つ興味深い点としては、日本のE鮎は倣界  

のどの固よりも外部報舎を塵祝している点  

で、日本におけるE鮎実践を特徴づけてい  

ると思います。これについては、また後ほ  

どお静しましょう。  

≦
ゝ
L
‘
一
′
ぅ
、
ぷ
W
 
配
亀
－
泌
免
田
伊
 
 
 
 
 
〆
㌔
 
 和

 
 

紀
 
 

ドイツ  
マテリアルフローコスト会計  
ンアウグスブルグ大学と頸機転響研  
ン組織内のマテリアルの流れと   

惰帽の渡れt阿化Tさ  で
㌔
．
g
 
 

一丁テリアルの量と⊃ストに印すろ   帽
旬
 
 

れ
 
 

盤瞭データ数臆洩る  
ト隠蛤に不一戦がないか、マテリアル   漏

 
 

に
 
 
 

を柁放し、コスト嗣滅の級金を兇いだす  
ン館報システム堅改態する  

’■か－仙‾、■“‘■血ム1“酬u 「  

世界のEMAステークホルダーは以下モ連じ  
て定期的に情報を共有している   

r EMA内■ウェブサイト  
ン EMAリストサーフ  

′EMA轟ソトワーク（EMAN）玉髄  
r EMAに喝丁るUNDSD書円家作憂クループ   

ルアロト十コヌト会計」という別の用簿が  

使われていることに寛がつくと思いま  

す。こういった例を見ると、国によって  

アプローチは械、々であることが分かり  

渡す。  

さて現在、世界中の人々が国際的に多く  

の情報を典有しています。このスライドに  

いくつか例を挙げていますが、それぞれに  

ついてもう少し説明いたします。  

日本のEMA輿践状況を  
地頭と比べると   

一日本給級も清爽なEMA架廠囲の一つである  
′
 
巨
れ
椚
判
〓
り
メ
 
 

ン日本のEMA率法は世界から大いに   
淡色を浴びている  

ン日本におけるE摘Aは他部に比べ  

外聞報告機能をかなり蕊祝している ル．J  
至   

牒群がぞ、㌻ら  
■   

担揮増税如鱒麺塵狸g  

このウェブサイト臥 E掴Aの原稜、手乱ツール、  
異様および活動に関する鮫際悟報濾であり、  

ン領拷杓  
ン中心的  
㌢音義にアクセス可能  
ン寧為に横熊野閑  
ン最雛   

であることを目的としている．  

「日東におけるE鮎の実践状況は、他国  

と比放してどうか」と考えてみ渡した。礫  

ほどパネルディスカッションでこの点につ  

いてお許するよう、閣部数授から依痛があ  

ると思いますので、ここでは、針率は位界  

で汲も漕凝なE舶来践国の…つだと貰える  

とだけ申し上げておきます。日本のE舶は  

非常に印象深く、その手放は世界中の商い  

関心を糸めてきました。日本の報督番やケ  

ーススタディ、ガイドラインの英諏版の  

1つの困の例は、馳Aの国際ウェブサイト  

：／／ww軋E㍍Awebsjte．or  ．）です。お  

手元の資料に、簡単な紹介パンフレットが  

あると思います。このウェブサイトを構築  

した常数について少しお話しましょう。ウ   
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扱監塵  2803年庇「塵耗と環境」際際シンポジウム   

ェプ（澗）でE私情報を検索した場合、例  

えば米国環境保護庁のページからいくらか  

情報が得られても、包括的に情報を入亭で  

きるサイトはありませんでした。特にEMA  

に取組む世界中の国々から幅広く闊際的な  

情報を入学できるウェブサイトがないこと  

が分かったからです。したがって、包括的  

で、アクセスし易く、特定の情報を簡単に  

検索でき、できるだけ最新情報を授供でき  

るウェブサイトの開発を田壊としました。  

将に情報は日々変イヒしますので、常に最新  

情報を授供することには難しい点も多いの  

が現状です。  

、 、、、、   
ご‾，＝丁‾「：ここ；‾  

■∵l、‾‘■‾●  ＝－こごこ＿二」rてここ＝∵’．ニご：ニ   ニ∴∴∵ニてニ∴  ‾‾‾  
∴＿…＿＿＿－．．＿．い＿＿＿＿．＿＿．＿  

’還器整髪警；憲憲…還 ＝ニ「■■ニ‘ニ‾■＝こ「こ二■∴∴∴  

■ニニ∵1∴∵．三こt∵：∴㌍ここ．  

’＝I＝「∴■：て＝≡＝．ご、－‘＝＝＝■ごてて  

イトをチェックするタイミングがわかりま  

す。また、ウェブサイト上には検索可能な  

電子ライブラリーも備わっており、各機EMA  

関連文献、ケーススタディ、研究和食啓、  

研修資料など、あらゆる資料があり蕊す。  

中にはダウンロード可能なものもあります。  

ダウンロード不可の場合は、紀啓○ピーの  

注文先を数えてもらうか、または関連樽幼  

が入学できる他のウェブサイトにリンクで  

きます。リンクのセクションからは、世界  

率の関連ウェブサイトにリンクでき、相当  

魔のE誠A情報を入拳でき渡す。ネットワー  

クのセクションでは、他界の各地域のE電池  

ネットワーク、ならびにコンタクト情報を  

線供しています。もしアジア太平洋環境管  

理会計ネットワーク（ E払N－AP：  

∴‥、 ・‥・ ＝ 1：・ － ‥ ‥、‥・  

がe竃WOrk鵬ÅsiaPaeifまc）にご興味があれば、  

運営嬰鼎である済部数授に聞いてみてくだ  

さい。またE…メールでのディスカッショ  

ン・グ／レープがあり、皆さん篭）入会できま  

す。EMAに関する質問をすると、例えば様々  

な国から有益な回答が5つ得られたりする  

こともあります。E阻カレンダーには、もち  

ろんこの国際シンポジウムのような会鶴間  

偽情報も掲戴されています。ホームページ  

′情熱可能なテ一夕ペース  
・研琵報傍碇．ケースヂタグイ、細野抱薦記葬、綴澤．招か笹、   
トレーニング資軌 ソフトウエアなと  

■アブストラクト．ダウン胃－ド可能な☆静  

ンEMA研究者、渠絶家の連絡先  

．リンク（姐■とウェブサイト）  
ン泳ツトワ00ク（EM刷、E柄Aリストサーブ辱）  

′イベントカレンダー  
′EMAニュース  

ンEメールニュ岬スレター（感熱情報を定期捌こ記憶）   

このスライドでは、様々な種類のウェブ  

情報をいくつか紹介していますが、次のス  

ライドでE姐A国際ウェブサイトのホ鵬ムペ  

ージを紹介する際にご説明させて頂きます。   

E舶国際ウェブサイトのホームページに  

はE鮎ニュースが掲載されてお牒、新しい  

出版物や余儀開催情報が公衆きれると、そ  

の都度ホームペ…ジにアップします。また  

約3ケ月に1虔、Eメールによるニュース  

レターも配信しており、経でも手続きすれ  

ば受信できます。EMAウェブサイトの最  

新情報もキャッチできますから、ウェブサ  
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換監豊  之り∽年産鳩落と域動国際シンポジウム  

の右下には、資金鰹供肴やパートナーであ  

る、国連、ACCA（公際会計士協会）、テラス  

研究所、来園環境保健庁、英国環境庁への  

リンク先があります。  

ネッ】てワークのおかげで、非常に効果的か  

つ効率的に健界の状況を知ることができま  

す。  

ー  SD書円零作東クル  

〟〟∂ぶβ農劇棚  

EMAN＝EMAネットワーク  

ン1g葺◎年、EMA確認グループ放立  

㌢蕊な会風：世界30カ国以上の戦術代訳者  

ンその他台風；会計士協会、挙帝なと  
ゝ 臼 撚；EMA饉遵にお汁る政紆の役脳内上  

ン 会 食‡こ札弦で7臥会食ことに違う毯で鶴醸  

′5－6洋前：恍州貢即椚蛤  

ン2－3年前；アジア太平繹支部創設  

ン1 年 前；州繁華8顔泣  

シ亀憶；EMÅ囁報の洪笥、ネットワーク化、共同間認  

ンオープンな金色制：廃棄絆、放鼠  

コンサルティンク、字書むと  

ン活動内容；年次会食開催、地腹など   
…  

1   

国際的な情報条有ための取り組みとし  

て、国運持続可能開発部（UNDSD）が後援  

しているものがあります。UNDSDさま、1999  

年にEMAワ…キンググループを設立しま  

した。このワーキンググループほ主に世  

界各国の政府代嚢着で構成されています  

が、中には会計士協会や学会琴の義欝団  

体の代襲として招恥された民間のメンバ  

ーもいますp ワーキンググループ設立の  

第一の趣旨は、E鮎。を促進するよう政府を  

支援することです。多くの場合、政府機  

関は産業界での測A利用を翼威したいと  

考えていますので、政府のワ岬キンググ  

ループではありますが、渡楽界の実務に  

とって有用なE姐Aの実践に盈点を濃いて  

います。ワ岬キンググループはほぼ年1  

回、今までに7国会合を閃いてきました。  

腎務は中心的な存在で、数年前には関本  

で会議を主催したこともあり渡す。日本  

からは、環境省の沢味健司氏、および国  

都教授が代牽メンバ岬として参加してい  

ます。   

また、E鮎Ⅳ文部を通じて、国際社会の人々  

がE鮎に関する情報を共有することもでき  

ます。激初の支部は欧州で5～6年前に創  

設され慈した響 この欧州支部iま各年金儀を  

開催しており、実は今週、ドイツのリュー  

ネプルクで会合を開く予定です。アジア太  

平浮支部は2～3年前に創設され、おぞら  

く皆さんの申でメンバーである方も多いと  

思います喧米州支部はつい1年前に創設さ  

れたばかりです。米国ではE眠に興味を持  

つ人々のネットワークが既に存在しますが、  

どちらかと嘗えば非公式なネットワークで  

す。私たちは1年前に£紬偶の名称を正式に  

採択し、国際交流を円滑化するため他の  

Eも兢N支部との正式に線撰することを決定し  

渓したひE最蛸支部会般の目標は、情報共有、  

ネットワ…クの構築、プロジ註クトへの穣  

嬢約な協力支援です。経でも入会でき、選  

奨界、政府関係、コンサルティング、学啓、  

NGOなどの会農がいます。階数内容は卒1回  

の会親と出版物の発行などです。これらの  
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敵豊  2恥き年度㌻虚業と環磯」国際シンポジウム   

専門家が葦薬を査読し潰す。日本からほ、  

後ほど絆演予定の水口剛氏と倉阪智子氏が  

査読農を務めています。また鵬舷窓読の過  

程もあり、ここにいる皆さんを含め、興味  

がある人なら経でも文革を査読できます。  

盤統過程は国際会計士連盟（Ⅰ蝕C）の理啓  

会が封嶺しています。そして万挙順調に進  

み、王鞄C理賽会が最終承認を与えれば、国  

際指針啓は2004年来演でに発行される予定  

です。この国際指針番の開発に際しては、  

日本など各階における指針恕を入念に調査  

し、…つ血つの取組みからできる限り多く  

を学び取ると同時に、できるだけ州貰性を  

保つよう努力しています。  

ン璃維¢共有  
ン乏つの技術的なワークブックを闘馳   

・EMAの手中と罰昆   

■ EMAの方策とリンク  

′ ∈MA入門パンフレットモ   

漁猟 ビジネス界の法者向けにそ凱ぞれ閣殆  
シ現在遮行中・金隊辞のためのEMA  

ン現在進行中・閃照会紆界のための指針啓の開始   

国連グル岬プの会合ではいつも、各国に  

おけるE私語数に関するセッションを行い、  

敢新修報を交換します。グループはまた、  

E沌Åの拳順と原理、およぴ方策とリンクに関  

する技術的なワ…タブックを資託されてお  

り、これまでに政府用とビジネス界用にそ  

れぞれ簡単なE九仏入門パンフレットを開発  

しました¢現在進行中の取り組みとしては、  

金融界向けのE舶調査と、国際会計界向け  

の指針番の開発です¢ これらについてはも  

う少し後でお嘗告します。   

E鮎や関連テ血マについては、既にたくさ  

んの指針恐があります。中には針乳 カナ  

ダ、イギリスなどの特定の閻向けに番かれ  

たものもあり、各国におけるケーススタデ  

ィが食まれています。他国にも役立つケー  

スも中にはありますが、E舶は近年変貌を遂  

げ、急速に進化しているので、やや時代遅  

れになるかもしれません。これまでに国際  

会計団体の正式承駆を受をナた国際会計界向  

け指針審はありませんでしたので、このプ  

ロジェクトによる開発が初の離みとなりま  

す。プロジェクトはU用）SDがとりまとめ、  

日本政府をはじめ、多くの政府が資金鍵供  

をしています。指針懲は＝段階評価を受け  

ます。まず資金提供国から推粛されたEMA  

ンとりfとめこUNDSD  

ン資金提供窃：UND＄Dおよび寒臥英臥  

8務、ドイツ．オーストリア客珂汲や  
ン著恕；EMÅR】Cげラス研究所（＊良ボストン）  

暮OEWく療一誌トリれウィーン〉  

ン王政曹：専門書．UNDSDクルー7．一敗なと  

ン蕊匿逢毯および発刊のま健蓉：  

既常会紳士桔重くIFAC〉選挙会  
ン計画啓蛛2004年中に搾袈挙党  

穀も広く討添書れる問恵は三   

EMAにはどのような槌狩¢倍増を含まれるか？   
′金銭摘稽のみ？罪賊斡な倍増も？   
′どの喋畳鰯迦コストか？   

EM人情楳をとのように使うことが出来るか、   
あるいは使うペ密か？   
′曳に内申管捜のため？   

′外詳報暫にも放う？   

優良のEMA来臨方法練？   

次に国際的に髄論されているトピックに  

ついてお詣ししたいと思います。E姐Åに対す  
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蝮監墨  2883年庶「感染と環乳濁狩シンポジウム  

るアプロ岬チは実に多様であり、また数多  

くの国がそれぞれに薬威しているため、非  

常に活発な破約を呼んでいる点がいくつか  

あります。〟つ悶は「E鮎にはどんな種類の  

情報が含まれるのか。単に㌶スト情報だけ  

なのか、それともマテリアルフ胃－のよう  

な物数的情報も含むべきなのかJというこ  

とです8ニつ馴ま、Eさ舷情報をどのように使  

うことができるのか、あるいはどのように  

使うペきかという問題です。単なる内部管  

理の意志決魔のためのものなのか、それと  

も外部報脅にも使うのかということです。  

三つ目の論点としては、これ濠で様々な手  

法が数多く実験されてきましたが、「£鮎の  

最良の薬醜拳法はなにかj ということです。  

EMAN支部と、国連ワーキンググル血プの取  

り組みを通じて、こうした論点に対して何  

らかの国際的なコンセンサスが形成されつ  

つあ牒ます。   

ペきです。マテリアルコストをま最大のコス  

ト推進要因である場合が多いため、良いマ  

テリアル会計なしに、良いコスト会計を作  

ることは非常に難しいのです¢   

この論点に開運して、rどの環境コストを  

E私に食めるペきか」という問腰があります  

が、これに関しては、「舶．級がE触を導入す  

る隙には、包括的でなければならない」と  

いう国際的コンセンサスが高まっています。  

政府や会計士協会がE鮎ガイドラインを開  

発する際は、包括的であるよう心がけるペ  

きです。蕊東になりうるコストを無視した  

り、忘れたりすることのないよう、1一分注  

愈を払うべきです。特に廃寮原材料に関連  

するコストは、最も忘れがちです。今日さま  

マテリアルプロ“コスト会計についても終  

演があるようですので、後ほどこの点につ  

いては大いに髄簡されると思います。しか  

し、多くのE鮎ガイドラインは、馳娘に廃寮  

原材料閑適コストを食めていないのが現状  

です。もし廃棄物が出るような製造現場で  

働いていれば、廃寮原材料の金銭価値は非  

常に盈要な窓味を持つと思います。廃棄物  

を出して環境負荷を与えるわけですから、  

これは環境コストになります。こうしたこ   

「E猷にはどんな種類の情報が禽蔑れる  

のか。単にコスト情報だけなのか、それと  

もマテリアルフローのような物理的情報も  

含むのか」という騎虎に関しては、国際的  

コンセンサスの主流は欄方」です。特に  

製造楽の場合は、E鮎は両方の憫報を食める  

望2  



政豊  2003年庶「鹿我と環境J攫際シンポジウム  

ら明らかなことは、どの状況にも最適であ  

る手法を鵬・つに特定できないということで  

す。これは、国や組織によってニーズが異  

なるためと、E鮎が予算編成、サプライチェ  

附ンマネジメントYクリーナープロダクシ  

ョンなど、爽に様々な用途に適用できるた  

めです。こうしたすべての状況に最適なEも仏  

の方櫨をたったまつ特定することは不可能  

です。けれども、いくつかの最良挙例が特  

定されるだろうと国際社会は考えています。  

明らかにマテリアルフロー会計は、をうし  

た傲良挙例の1つであると嘗えます。しか  

し、国が変われぼ最良手法も変わってくる  

と思い濠す。   

EMÅの将来のために必要なことは、E払と、  

財務会嘗卜財務報督のような他種の環境会  

計／環境報督との間で整合性を持たせるこ  

とです。企莱の年次財務報督において、様々  

な穐準の環療情報を含めることを凝務化し  

ている国があります¢環境／持続可能性パフ  

ォーマンス報督（企紫の自主的な莱辣和食）  

がそうです。日本の協合、E私情報とこうい  

った楽繚報督に強い関適性を持たせており、  

両方を報脅するよう取り組んでいます。3つ  

目の種類の環境会計／環境報督は、深痍統計  

会計／報告です。個々の企業が国家の統計局  

に情報を報告しますが、その槽報が国運な  

どの国際機関に報督されることもあります。  

環境統計会計報督とは、こういった国際機  

関が統計値を出して、国、特定の生態系お  

よび世界全体といった、 より広域での環境  

状態やパフォーマンスを測定するというも  

のです。馳汎情報は、ニういった稽の盆幾雑  

潜にも情報を橙供します。残念なことに、  

現在のところ、これらの種類の会計／報告間  

にはさほど血欝性がないため、金策が3穏   

とから、「包括的でなければならない」とい  

うことが国際的コンセンサスになっていま  

す。コストに関する包括的なリストを作成  

すれば、各企業ほ褒社張とってどのコス1、  

が数億先であるかを決定でき渡す。   

次に「E敵情報はどのように使うことがで  

きるのか、あるいはどのように使うべきな  

のか、E敵情報は主に内部管理の慈恵決定の  

ためか、外部報優にも使われるのか、それ  

ともその両方か」という翰点についてです  

が、どちらの目的にも有効だという国際的  

コンセンサスが高まっています¢ 先に申し  

上げたように、日本は外部報督を最澄寮祝  

しています。他の国々もE舶情報が外部報  

食に使われる価値を降級しつつあります¢  

E鮎の賽銭拳法に関しては、各国の経験か  
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蔓蒜・監S  2003年庶r産来と蔑蟻」国際シンポジウム  

頗か4種類の会計／報督を同時に薬行しよう  

とするのが大変難しい麹合があります。し  

たがって、こういった報魯システム閤の棚  

野性、および報告されるペき指標間の一欝  

櫨、また報懇システムに関わっている各様  

団体間の連鱗を向上させる必要があります。  

社会的な種頼のコストで、組織が何らかの  

形で負担しなければなりません。これは企  

楽の衆終収益に影響を及ぼす内部社会コス  

トについての詣であり、環境衛生コストな  

どの外的影響のコストについては患だ触れ  

ておりません¢E鮎情報にこういった種類の  

社会コストを含めることについては、すで  

に研究が始められてい渡す。このアプロー  

チ私馳払というよりは、環境面と経済面の  

両方をE鮎に取り入れた持続可能性管理会  

計として展開しつつあります。持続可能性  

管理会計には、経済的、環境的、社会的な  

粟索が含まれ、すべて企兼の観点から考え  

られており、すでに実践されています。次  

回の国連ワーキンググループの会鶏でさま、  

この時統可能性管理会計がテーマとなる予  

定です。もう仙つE鮎に含まれる可能性の  

ある情報が企紫外部で発生する社会コスト  

です。これについても財部教授からお終が  

ありましたが、ほとんどの企楽にとって、  

これは蕊だ遠い先の碓だと思います。  

EMAと飽級の環機会計／環境報督との髭合性が   
套求されている．また苔ステークホルダーと   
の協調も必夢である。   

ン環晩尉蹄塗匪′輯告   

ン環境／緒総可能性パフォーマンス報告  
ン環境統計会汁／搾督  

∈  

㈹乱ヽ仙ト仙一肌m山山‰h山W  

E  L  

多くの絶繊で現在検討きれていない態様の僚報   
がEMÅに食まれるようになるかもしれない騨   

ン企洗内払で弗生する嶽余約コスト   
繊総に対する捉緊鎮の疾病コストなど  
（持続可紘性管獲会計を通じて）   

ン℡鞍外部で発生する社会的コスト   
払紘から排出される汚詭か公衆衛生に希え患   
だ畢のコストなと   

EMAをより輔広く帝人する必渠がある。   

㌢EMAや開通枇澄を大学の義挙彿提や、会計士、   

エンジニア，環境管理者啓の染渡散村に組み込む？  

－有力むスチークホルターによろ正和？  

ンEMÅ情緒を大瑞枝組織の必粛報告移項に？  

ンサプライチェーンを漁じ．ホ規櫻紘梶にも啓及？   

E鮎の将来に関してもう一つコメントし  

ますと、先ほど饉部数扱が稀演で触れられ  

ていたように、現在検討されていない他職  

の情報がE軌に食まれるようになるかもし  

れません。例えばスライドの血つ悶にあり  

ますように、金港内部で発生する社会コス  

トは、現在E姐Aに含まれていません。E舶で  

は環痍コストを豊根しますが、企業内部で  

発生する社会コストには胤戴を当てません。  

社会コストとは何を澄賭するのかというと、  

1つの例が従衆魔の疾病コストです。これほ  

Eあ仏の将来について最後にもう00つ述べ  

たいと思います。E鮎をより幅広く導入する  

必繋があるということです。この促進方法  

については窓見が様々ですので、ここでは  

いくつか可能性を紹介します。各国で使用   
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テリアルフロー情報の報告を企楽に蝕務付  

けています。マテリアルフロー情報はE齢  

情報の00部にすぎませんが、企薬に環境負  

荷について瓢徽させ、何らかの措置を請じ  

させるには非常に有効です。またサプライ  

チェーンを通じて小規模組織でのE鮎督及  

を進める方法もあります。この点について  

は、後ほどストウトン氏より鮮細にお騒が  

あるかと思います。   

ご清聴ありがとうございました。   

されている傲も鵬般約なアプローチほ教習  

と訓練で、E舶が大挙の主賓課税だけでなく、  

現役の会計士、エンジニア、環境管理者の  

生涯教育にも取り入れることが餅みられて  

います。別のアプローチとしては、国際会  

計士連盟などの影響力のある団体から正式  

承認を得ようとすることです。あるいは、  

いくつかの太企粟にE船橋報の報告を鶴務  

付けることも、可優性として考えられます。  

たとえば米国では、企業の報懇要件となっ  

ている有審化学物質排出目録によると、マ  
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利益の出るサプライチごl－ンのグリーーーン化：  

環境管理会計の応用  

夏G丑S関閤研究センタ仙審農研究風  

光国・テラス研究所  

ビジネスサステイナビリティグル酬プ上席研究農  

ケミカル・ストラテジーズ・パー】、ナ血シップ プロジュタトマネ鵬ジャー  

マーク・ストウトン   

マーク・ストクトンと申し渡す¢私はテ  

ラス研究所で萎まサヴエージ氏の同僚で、  

‡GES開園研究センターの客農研究農でもあ  

ります。今回汲涜の機会をいただ普、大変  

審ばしく思ってお攣渡す   

本日は、深療管理会針の外部適用につい  

てお貫首ししたいと思います¢ サヴエージ氏  

をはじめ、多数の同僚を代親して共同研究  

の結果を発褒します8 お手元の資料には、  

碑演申さま騨細に触れないスライド牽実例も  

骨法れていますのが、ご参考になさってく  

ださい。資料に関する質問があれば、後ほ  

どあるいは後日E－ぬilで受け付けます。  

フ勇一－マンス、マテリアルフロー、エネル  

ギー利用、および各項目の閑適コストにつ  

いての理解を深めるのに役立ちます。内部  

栄務を適切に管理するために、これらを把  

揺することは大変蕊賓です。   

1．サプライチェ…ンマ栂やメントのためのE比良？   

しかし、優れた賽米管理は社内業務の管  

理に限定されるわけではありません。サプ  

ライチェーンのマネジメントは、競争力、  

収益性、寮任の管理にとって不可欠です。  

環境面から見ると、製品やエ綴に閑適する  

環境影響は、サプライチェーンの上流に存  

麗します。これらがいわゆる上流ライフサ  

イクル影響と呼ばれるものです。   

ここで、 鵬つ疑問が沸いてきますが、E鋸  

はサプライチェーンマネジメントにおいて、  

何らかの役割を果たすのでしょうか。具体   

E鮎（環境管理会鮒）は通常、内部管理の  

拳法とみなされます∴蝕Aは、企楽の環境パ  
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2003年庶「産教と環境J溺際シンポジウム  

サプライヤーの兼務を改啓します。どちら  

の例も、環境パフオ…マンスと営米英綾の  

両方を向上させることが可能なサプライチ  

コニー鵬ンマネジメント戦略であり、爾方とも  

基本的にE舶原則の適用に基づいています。  

2．化学物質鷲敷サービス（CMS）   

的には、サプライチェーンの環境パフオ｝  

マンスは、常楽爽廠に影響を及ぼし得るの  

でしょうか8 それともその逆でしょうか。  

これらの質問に対する笹が「イエス」であ  

れば、E最Aはサプライチェーンマネジメント  

に大いに適用で登るはずです癒   

サプライチ温－ンマネジメント戦略の…  

つ胃の例は、化学物質管理サービス（C誠S）  

です。熟達の観点から考えると化学物質は  

不可欠であり、ほぼすべての熟達作業にお  

いて化学物質が使用されます。しかし澱境  

の観点からすると、イヒ学物質は非常に問題  

があります。製造による環境影響の大半は、  

化学物質が発生源です。ビジネスの観点か  

らすると、化学物質は非常に複雑です。鯛  

演題からお分かりのように、当然番えは  

「イエス」で、E舶はサプライチェーンマネ  

ジメントにある役寮眩果たします。2つの例  

でご説明します。1づ目は化学物質管理サー  

ビスです。このサプライチ茅“ンマネジメ  

ントアプローチでほ、サプライヤーがカス  

タマーの業務を改善します。2つ日の例とし  

て、サプライヤ仰技術支援やデルを見てみ  

ましょう。この号デルでは、カスタマ仰が  

：i＼   



済監墨  2003年庶ー鹿蔑と曙横」国際シンポジウム   

逮や物流管理の面において複雑な上、蕊大  

な常任間腰や多大な遵守コストをもたらし  

ます。  

プライヤ㌘が化学物質の総使用盈の削減を  

奨励慮れるように、契約上のインセンチイ  

プを変えることが挙げられますが、化学物  

質の盈ではなくサ血ビスに基づいてサプラ  

イヤ血をこ報酬を支払うようにすれば、をれ  

が可能になってくると思います鐙   

また社会や化学物質の購入者の観点から  

すると、避寒約な間腰があります¢化学物  

質供給契約は、サプライヤーによりより多  

くの化学物質を販売させるインセンチイブ  

が生じるような構造になっていますが、こ  

れはなぜでしょうか。典型的な化学物質供  

給鞄約では、サプライヤーが化学物質を売  

れば禿るほど、収益が上がるようになって  

います。契約は通常、化学物質のリットル  

またはキロ当たりの単位原価を基本としてい  

ます。  

このインセンチイプの汚構綴が達成でき  

たなら、その結果はり比率物質管理サ仙ビ  

ス（C最S）」と呼ばれます。C補Sは、化学物質  

供給のビジネスモデルで、カスタマ血が、  

サービスプロバイダ如と契約し、カスタマ  

ーの化学物質とぞの関連サービスを供給し  

管理する、戦略的な長期的関係を指します。  

CMSを決定づける特徴は、化学物質サ…ビス  

プロバイダーの報酬が、化学物質の盈では  

なく、提供されるサービスに主に基づく点  

です。つまり、サプライヤ…が、以前は化  

学物質の使用者が来待していた血部の化学  

物質管理兼務を引き継ぐわけです。   

CMSの構造モデルには、様々な例がありま  

す。電子機暴メーカーを例にとると、メー  

カーは洗浄液の使用盈に基っいてサプライ  

ヤーに支払う代わりに、洗浄きれた回路板  

ごとに均00料金を支払い渡すb サプライヤ  

ーがカスタマーの楽務のコスト削減を特定   この基本問題への対処法としては、サ  
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ヱ003年庶「塵革と蔑軌園際シンポジウム  

こ鱒ように化学物質管理活動を幅広く行  

うことで、化学物質の総管理3ストは、単  

なる調達コストよりもずっと高額になりま  

す。乗除のところ、購入した1ドルの化学  

物質に対し、最低ユドルの管理コストがか  

かり渡す防場合妄こよっては、購入した1ド  

ルのイヒ挙物質ごとにユ0ドルの轡理コストが  

かかることもあります。   

では、なぜC瓦‡Sは総3ストの評価を基本  

にするのでしょうか。C鵜プロバイダーは、  

特定の化学物質管理機餞を引き継いでいま  

す¢これらの機能にをまコストが生じ彗C禍Sプ  

ロバイダーがカスタマ偏に寮を凌示すると  

き、カスタマーは総コストに姦づき、その  

案を評価できなければなりません。   

たとえば、C姐Sプログラムの前は、化学物  

質の総コストは購入、保管、健胤環境コ  

ンプライアンスに分割されるかもしれませ  

ん。化学物質管理契約の下で、夜鷹の梗潤  

およびコンプライアンス楽務の多くはプロ  

バイダーに引き継がれます。現在、これら  

のコストはす′観て、調速に基づく契約コス  

トです。したがって、C誠S前後で調達コスト  

のみを比較する場合、C誠Sさま優れた賽米酢漸  

には見えませんが、総コストに目を向けれ  

ば、優れた秘策計画といえるのです。   

し、その繚果得られた節減分を分かち合う  

という利益典宥モデルを想定すること篭）で  

き潰す。   

厳密な構造モデルにかかわらず、契約は化  

学物質の線コストに基づいています。このた  

め、E鮎は化学物質管理サービスモデルの中  

心にあります。   

化学物質の使用の総コストとさま何でしょ  

うか¢化学物質の管理は関連から始まります。  

しかし、化学物質の管理はそこから、麗魔の  

受入、使用地点への内部流乱伐胤使用後  

の回収、処理、廃寮など、その他多くの活動  

へと広がります。これらの活動の全般にわた  

って∴瓢線衛生・安全遵守欝棒が窪められ、  

法的資任を負うことになり渡す。  
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甑遂塵   20ロ8年庇「鹿笑と蔑塊」国際シンポジウム  

れ渡せんが、配布資料の申に、CSPの組織と  

倍数に関する2ページもののパンフレット  

があると思います。これまで私たちが契約  

の作成と CはSプログラムの評価に貰赦する  

試験的研究を素行してきたとだけ申し上をヂ  

ます炒   

したがゥて、C鵬手法は、半分が別射で準  

分が化学物質管理システムの技術的評価で  

す。E鮎の構成蓼寮は、総コスト評価と、環  

境パフオーマンスと総3ス】、の基準線です。  

技術評価の構成寮寮は、施設における化学  

物質の実際の取扱を理解するために必粛で  

す。E舶と技術評価の構成軍楽が一緒になっ  

て、CMSプログラムを定盤することができま  

す。   

これまで非常に納得のいく研究成果が多  

くあがっています。ここでは辞しく説   

率いなことに、私たちはこれまでにか  

なり CMSモデルの応用研究を行ってきまし  

た。この研究は、ケミカル・ストラテジ」虜・  

パ…トナーシップ、通称CSPという別の非  

営利団体を通じて実施されます。CSPは、CMS  

モデルわ環境的恩恵を試験および評価して、  

資料と方汝翰を開発するために創設きれま  

した。本日 CSPの活動については辞しく触  
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迦豊  芝m年度r鹿蔑と確執国際シンポジウム  

C誠S熟約を通じて、環境管理の専門的基  

準が施行され鷺す¢また、C丸まSに基づき、  

化学物質の取扱が標準化され、職藻化さ  

れます。そしてほぼ閑適いなく、CMSは  

環境情報の愈と質を向上させてくれます。   

C最S研究を通じて、大半の化学物質のカス  

タマーが化学物質の総コストを十餅巴擾し  

明し患せんが、もし興味がありましたら、  

お草持ちの資料をご覧くださいや C狙Sプ  

ログラムの下で化学物質の使用を相当  

削減できた挙例が蹴っていると思い威  

す。CMSプログラムの寮凍に関して、カ  

スタマーとCMSプロバイダーの各当事者  

の見解を文番化した、C誠S楽界調査の繚  

黒も食まれていると思います8サプライ  

ヤーとカスタマ“の両者ともが、C椙Sが  

環境面でもビジネス衝でもかなりの恩  

恵をもたらすと確惜しています。   

なぜCMSは環境上の恩恵をもたらすの  

でしょうか。第1の理由は、C購Sプロバ  

イダーがイヒ学物質の利用の削減に対して  

報酬を得るためです。ニつ闇の理由とし  

ては、CMS契約が特定の環境管理機能、  

たとえば、環境報告データの編茶などの  

英行を要求するためです。このように、  

ていないことが分かりました。想像するほ  

ぼすべてのケースで、C姐Sの採用者は化学物  

質管理について調査するまで、E舶システム  

を英施していませんでした。   

他にも、サプライヤーとカスタマーの双  

方にとっての障壁があります。サプライヤ  

ーが化学物質メーカーでもある鼻骨、時に   
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扱済  之ひ08年庶「夜来と環境J国際シンポジウム  

と思います。こういった藻∃附ことって、高品  

質で低価格のパ…ツを授供してくれるサプラ  

イヤーは、競争力を持つうえで大変蕊賓な存  

在ですや ここでは、時に米国での状況につい  

てお話している点にご汲普ください¢ 田承の  

状況を…般化できるほど、日本のサプライヤ  

｝とカスタマーとの関係を十分に理解してい  

るわけではありませんので、どうかご了承く  

ださい。パーツ供給に関する基本的な米国の  

契約構逢は、男発入鹿に応じて割引を行う単位  

原価に基づいています。製造3ストは、カス  

タマ…に正確に把握されていることが多いよ  

うです。カスタマ…は契約に品質基準と期限  

基準を食めるだけでなく、たいていの駿食、  

年5％以上の強制的コスト削減を導入します。  

サプライヤ匝ほ通常や小金莱です   

米国の勢約モデルの根本的問題ほ、カスタ  

マ岬が、（1）パwツのコスト抑臥 〈2）サプ  

ライヤーとの安定した関係・パートナーシッ  

プ、（3）環境コンプライアンスと環境衆徒  

そうです。製造部門の収益が、化学物質の  

生産と販売によって後押しされるのは明ら  

かですが、サービス部門の収益はそうでは  

ありません。実際、サービス部門が化学物  

質の販売を増やした場合、収益ほ減ります。  

このことが、化学物質のサプライヤーにと  

って難しい構造的閻腰になる可能性があり  

ます。  

3．サプライヤ…技術支援   

次の例は、サプライヤー技術支援アプロー  

チです。イヒ学物質が製造に不可欠であるよう  

の低減という3づの目標を持っているところ  

にあります。   

銅齢は、梅坪のコスト削滅と、カスタマー  

がサプライヤーの簾務改啓をこよる恩患を計上  

または取得することで速成されます。目標3  

（環境問題）は、別個の環境索件を通じで対処   

に、パ細ツの供給は多くの遮凍の競争力に  

とって非常に蕊藤です。将に国際市場で複  

合的な大慶生産品を販売する自動車、航空宇  

宙、家電衆界などといった楽界に当てはまる  
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20∞年度「鹿洗と瑠焼j国際シンポジウム  

させるため、防Jlこに基づくアプローチを  

散ることは、仙見素晴らしいアイデアの  

ように思えますが、大きな間頒を2つ抱  

えています。1つ冒は、サプライヤーの会  

社は主に中小盆衆であり、クリーンプ烏  

ダクジョン餞カを十分に備えていないこ  

とです¢2つ目は、こうした楽界において  

は、カスタマーの仕様が非常に特典で厳  

密である点です。それが原因で、サプラ  

イヤ“がパーツだけでなくパーツを製造  

するエ殊に変更叡加えられなくなってい  

まいます。   

したがって、サプライヤーのp2やクリー  

ナープロダタションを実現するには、カス  

タマ如からの積極的なサポートが必要で  

ず① カスタマー輪はパ匝ツ仕様の変質、ひ  

いて妄濃艶遮工程の変更も進んで行うペき  

です鎗 こう した変更には必ず○ストが揮  

います。例えば、サプライヤーのパーツを  

認証するのに、唐物寮メーカーに何十万ド  

ルものコストがかかる場食があります8カ  

スタマーは、それ相応の登滴がある場合  

にのみ・汚嘗竪証しますむ   

できます。しかし目標2を血賢してサポートす  

る袈約のメカニズムはありません。率実、目標  

1と目標3の実現に使われるメカニズムが、目  

標2に対してマイナスに作用することもよく  

あり潰す。長期的競争力の基盤をま別業2の達成  

によるところが欠きいとカスタマーもわかっ  

ているのでここが問題といえます。   

この基本的な問題に対処するにほ、クリ  

…ナープロ ダク ショ ン（C】．eaユーeご  

Pro血etion：CP）や㌢2（汚染防止、Pollutゴ．on  

Probi母m）が双方にメ ジ ットのある  

「win珊まn¶i漁」の解決策かもしれません。  

この方法でサプライヤーの生産性向上、パ  

←ツの○スト削減、および環境パフォーマ  

ンスの向上を実現できるからです。  

では、カスタマ…がサプライヤーのP2を  

サポートするためにをま、どのようなイン   サプライヤーのパフォーマンスを向上  
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短巡  2888年庶「泣深と環項」既隈シンポジウム   

プロダタ∧ションの観点から考えた場合、  

さほど効率的とは嘗えません。もっと改  

轡の余地があります。このスライドは欧  

州自動寮メーカ柵向捌こ60ドルのゴム製  

ウインドウシ血ルを製達している、ある  

自動蟹部晶サプライヤーのエ壕を最近紡  

れたときのものです。このサプライヤー  

は原材料在庫の15％を廃棄していたので  

すが、この廃寮魔の50％は実に傲終製造  

ステップ後に発生していました。これで  

は加価値と材料に多大な損失を掩いてし  

まいます。その上工場内では、粒子状の  

揮発性有機化食物の問題も発生していま  

したさ   

これは経済的にも環境的にも問題です  

が、原因はゴムに塗布される被複線（塗  

料と家筋組織の両方）にありました。こ  

の間題は、サプライヤ仰がエ程管理を改  

資することで部分的に解決されると思い  

ますが、蒐粂に解決するにさま、カスタマ  

仰の仕様変更が必要です。カスタマーが  

その時定の盤面被穣に固執する限り、問  

題をま依然として解決されないでしょう。  

センチイブがあるのでしょうか。貰うま  

でもなく、カスタマーとサプライヤーが  

相互利益を得る必賓があります。P2とク  

リーナープロダクションの機会に閑適す  

る総コストの評価が、相互利益を決定し  

構造化する基盤となるはずです。すなわ  

ち、サプライヤ州側とカスタマ…側の双  

方において、総コストと利益を算出する  

必黎があります。   

いったん総コストについて把握すれば、  

互いに利益を得られるよう、様々な方法  

が検討できますむ たとえば、おそらくカ  

スタマーは、サプライヤ岬にコスト削減  

分をすべて「与える」ことを選択するで  

しょう。そうすれば、サプライヤーは生  

産性を落とすことなく、コスト削減目梯  

を漆戚できます。クリーナープロダクシ  

ョンを霧行した後、カスタマーとサプラ  

イヤーはその節親分をシ荒アサることに  

なるでしょう◎   

自動寒部品のサプライヤーや家電部品  

のサプライヤーは既にかなり効率的化さ  

れていると00般的に考えられていますが、  

それはなぜでしょうか。彼らをま絶えずコ  

スト削減のプレッシャー針受けているか  

らです。しかし、私たちの経験からいう  

と、これらのサプライヤーはクリーナー  

したがって、CMSと同様、サプライヤー  

技術支援も、半分がE細見で半分が技術的  

軍索です。E鮎は、クリーナープロダクシ   
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三塁至誠  2803年皮「慶糸と環境J国際シンポジウム  

ヨンの機会の総コストと利益を把摸する  

ために必要になってきます。そしてこの  

情報は、経営上の啓怒決定に静用きれな  

ければなりません。技術面では、改選機  

会を発見するために、サプライヤー楽務  

の技術的評価が必要です。カスタマーの  

支援で改轡機会を見出せるかもしれ渡せ  

ん¢ しかしカスタマー側から見てクリー  

ナープロダクションが実行可儲かどうか、  

調査する内部機構を構築することが蕊欝  

だと思います。   

た。しかしながら、相互利益を構逢化す  

る、つまり、サプライヤーとカスタマー  

間で節減を分配することに関しては、今  

後さらに別途的な発想が望まれ奮す。   

CMS契約モデルはじめパフォーマンス  

ペⅧスの契約モデルを見てみると、相互  

利益をいかに構造イヒするか、ヒントが見  

えてきますむ 私の風解では、カスタマ←  

である大企業が（1〉 サプライヤーがクリ  

ーナープロダクションの機会を特定でき  

るよううまく畢助けし、（2）総コストに  

基づいて利益の分配方法を発見すること  

ができれば、サプライチェーンを大幅に  

効率化できるはずです。これは大変難し  

い課題ではありますが、極めて大きなチ  

ャンスでもあります。   

米国では、この号デルを用いて畿験プ  

ロジェタトが英行されてきました。プロ  

ジェクトには、ゼネラルモーターズ（サ  

ターン部門）が参加し、米国環境保健庁  

が資金を提供しています。サターン部門  

とそのサプライヤーは。相互にメリット  

のある機会を特定することができ蔑した。   

米国の試験プロジュタトは拡大を続け  

ており、国際的な関心を集めつつあり渡  

す静 たとえば、テラスは韓国政府と韓国  

ナショナ／レクリーナー・プロダタショ  

ン・センターの後援するプロジェクトに  

も加わってい渡すむ   

これらの雛験プロジェクトは、技術的  

賓寮の適用において効果を上をヂてきまし  
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短藍愚   2∞3年度「鹿我と環墟j溺際シンポジウム  

今日お経した内容について、詳細にお知  

りになりたい壕合は、これらのスライドあ  

る連絡先にコンタクトいただければと思い  

渡す。   

ご清聴ありがとうございました。  
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垣鎚  20D8年屁ー鹿浜と環境」訟際シンポジウム  

報告1 「嵩士辿のグリーンプロセス」   

箇士透株式会社  

古賀 剛志   

これから圏士通の環境余剰ペニついて、ど  

のようにこれを応用して私どもの製造ライ  

ンの申で役立てているかということを、簡  

単に例でご説明いたし濠す。   

元来製造ライン、ものづくりのラインは、  

ラインが大きくなると、こういうところで  

化学物質などを減らすことは特に品質に彫  

饗するという理由で、特にエネルギーは簡  

単に減らせないという理由で、どこの製造  

楽も手をつけないでずっときた経線があり  

ます。非常に難しい関腰だと思います。   

そこでまずエ壌の申で心瀾倒しそうな半  

導体工場、これはイヒ学物質を非常に多く使  

う工程ですから品質の問題でかなりシビア  

ですけれども、ここに着目し、化学物質を  

どうやって減らしていくかを考えました。   

月のタ細ムで基本的にチェックし、評価し、  

さらに分析し、これに対してできるだけ少  

ない材料でより品質のいい製品をつくって  

いくことを基本的に考えたわけです。   

富士通は世界中に半導体工場を持ってい  

ますが、針率では8カ所、半導体工場があ  

ります。その中で尊）最大級の盈産工観、規  

模が大きく非常に多くの単噂体をつくって  

いる三豊工場を取り」こをヂて、化学物質を何  

とか減らそうという活動、および応用を観  

みたわけです。   

半導体はインターネット社会の申で、こ  

れを支える劇番基礎になるインフラです。  

つ濠りパソコンであれ、コンビェ陶タであ  

れ、必ずこの半導体の機能、性能で大きく  

サ血ビスの内容が適ってくるということで  

す。   

この半導体のペースになるコアの部分、  

血番価値のあるのは、半導体に組み込まれ  

るシリコンウエハーというシリコンの細か   

この間にありますように、まず工場の製  

造ラインに投入する魚であるインプット、  

この結果どの程度消費しているのかという  

アウトプット、これを財務会計と同じ3カ  
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な回路です。この回路をつくるためには、  

この閲のように6つの工程があり壊す。基  

本的にはシリコンにフイルムを被せ、それ  

をエッチングし、溶かして細かいパターン  

に分けます。その間に輝度よくやらないと  

し化学物質をどうやって減らそうかといっ  

ても、各々スペックがしっかりしでいて簡単  

には減らないわけです。そこで何のためにこ  

れを減らすのかということを考えました。材  

料をカットすればまず環境影響がなくなる  

だろうということですが、68橙簸もある化学  

物質の申で一番よくないのは、人命を奪うも  

しくは人体の健康大きく頒なうも喝、これを  

一番濃いランクとしようということを考え  

たのです。ユから5までのいわゆる辣暁影啓  

のランクを各々の材料につけたわけです。も  

ちろんこのランクは富士通が独断でつけた  

わけではなく、ある程度の根拠を求めました。  

例えばランク5の人体彩切にありますよう  

に、デポラーサヴ元一ジさんの静にあったU  

Sの規制、ヨーロッパの規制、もちろん国内  

の規制も食め全部調べ、まずこのようなラン  

キングをづけたわけです。   

いけないですし、洗浄といった処理ヱ簸が  

加わり、このようなエ線を数十固練り返し  

ます。三豊工場の駿合、こういった数多く  

の工程の申で化学物質が68穂糠使われ、ト  

ータルでは600ニ程で岬つの小さな半導体  

の回路できあがるといった大変な構造をし  

ております。  

状W．洲。二▲、棚  次に、この環境影響を使ってCG指標（コ  

ストダリ…ン摺櫻）と呼ばれるインジケータ  

ーを開発しました。岬つの製品に化学物質が  

どれほど投入されているか、投入盛をまず測  

ります。そしてこの化学物質の単価、材料コ  

スト、それと幾ほど申し上げた環境影響度  

（1から5のランクナンバー〉を掛け合わせ   

このように半導体はここまでやって最後  

に品質チぶツタということになります。しか  
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ます。非常に単純な計算ですが、これにより  

CG健を求めました。ここで出てくる結果は、  

コスト効果が大きければ催は当然大きくな  

ります。同様に環境影響度が大きくなれば償  

は欠きくなる。つまりコストと環境のミック  

スされたものが結果として出てくるはずだ  

ということです。   

果が非常に意寮なのですが、かなり多くの  

無駄があるということがわかりました。ど  

の半導体についても、とにかく品質を保つ  

ためにできるだをナ蕊には余裕を取っておく  

ということから、あまりにもマ】ジンを取  

り過ぎたわけです。   

まず、このCG指標を68の化学物質に掛け  

合わせたものを並べてみました。その練熟、  

一番ふのフッ寮系ガス、ア宅ン薫蒸晶が非常  

に大きいことがわかりました。図の‾ドガに一  

般薬品とありますが、これは比較的環境影響  

度の低いもの、人体にも地球環境にもそれほ  

ど大きなインパクトを与えないようなもの、  

具体的にはランク3以下の新品をベースにし  

ました。そうすると先ほど申しよげたフッ察  

系ガスとアミン系薬品は、50倍以上のエスト  

と凍密に対してのインパクトが出てくる。こ  

のようなことから、どちらかというとCG條  

の商いものに磯潤して分析を速めたわけです。   

その結果、三豊工場については、CG指  

標を使う前の材料のコストダウンは年間で  

100万円だったのが、1年後に行った結果、  

4，000方円すなわち4、0倍という非常に大き  

な結果が出てきたわけです。これは分析繚  

2つの事例でご説明します。発ほど申し  

上げた最大のCG′倦を待ったフッ寮系ガス  

は、かなり微盈でも製品に残っていると、  

製品がだめになってしまいます。そこでフ  

ーリエの赤外線分析で、こういったものを  

徹底的に分析し、残数がどこまでだったら  

品質を保てるかということを分析した結果、  

なんと洗浄・時間が今まで240秒だったもの  

が、220秒でも同じ様な品質が得られること   
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がわかりました¢ 洗浄時間を短縮したとこ  

ろ、外に放出される、消費されるフッ窮総  

盈の9％をカットすることができました。   

また2番目にありましたアミン茶薬品に  

ついては、研磨機1分当たりの必欝流盈を  

200ccとしていたのが、検証の鰭巣130ccで  

十分だということがわかり、実に全体数の  

35％を削減できることがわかりました。こ  

れは半軍陣だけではありません。組み立て  

ラインもありますので、国内外の関係会社  

全てに適用しようという声が灘波ラインか  

ら上がりました。私どももそれをサポート  

しながら、ワールドワイドな展開が始まっ  

たわけです。   

いたもダが、さらに33億円のプラ芦コスト  

が出てきたということです。これらは単に  

分析をするだけではなく、設計条件を変え  

た結果であり、こういった源流のところか  

ら手をつけないと、ここ法での効兼ほなか  

なか蒋られないと思います。この探究会計  

学放で使って初めて大きな繚巣が得られた  

わけです。   

最後になり慈したが、藩士通ほコンピュ  

ータ、例えばパソコンをつくってお客様に  

届けるというメーカ山の立場ですが、脚方  

ではサプライヤーとして半轡体をつくり、  

NEC㈱、‡蓋M㈱といった他社メ←づ炉一  

にも納めているわけです。この間方の立場  

において今、私どもが非常に蕊欝祝してい  

るのは、サヴエージさん、ストウトンさん  

が先ほど話されたことと非常に近いのです  

が、サプライヤーは材料や加工メ…カーか  

ら入ってくるものを無駄なく使うことです。  

そしてグリーン閑適の契約の申で、お客様  

とのパートナーシップにおいて、実際には  

両者のコストダウンを実現していくことで  

す。またさらに蕊寮なことは、環境規制で  

サプライヤーもいろいろと追い詰められて  

いる現状において、沸堵負荷を小さくする   

スタートしてから今年の3月栄でちょう  

ど2年を迎えました。各年度の左側に資源  

循環費用、右側に資源礪環効果とあります  

が、費用対効果で嘗いますと、2001年度で  

は1．16熔だったのが、徹底分析の繚凍2003  

年度は1．82倍となり、鎗用対効果の効率が  

約2借上がりました。これを組立てライン  

だけでなくプロセス系全体に拡大するだけ  

で、2004年庶では年間で80億円という非常  

に大きなコストダウンの総見が得られる見  

込みです。今患で47僚円が限界だと思って  
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がっていっています。ですから無駄なコス  

トを攫わなくてもいいのですが、私どもが  

セットメ血カーとすると、サプライヤーの  

方たちも技術力をつけることが大切です。  

鵬番大きな支援内容は、コストというよ  

りも、分析や技術をどんどんサプライヤ  

ーの方たちへ提供し、サプライチェーン  

のパワ…をつけて頂くことが塵欝であり、  

これが今どんどん拡大しています。教終  

的にはサプライチェーンマネジメントの  

情報をお互いに共有しながら、Wまn－Wまnの  

関係をさらに拡大していくことが、今後  

の展開の上で血番犬番なことだと思い嘉  

す。  

ことで購入条件を良く⊥ようとする  

win－Wまnの関係を築くことを、国内だけでな  

く、特にアジア、中国、台湾、香港などの  

サプライヤーの方と進めています¢   

もう一つ大事なことさま、鵬般のお客様に  

製品を供給する時、今までは製品の申に食  

まれている有寮物質だけでよかったのです  

が、それだけでなく、番楽所が材料を無駄  

なく使うことで、お客様の顧客満足度、サ  

プライヤ←からの野望に応えるという意味  

で、環境問題がかなり大きな効果を上げて  

います。   

それでト…タルコストは、兜ほどストウ  

トンきんがお話しになったように、繚局下  
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報告2「環境経営におけるマテリアルフローコスト会計の  

有効性と戦略的活用」  

田辺製薬株式会社  

河野 裕司   

本田は「環境経営にお妄ナるマテリアルフ  

ローコスト会計の有効性と戦略的滑用」と  

いうテーマについて、述べさせていただき  

ます。  

践的黎例が次々と発衆されています。   

潮 来 ま878年  

慈普取立 r傲戌で裁かな芯らし淀鼠う世界の入射こ鷺献ずるJ  

聯露語馳 駆感用温第晶・一般用隊窮晶・診斬羨血  
その他化成品喀の嘉追▲既発  

庶務金 朗2僚6ユ買方汚 （2¢¢β琴9月鋤汚濁塞き  

発上餞∵周猟師柑顎円浄蛸輝戯鞘はは  
徒灸鋸駿 4．605名  （餌Oa琴摘39日貌鼠速郷  当社の環境会計への取り組みをあらわし  

た閣を嘗見開します。2000年度に環境省によ  

る環境会計システム導入のためのガイドラ  

イン公衆を契機に環境報告啓に環境会計を  

導入する企米が欠きく増加しました。図の  

姦下にあるように、当社では外部公衆用の  

環境会計をシステム化した上で、環境会計  

データの網羅性・正確性を確保し、さらに  

監査故人による第三者審査を受け、公衆す  

るという方法をとっています。   

そして2001年度には経済産業省の夢死に  

より、（祉）遊楽環境管理協会のもと、マテ  

リアルフロ帥コスト会計の紙数導入を行い  

ました。2002年度から2003年度にかけては  

改葬架の袈行と同時にマテリアルフロ鵬コ  

スト会計を自動新鮮できるシステムを完成  

させ（2004年2月）、現在分析を行っている  

ところです。さらに本年度も経済産索省の  

環境設備投資澄思決定率添ワーキングの螢   

酬酬   」   

蕊ず、当社は資本金が4張億円、売上高  

で約ま，800億円規模の研究開発型製薬金策  

です。   

当社では、環境経営を積極的に推進して  

います。辣境経営とは、「環境への負荷の少  

ない持続可能な循環型社会の構築に緊赦す  

る経軌 と定義づをナられます。この環境経  

営を総連していく上で、企簾は汝規制遵守  

による環境保全コストの負担増や社会的嚢  

任を果たすなど、金策を取り巻く様々な諸  

問題に対応する必要があり濠す。   

そこで環境経営を効率よく推進するため  

の管理会計手法が必要となります。その手  

法の…つとして現在環境会計が注目され、  

環境免進企紫から環境経営推進のための霧  
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凰になり、環境設備投資澄恩決定手法の有  

効的な活用にも取り組んでいます。具体的  

には、マテリアルフロ岬コスト会計と環境  

殴傭投資意思決定率放とをコネクトした新  

たな環境嬢営モデルを考え、今後全社展開  

を進める方向で考えています。   

それでは、マテリアルフローコスト会計  

の有効性を見る上で、鮮験導入の具体例を  

ご紹介します。   

原価としてすべてが付加されるのではなく、  

不良品と良品に分けて計寡することから、  

ロス金額が工程別にピンポイントで把握で  

きることが大きなポイントです。これが伝  

統的原価計算とマテリアルフローコスト会  

計の大きく造う特徴の仙つです。マテリア  

ルフローコスト会計の巨約層、マテリアル  

コスト、システムコスト、配送・廃棄物処  

理3スト別にロスを簸出し、よ程中の無駄  

をピンポイントで発見し、原材料、エネル  

ギーなどの効率的な活用により、コストを  

削減することです。  
娃済速断華紅く社〉渡癖饗㈹髄愈rて畷放念断華厳愈j  

「マテリアルブローコスト史封Jプロジェクトに●加   

（1）ブロジ1クトの記蛤 ユ（り1年7月  

蜘モデルエ増  小野mエ堰く畠社主漁工塙ラ  
（3）測定醜  磯ラインの1劇晶詳そ闘）  
（4）針F期間  1年間（1000年・l月一望001堪月）  

象邑〉開脚ト一分学監聴よ厨醐領押渡蜜ロスとしで漁．ただL．鰯鑓又にな  

る陳妹靭1ミ誤脱鼠．  

鳳馴緒順故紙朗細疲晶桝膵！動湖裾聴賊鋸摘丹那鳩混乱   

∈吊、囁双．廃船  相加乳  
It≒∫◆▲〟－⊃′tトーnn■■■tt■■亡ン●－りいでl＝▼：∴▼ツーでは」◆こtPlt■■■              lマシンアワ咽わト嶺V錦帯瞥シシアウw∫班qッわ覿】  

く5）デー・・タの膝頭  マテリアルコスト  
エネルギーコスト  
システムコスト  
盛観畑コスト   

llい．，l▼こ．二11ト   

労搬無 鵬 蜘侍蜘枇習ンγウーで如し、P鋸董界錆抽象史比で絶好．  執狭】敬磯液蜘曲儀弧覿と傍線取替舛軋．  
明細荒磯訂瑚桝よのガストセンタ倒Pti曙関入艶l班聡史．蛤鎧兜竜一だ′  

ナウ職級七碑－（エ掛顔に隠その紘．鋸ほⅥ絆㈹溜棚減  

駿掛比ゆ叫細別鋸打1山竃ヤシシアワ・吋甜矧裾拍鵜臥  そゆ給 ≠ 東通間倖如瞞氾．投錨泉．碑裁，誘発鯛襟3朴菅慈し軌lた駐．   
隋＝幽艶飽魁惣群乳一 戯㈹掛目壬劇横蛸足・線液頗厳l：J机勃鼠センター腰蓼ミ封ふ  プロジェクトの開始は200五年7月、モデ  

ルエ駿は当社主力エ場の小野閏工勝です。  

測定対象は1製造ライン・1憩室晶鮮の医莱晶  

製造工粗を対象としています。また、計算  

期間は1年間とし、デ岬タの範閣は財磯演  

播データにより計算したフルフロ岬コスト  

です。すなわち、マテリアルコスト、エネ  

ルギ血コスト、システムコスト、廃棄物処  

理コストのすべてを対象にしました儲   

マテリアルフローコスト会計とは、r生産  

に投入された原材料・エネルギー・間接費  

を、製品へのフローと廃棄物へのフローに  

分与ナて、工程単位で物盈と金額の両面から  

把握する方法Jです。また、マテリアルフ  

ローコスト会計の大きな特徴は、投入した  

原材料について、伝統的原価計算のように  

：：・い・・   

次に、実際の計穿方法について説明いた  

します。まず、マテリアルコストについて  

は、対象物が化学物質のため、マスバラン  

スを応用した分子盈計算による理歯髄と爽  

繍確との菱をロスとして隊執し、溶媒など  

投入工程で金額ロスとなるものは個別に遮  

援把嫁しました。   

義務的にそのほかのエネルギーコスト、  

システムコストにづいて一もロスになる原材  

料の豊漁比で配分します。ただし、設備費  

については、物盈センター別の設備費に機  

械の稼働時間を考慮した上でのロスを設定  

しています（試験導入の段階）ゎ24時間動け   
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ばフル稼動ですが、そのうちの8時間稼動  

であれば16時間をロスとして計算していま  

す。   

具体的なマテリアルフロ帆フロー普デル  

ですが、合成一緒製州原凝｛暦潤一製剤一  

包装という通常の医薬品メーカーのフルプ  

ロ｝を対象としています。この中で回収王、  

回収Ⅱというのが、回収品のリサイクル工  

程ですひリサイクルすることにより螢終的  

なロス率は30％改脅されています。   

公吏豊吏裏捷   t    ■′二   僻劃   
†f棚卸 嘲慧蜘7翻し－れ腐ぎ嘲＝洩苺－じ讐      ◆l．鴫T‖  汎酬IYl始動那   ≧■完蒜㌻忘－8〉…伴柳川鮒】、完；蒜    隋弼頗19   

リー●■■－  警吏禁裏讐史書一控警控讐     鹸蠣錦紗   

ぎ 
シ紬  ≠ヤーa一彗  叫▼ノ■仰 ∨－1警”い脚注い‖脚ー細中畑    不蒜    ′・ンウ           「完t  

脚  ■！鶏Il寧    ◆†＋★与  Y山南    ■  鳩1‡，i鈴    ■＝H■I十  ー蒜笹㌫  

このうち、合成工程のクロロホルムを食  

む廃液焼却処理コストが年間1健2，600万  

円と大きいところに焦点をあて、廃棄物処  

理方法の見直し寮を考えました。具体的に  

は、第】段階として大気に排出しているク  

ロロホルムを回収し、リサイクルすること  

で社会的環境コストの削減を主眼とした環  

境負荷の削減と原価低減を行うため、2003  

年5月にクロロホルム吸密事可収装贋を数倍  

し改蓉しました（投資額6，610万円）。次に、  

第2段階として、医薬品の廃液焼却廃止に  

よる原価低減と環焼魚荷の削減を行いまし  

た。第一段階で薬施した環境設備投資によ  

る効果に凝縮や冷却というクロロホルムを  

分離するための製遭方法の変更を加えた結  

束、廃液処理方液を焼却処理から活性汚泥   

全体の分析結果の幾計衆をあらわしたも  

のが、フロ仙コストマトリックスです、図  

中の下線の部分が注潤すペき点です。まず、  

マテリアルコストのうち、廃棄に圃るもの  

が3億4，600万円、それを廃寮するための  

処理コストが1億5，700万円であり、この  

2つのコストが欠きくクローズアップされ  

ています。そして、この課題に対する改替  

策を今後考えることになり慈す。   

さらに鮮細なマトリックスでは、合成、  

精製などの各物盈センター毎のロスの内容  

をあらわしています。マテリアルコストで  

は合成、精製工程でロスが大きく∴廃棄物  

処理コストでは、合成の廃棄物が大きいこ  

とがはっきりと見えてきます¢  
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処理に変更することによって焼却コストが  

液少し鼓した。さらに、第3段階としてエ  

場全体の焼却処理を廃止することによって  

年間6，000万円という経済効鼎（第1から  

第3までの総経済効果）が出演した（投資  

額糾慧ぼ1年で回収）。   

と、関係会社である田辺製薬宮城工鯵㈱の  

金製品を対象にして、導入範園を拡大し、  

ロス分析を行っています¢   

また、エネルギ血ロスの鮮細な把操のた  

め、小野田工媛を対象にマテリアルフロ山  

コスト会計を応用した形でメータ仰の取り  

付けを行い、電子データにより解析し、設  

備の効率的入れ替え琴を考えています。   

最後に、マテリアルフロ山コスト会計を  

試験導入した結果、本手駄は、ロス分析に  

極めて有効な環境管理会昏卜手放です。また、  

システム化した場合、①導入範囲の拡大と  

継続的分析が可能となること、②データの  

網羅性・正確性、環境活動の優先順位明瞭  

性を高めること、③環境経営戦略としての  

経営隊漁の魚道配分と持続可能に向けた環  

境保全活動の推進を可能とすること、⑥投  

資順位の明確化から、単年度計画、中長期  

計画、最期ピジョンの発露辱環境経営を効  

率的に推進するため、経営者の戦略的環境  

管理会斯学放として有効活用できます。   

以」㌫ F環境経営におけるマテリアルフロ  

…コスト会計の有効性と戦略的滑用」につ  

いて述べさせていただき潰した。   

ご静聴ありがとうございました。   

これが霧際のクロロホルム吸潜瀾収装置  

の具体例です。従来でも小野田工場で使用  

するクロロホルムの95％を回収・再利用し  

ていましたが、さらにこの設備揆紫により  

25トンの削減（97・～98％の回収率）となっ  

てい壊す。   

現時点の当社におけるマテリアルフロー  

コスト会計の展開ですが、2004年2月にマ  

テリアルフロト十コスト会計のシステム化を  
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報告3 「環境管理会計手法の改善と普及促進」  

高崎経済大学経済学部助教授  

水口 剛   

今日はこの彼のパネルディスカッショ  

ンのために3つのことをお課ししたいと思  

います。   

まず経済産米省による環境会計研究セ  

ンターの取り組みについて、次に環境管理  

会計が今後どのように遜んでいくペきか、  

その発展の方向性について、そして最後に  

環境省による環境会計ガイドラインとの  

関係について、この3点です。  

1
1
1
■
1
 
ヽ
 
1
1
一
1
 
 

環境会計研究センターの活動  

情報収集  
手法開発  
研究会の開催  
セミナー  

出版  
その他   …

 
 

」
 
 

＜軽済産薬省の取り組み・＞  

主な環境管理会計ツ00ル  

・環境配慮型設備投資決澄  
・環境配慮型原価企画  
・環境予算マトリックス（環境品質原機計落）  

・マテリアルフローコスト会計  
・ライフサイクルコスティング  
・環境配慮型薬繊評価  

環境会計研究センターの設立  

、、 

、・∴・、～、・こ・  

∴ 
∴ミニ‥・‥・予  

ご、∴・ご 

∴‖  
環境管理会計の拳法の開墾とその瀞  

及促進をしていこうと考えております¢  

現在ほ 2㈹2年に経済座薬省から公衆  

されたワークブックで取り上げられた  

6 つの拳法を中心に研究をしておりま  

す。主にケ山ススタディーやマニュア  

ルの作成などをしております。   

特に 2榊3年魔の薬績についてご紹  

介したいと思い渡す。2003年度は照焼  

会計研究センター初年度でしたが、ま  

ず各拳法についてのケ≠ススタディー  

を積み上げてきました。   

1999 年から経済渡瀬省は遼東環境  

管理協会への資託調査として環境管  

理会計の調避を始めました。その成果  

を基礎として、2003年に産業環境管理  

協会を挙務周とし、環境会計研究セン  

ターが設立されました。ただし、スラ  

イド左下に「金殿企凍」と番いており  

ますが、金魚盆楽の券塵はまだ始まっ  

ておりません。   

環境会計研究センタ←では主として  
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く環境管理会計の発展方向＞  
仁
 
r
ミ
ト
ピ
と
≡
、
≧
…
と
 
 

2003年の進展   

・実践例の積み上げ  
E‰マテリアルフローコスト会計ほ社、環境   
予算マトリックス4社、など8  

・部分的蒋入から全社展開へ  
・ソフトウエアの作成  
・『環境管理会新入門：理論と衆蔵』近日発   
行予定   

、   血血仙仙仙山一－…  

「                】  

管理会計から環境「管理会計」へ  

環境「管理会計」とは、  
・既存の管理会計手法を環境の視点で拡張  
・既存のデータ蓉利用可能  
・環境保全とコスト削減を両立  

≡  
き  
L   主なものとして、例えばマテリアルフ  

ロー－コスト会計につきましては、田辺製  

薬㈱も含めて合計12社のケーススタデ  

ィーを行いました。また、環境予算マト  

リックスについても4社で実験的な導入  

をしております。この申で特徴的なこと  

の血つは、尭ほどの田辺製薬㈱のお確に  

ありましたように、マテリアルフローコ  

スト会計についてをま通常ユ製品1製逢ラ  

インから実験導入を始めることが多い  

のですが、それを全社に展開していくと  

いうような啓例が出てきたことです。ま  

た、特にマテリアルフロ…コスト会計に  

ついては、データを収集するのに大変手  

数がかかりますが、それでも改革してい  

くのだという明確な目的激職を持って  

取り組んでいく企業ぼど、コストの削減  

効果がより高いという結果が明確に寂  

れました。このほか環境予算マトリック  

スと環境配慮型際備投資につきまして  

は、現在ソフトウェアを作成中であり、  

完成次第、無料でダウンロードできるよ  

うに準備を進めているところです。さら  

にこのプロジェクトで開発した各拳法  

について紹介した『環境管理会計入門：  

後輪と実践』という本も近日中に発行さ  

れる予定です。  

以上、環境会計研究センターの動向につ  

いてご紹介しましたが、次に環境管理会計  

をどのように発展させていくのか、私の考  

えを述べさせて頂きたいと思います。兜ぼ  

ど園部教授が閏遜操短の申で、環境管理会  

計を2づに分類されておりました。私の分  

類は似ているのですが、若干異なります。   

このスライドには‘‘環境「管理会計」”と  

番いてありますが、これは次のような意味  

です。環境管理会訃を導入する時に、全く  

ゼロから始めなければいけないことはあり  

ません。むしろ環境管理会計の拳法の多く  

は、従来の管理会計の拡張であることが多  

いと思います。そのような意味で、それは  

勢境付きの管理会計、つまり環境「管理会  

計」なのです¢ これらは、従来からの管理  

会計拳法に環境の視点を付け加えたもので  

すので、導入しやすい拳法が幾つもありま  

す。また、既存のデータを利用することが  

可能な手法も多いです。このように既存デ  

ータを利用して、従来からの管理会昏卜事故  

を拡張するという形で進めるならば、環境  

「管理会計」の導入は比較的容易ではない  

かと思います¢ しかもそのような場合、環  

境保全倍数とコスト削減を両立する、いわ   
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ゆる“win－Win関係”になることが多いので、  

経営上のメリットも明らかであろうと思い  

ます。このように経営上のメリットが大き  

いものほど最初に導入していくことが可能  

ではないでしょうか。   

きるだけきちんと管理していくことが必  

要になります。そのようなタイプの余暦十、  

つまり環境マネジメントのための会計と  

いう窓味での「環境管理」会計が考えら  

れると思います。免述のタイプは管理会  

計を拡張した環療「管理会計」であるの  

に射し、もう㈱つのタイプは「環境管理」  

会計ですので、環境管理を目的とした会  

計と考えております。これが私の考える  

環境管理会計の発展方向です。そのよう  

な環境管理のための会計は、例えば襲晶  

の環境性能を改葬する、あるいは企衆の  

環境品質を向上きせるということに貢献  

します。そしてそのことが金華の競争力  

に結びつくということが大軍だと思い濠  

す。   

環境「管理会計」から   
「環境管理」会計へ  

環境問題への自主的、積極的取り組み  
環境保全はCSRの一環として不可欠  

環境保全を節操としつつ、コストも昏ちんと  
管理  
環境マネジメントの効果的推濾のための  
会計→「環境管理J盛断  
裂品の環境性髄、金茶の環境品質に資献   

しかし】方で、本来の環境管理会計は  

コスト削減だけを目的としているのでは  

ないと思います。特に日本では王SO  

14001を取得しているサイトは13，000サ  

イトを超えています。また環境報告番を  

公衆している企東は650枚を超えていま  

す。つまり環境管理会許が轡及するより  

も前に、環境問題への由主的、積極的な  

取り組みがすでに運んでいるということ  

ですβ 20世紀塑の大恩生産・大恩消費の  

経済はもう続けていけないということは  

明らかですから、環境問題に取り組んで  

いくことは、いわば企楽の社会的衆徒  

（CSR）の鵬環であると考えます¢ そのよ  

うな髄液は日本ではかなり一般化したの  

だろうと思いますし、だからこそ自主的、  

積極的な取り組みが進んでいるわけです¢  

しかしそれが企楽の社会的賓任であると  

しても、コストを無視して取り組むわけ  

にはいきませんから、環境問題に取り組  

むことを前線にしながらも、コストをで  

例えば環境予算マトリックスという拳  

法があります。環境予算マトリックスは縦  

軸が環境負荷に伴う内部コストと外部コ  

ストをあらわし、横軸が環境保全活動の○  

ストをあらわします。どの猥境保全コスト  

をかければ、どの環境負荷がどのくらい削  

減できるのか、嘗い換えればどの内部コス  

トと外部コストをどのくらい減らせるの  

かという因果関係を分析することによっ  

て、より効率的なコストの使い方を見つけ   
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ることができるという手法で、これを使っ  

て予算を扱恋していこうという考え方で  

す。   

きるでしょう。つまり右へいけばいくほど  

社会全体のコストを低減できる可能性があ  

るわけです。そのような製品を作っている  

企業ほど高く評価されるという社会になれ  

ば、企菜の競争力にもつながる。こういう  

ことを分析するためのツールとしてライフ  

サイクルコスティングがあると思います。  

これらの手放は羞削ニコストを削減すること  

が目的ではなく、コストをかけてもそれ以  

上の収益を生んでいく、このような手法と  

考えることができます。もっともこのよう  

な雷魚理が受け入れられやすいのは長期的な  

視点で考えることのできる太企衆であり、  

中堅一中小企楽でこの髄論がどれくらい適  

用するのかということは、別途考えるべき  

だと思います。  

ライフサイクルコステインダ＝）   

∵∵－・、‥－∴ 
． 

原料・・・－嶋 製造・…・使用・′′・′′一明  

、  

端燕   

企乗原価  t  l  

「  
爪皿皿皿】m山輌刑 

「  

ライフサイクルコスティングほ）  

＜環境省の環境会計ガイドラインとの関係＞  

．‥ご、‥、、∴、．  一∴∴  
「…剛洞山血皿】山皿山一叫肘州   

㌢ル仙■叫イ皿⊂＞＝－二肌一助触－、仙輌・叫血油叩 ⊇  
－、、い－－∴、、、…、  

製品の規隆配慮   L
 
 

≡
≧
喜
 
 

環境省ガイドラインとの関係  

・環境保全活動と環境会計の普及に欝部  
・環境管理会新手法とのデ柵夕的つながりは   
少ない。  

・より的確な企蕪辞価を可能とするツールと   
なることが必要   

環境  →環境保全→外部報告会新  
管理会計  の成果  市場での評価   

また、ライフサイクルコスティングにつ  

いては、園部教授のお誰にもあったように、  

製品は製迫段階だけではなく、使用や廃寮  

の段階でも使用者がコストを払います。こ  

れが図の下側のコストです。同時に、図の  

上側に示したように、使用され廃棄される  

までの間に環境に負荷を与えていますから  

社会的なコストも発生しているはずです。   

そこで横軸に製品への環境配慮をとると  

環境への配慮を増やしていくほど製品の製  

造時の○ストは上がっていくかもしれませ  

んが、使用時・廃寮時の○ストは下がって  

いき、社会的コストも下げていくことがで  

さて、猥東管理会計の誰をしますと、環  

境省のガイドラインとどういう関係にある  

のかということが問題になると思います。  

なぜなら田本の環境会雷再ま環境省のガイド  

ラインから発に始まりているからです。先  

ほどデポラ・サヴエージ氏から、日本はユ  

ニークであるというお籠がありました。そ  

れは内部管理よりも外部報脅に注目が集ま   
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外部評価されることによって、むしろ内部  

的な環境管理会計Jも促進されるという循環  

が成り立つのではないでしょうか。その意  

味では現在の環境省のガイドラインは濠だ  

蕊だ不十分だと思います。将来的には、ち  

ょうど有価狂奔報沓番の中核に財務常凌が  

あるように、環境報督番の中核に環境会計  

が位健づけられるべきだろうと思います。  

有価証券報督裔、あるいはアニュアルレポ  

“トは記述的な部分が多くても、その中心  

に貸借対照褒、損益計算番があって、それ  

を分析することで企薬の成約がよくわかる  

のと同じように、環境会計も企業の評価に  

使えるようになることが必襲です。   

っているからです。これは日本の環境会晋∴  

あるいは環境マネジメントの大変成功した  

側面ではないかと思いますQ なぜならば外  

部に報告するということに注目が集まった  

締輿、非常に多くの企楽が環境問題に関心  

を持つようになったからです¢ 企楽の内部  

だけで環境会計が完結している間は、短期  

的で個別的な利益に隆授精びづくこと以外  

になかなかインセンチィプが生怠れにくい  

と思います。しかし外部に報脅されるとな  

れば、企業に新しいインセンチイプを生む  

ことになりますので、外部報督を目的とし  

た環境省のガイドラインは環境会計の瀞及  

に大変賓赦したと思い渡す¢  

環境会計の総合的な視点  
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環境会計といいますと、環境省ガイドラ  

インをイメ…ジする場合が多いと思います。  

00方で外部報督用には環境パフオ…マンス  

指標もありますが、これは、環境会計とは  

別のものだと鵬般には理解きれているよう  

に思います。しかし私書ま、環境パフォーマ  

ンス指標は環境会計と別のものではなく、  

それも含めて環境会計と考えたほうが、よ  

りよいツールになるのではないかと考えて  

おります。この図様そのことを簡略化して  

示したものです。現在の環境省ガイドライ  

ンでは、閲の右下にある環境保全コストが   

しかし環境省のガイドラインと今ご紹介  

している環境管理会計とは、環境予算マト  

リックスを除きますと、データ上のつなが  

りはばとんどありません。したがって今の  

とこる両者は別のものと考えた方がよいと  

思います。しかしそれでは、どちらかを運  

ぶペきなのかというと、そうではなく、む  

しろ環境省ガイドラインと辣療管理会計は  

寮の丙輪のようなものだと思います¢環境  

省ガイドラインは外部報脊によって企米の  

環境問題への対応状況をより的確に評価す  

る単級になるペきだと思いますし、的確に  
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…＄・監琵  2∞3年庶「慶癖と環軌国頗シンポジウム  

理会針筆法は、便利な「魔法の杖」のよう  

なものでほなく、企楽の現炎に応じて使い  

こなしていくことが必要だろうと思います。  

同時に、企楽の現場で祭際に拳法を適用す  

ることによって新しい拳法が生まれたり、  

手放の改啓が進んだりするのだと思います。  

そのように各企業の現場で生まれた手法の  

改啓や改革を、今度は社会に遅発するとい  

うことが必賓なのではないでしょうか。  

中心です。環境保全コストをかけていると  

いうことは、環境閏題への取り組みを示し  

ていますが、コストだけでは正確に評価で  

きないので、負荷の削減慶を見ていくこと  

になりました。これが謝の左下で、ガイドラ  

インではこの負荷の削減盈を深療保全効果と  

呼んでおり愛すもしかし殊焼魚符の削減螢だけ  

では企楽を正しく評価することはできません。  

もとになる環境負荷の金棒が…体どのくらい  

あるのか、金敷にとっての環境負荷の全体像と  

負荷の削減盈を対比しで見ることが必蜜だと  

思います¢それはいわゆる環境パフ東川扉ダンス  

精錬の役割で、閻では㌫上になります。さらに、  

環境廃符の全体盈が多いからといって㌦概に  

憑い企楽だと判断することもできないと思い  

ます。例えば研究開発のた捌こ環療線虫3スト  

をかけているとすれば、これは将来の環痍負荷  

を削減するためのコストですから、研究開発へ  

の環境保金コストと現在の環境負荷盈との関  

係も分析する必要があると思いますむすると、  

将来の翻負荷を削盲験するためのコストと、現  

時点での務媛負荷を削減するためのコストの  

分析も可能になります。   

このようにさまざまな繋衆を総合的に分析  

することによって、より的確な評価が可俄にな  

るのではないカ㌔このような方向で外部報告の  

深療会計も発展していくことを期待しでいる  

わけです¢  

手法の普及促進と改牽  

〔情栂提供〕  
普及促遜  セミナーなど   

‥、：こ、・ニご‥ミ1ミ、  
〔情報の収集と共有  

研究会など   

このように考え意すと、隆初に碍介した環  

境会計研究センターの役割は、情事技提供と情  

報収幾の2つありますが、これがうまく連係  

することが大挙です¢ まず繚報提供として環  

境会計の事故の督及を行います。次に金糸の  

現場で実際にそれを適用し、策践していただ  

きます。そこから生まれてきた経験を生かし  

て率綾の改替や改革につなげていきます。そ  

して改脅された拳法をきらに瀞及していく。  

このように曹及促進と企業への適用や実践、  

そしで拳法の開発と改善、この3つが三位∵  

体で避んでいくことが必繋であり、その金棒  

をうまくコントロールする、うまくマネ…ジ  

していく、ここに環境会計研究センターの役  

割があるのではないかと思っております。貰  

い換えれば、環境会劉一研究センタ｝だけでは  

環境管理会計は発展しないわけで、ぜひ多く  

＜おわりに＞   

毀後に、環境管漫会計の会報への噂入と  

拳法の改蓉ということについて騨嘗申した  

いと思います。   

環境管理会計の手放は、できあがった事  

故があって、それをただ企嚢にもってくれ  

ばいいというものではありません。環境管  
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短二藍屋  2捕3年庶「鹿衆と環墟j国際シンポジウム   

以上で私のご報督とさせていただきます。  

どうもありがとうございました。  

の企楽の皆様にご協力を頂きながら、共に環  

境管理会計を発展させていければと考えてお  

ります。  
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短監萎   2003年庶「鹿篤と環境j国際シンポジウム  

パネルディスカッション  

一環境管理会計のフロンティアー  

（以下、敬称略）  

ました「環境会計救前線」（省エネルギーセ  

ンター）という本や、あるいは経済産嚢省  

から出ております「環境管理会計拳法ワー  

クブック上また水口先生に紹介していただ  

きましたが、間もなく産米環境管理協会の  

ぼうから「環境管理会計入門」という本も  

出ますので、ぞれらを参照していただをナれ  

ばと思います。すべて勉強するという必畢  

があるのではなく、本日のシンポジウムを  

聞いていただき、公務の皆様方が抱えてお  

られる問題とどこか関係があるような点が  

少しでもあれば、それに関係する拳法の導  

入を鮮みる。このシンポジウムがそのため  

の爽機となれば非常にうれしいと思ってお  

ります。   

それではパネルディスカッションを速め  

ていきたいと思います。パネリスト5名の  

ご説明の中でマーク・ストウトンさん、宙   

0園部   

それではパネルディスカッションに入り  

たいと患い嘉す。ニれからま時間程度髄添  

をしていきたいと思います。   

本日の一番大きなテ岬マは、環境管理会  

計（EMÅ）の拡張、それから拡張してい  

くためには環凍管理会計にはさまざまな事  

故がありますから、その手法をどのように  

統合的に利潤していくのかという問題、あ  

るいはそれを発展させていくためにはどの  

ような組織的な支援が必寮なのかという問  

題、これを日本の動向と米国の動向をベー  

スに級諭をしてきました。   

今回はj GESの3年プロジ浣クトの3  

回目のシンポジウムということで、個々の  

手法についてあまり解しくご説明をする時  

間がなく大変申し訳ございませんでした。  

それらについては私たちが昨年公刊いたし  
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貢ぐ貰琵＄  2083年既「夜来と蔑壌j閣僚シンポジウム  

饗さん、河野きんは具体的な環境管理会計  

の拳法の適用問題をお常しされました群 ま  

た、デポラ・サヴエージさん、水口きんは  

来園、倣界、あるいは日本という広い観点  

から環境管理会訃の事故について検討、そ  

して分析視角を繚供されました。   

まず、マ岬ク・ストウトンさん、音楽さ  

ん、河野さんに具体的な環境管理会計の手  

隙について、非常に限られた時間で請演を  

していただきましたので、お聞きになられ  

ている方々はもう少し騒きたいというとこ  

ろもあると思いますので、それを補足する  

食味でも私のほうから鵬、ニ、質問させて  

いただき、プレゼンテーションの内容をよ  

り深く理解してみたいと思っており敦す。   

次にデポラ・サヴエージさん、水口さん  

のほ膏からより広いパースペクティプで環  

境管理会計の動向についてご窓見をいただ  

ければと思い潰す。   

皆様より質問寮をいただいております。  

時間の関係で第2郵の3つの報蓉後には質  

問票はいただいておりませんが、磯愉を進  

める時に私のほうからこの質問粟の内容を  

幾つか加味させていただきたいと思います。   

まず、ストウトンさんにお伺いします。  

質問欝の申に、「C‡3、P2というのは一体  

どのようなものですか」という基礎的な質  

問が幾つか出ています。これはパワーポイ  

ントを和訳する時に、こちらのほうでもう  

少し丁寧にしておけばよかったのですが、  

CPというのはクリーナー・プロダクショ  

ン（Clean紺Production）の略語です¢ そ  

れからp2というのは、何もpl、p2が  

あるのではなくて、ポリュ脚ション・プリ  

ベンション（Pollution Preve蔦‡まon）の略  

です。どちらも製造プロセスにおける汚染  

を防止する油臥プログラムのことを指し  

ますが、特に国連ではクリーナー・プロダ  

タションという音楽を使って率先、実践し  

ていますし、米国のEPAではp2、ポリ  

ュ一木ン≡ン・プリベンション・プログラム  

ということでをれを爽践している。そうい  

う製適プロセ弟における汚染防止の活動の  

ことを…般的に指します。   

その点について、例えばこのクリーナ  

ー十プロダクションやp2の機会を見つけ  

る時に、幣境管理会計の役割があるのでは  

ないかとストウトンさんが貰われましたが、  

この後の日本のケースとも絡めて、例えば  

マテリアルフローコスト余剰－のようなもの、  

マテリアルフロ血に関する環境管理会酢の  

ような手法は、例えば米国におけるCPや  

P2のプロジ霊クトの申で有効なものとし  

て誰職されているのか、あるいは何か可能  

性があるのか、そのあたりご意見があれば  

お聞かせ願えればと思います。  

0ストウトン   

難しい質問ですね。ポリュ｝ション・プ  

リベンション（汚染防止）に薬剣に取り組  

んでいる企業の大半は、メリットを数値化  

したり、あるいはコスト・ベネフィットを  

評価することにより、投資決定ができるこ  

とを大変意質だと考えていると思います。  

そうは習っても、米国の金策でシステム的  

に汚染防止のための前線条件の…つとして  

体系的なEMAシステムを噂入している企  

藻は比較的少なく、環境コストおよぴベネ  

フィットを数値化するためにその場その場  

で対応しているケースが多いと思います。  

個人的な意見としては、実際にEMAシス  

テムを実施している企楽は、活動的な汚染   
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短＿監墨  2803年度ー座敷と環虜」国際シンポジウム   

でクリヤナ岬・プロダクション、ポリュー  

ション・プリベンションとの関係があると  

いうことです。流ほどデポラ・サヴ浣－ジ  

さん、マ…ク・ストウトンさんもそのよう  

に使われているというところから、かなり  

マテリアルフローを分析するアカウンティ  

ングというのは、製造プロセスにおいて国  

際的に進んでいるということが理解できた  

かと思います。ただ、そのコストの計算の  

方法については、手洗によって非常に細か  

く分かれてしまい、また専門家によって畿  

倫が分かれてしまい渡すので、今日はそこ  

には触れないことにしたいと思います。   

大変難しい質問で申し訳ございませんで  

した。この質問が寄せられていたので、ど  

うしても．入れなければならなかったことを  

ご了解ください。   

次に、古賀さんにお伺いしたいのですが、  

グリーンプロセスという活動を穏入されて、  

非常に大きな効弟をあげられたということ  

ですが、この活動ほどの部署が中心になっ  

て始め、どのように実践されているのかを  

お聞かせ願えればと患います。と申します  

のも、これは完全に環境部署の活動ではな  

くて全社的な活動だと思うのですが、これ  

だけ全社的な絡動を環境部暑がイニシアチ  

ブを取って全社的に率先するのはそう簡単  

なことではないと思うのです。それが爽視  

できて、しかも大きな成果を上げられた。  

この組織的な活動の蘭について、もう少し  

お教えいただければと思うのですが。  

防止をベースにしたプログラムをうまく運  

行していけるでしょうし、また実際、サプ  

ライチェ岬ン・マネジメント・アプローチ  

もうまく取り入れていけると思います。米  

国の企業はこの点についてまだ十分に嘗臥絶  

していないと思います。この点についてサ  

ヴ蕊－ジさんから補足があるでしょう。  

0サヴエージ   

少しだけ補足させて頂きます。マテリア  

ルフローコスト会計のようなものを実践し  

ている米際金策は、寡際その会計率故をマ  

テリアルフローコスト会計と呼んでいない  

と思います。一肌方、例えばケミカルマネジ  

メントをやっている金策はどこでも、基本  

的にマテリアルフローコスト会計を実践し  

ていると思いますが、策際にマテリアルフ  

ロー3スト会計をやっていても、正式な定  

義を持って実践しているわけではないと思  

います。  

0ストウトン   

一例を挙げますと、企兼がケミカルマネ  

ジメントサービスのための番米審例を評価  

する際お手伝いをする時があるのですが、  

限られたマテリアルフローコスト会計学法  

を使って特にケミカルマネジメントに範囲  

を限定して査定します。  

0廃部   

今の点に関しては、昨年開催の環境会計  

欝際シンポジウムにロバ…ト・ポジャセッ  

タ博士（Pojasek＆Assocま紙es）を米国ボ  

ストンからお呼びし、マテリアルフロー分  

析とマテリアルフローコスト会酎－の髄論を  

しています。ですから、そういったところ  

0古賀   

これはサヴェ“ジさんやストウトンさん  

のお詣と共通すると思うのです。製遮、も  

のづくりは非常にお金のかかるもので、今   
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迩賢、＄  2003年皮「廃液と蔑境」餞願シンポジウム  

までどおり環境問題をやっていくといって  

も簡単に動かないのが現薬です。今、園部  

先生のお詣にありましたように、これに火  

をつけるためには、環境部門ではなく、製  

造部門や設計部門が、本当にこれがビジネ  

スのために役に立つのだという爽感がない  

と、実際には感懐なかったのですQ廃除に  

始めた時には、初めは環境部門でガイドラ  

インづくりや、いろいろサポートを行いま  

した。これがいかにお客様に審ばれるかと  

いった、いろいろな各種の方法はサボw卜  

したのですが、実際には今日お緒ししまし  

たように、製造離門がとにかく材料の無駄  

をなくすということは簡単にはなかなか理  

解されない。サグエージさんもおっしやつ  

ていましたが、特にケミカルについては少  

なくとも環境の影啓を′j、さくすると同時に、  

コストも下がるのだと。しかも今日お話し  

した半導体というのは、ほとんどラインが  

全部自動化されているのです。ですから人  

件コストといったものがほとんどかからな  

い。ですからボタンのセットを変えれば材  

料費は確実に下がると、そういった特殊な  

領域ですけれども、プロセスというのは大  

体みんなそうなっております。   

それがグループも含めて全社的に展開と  

いうのは、英は環境部門が展開しているの  

ではなく製造ラインが、効鼎的、効率的に  

コストを下げる手法として、全く今濠での  

活動と別扱いにする必聾がないというのが  

一つです。今の環境会計をま現行の会計と同  

様に3カ月ごとというのが仙…つです。それ  

から2つ日としては、製造部門が環媛負荷  

を下げるというインセンチイブがいかに欠  

きいかということに気が付いたのです¢戴  

ぼど水口さんもおっしやっていましたが、  

つまり華客様に私どもの事業所でほこれほ  

ど環境負荷が少ないというのを、環境レポ  

ート等を通じてどんどん情報発信していま  

す。そうするとお客様が、こんなに負荷を  

下げている準壌体であれば我々はどんどん  

凝いたいのだということで、どんどん関係  

が出てきまして、製造ライン主体の活動に  

してこれほど火がついているということで  

す。  

0園部   

ありがとうございました。   

では、続いて河野さんにお伺いしたいの  

ですが、マテリアルフローコスト会計を導  

入されて、その効果がかなり出たと。そこ  

と私が腎頭に挽起した問題提起とも関係す  

るのですが、マテリアルフローコスト会計  

で情報を得ると。しかし具体的な精勤をす  

るためには、例えば田辺集注薬さんの場合は  

設備投資をされるということですから、マ  

テリアルフローコスト余剰と、恐らく数億  

投資決定の手法というのは有機的に結びつ  

けて初めて効果が出ると。つまり環境管理  

会計の拳法を複合的に結びつけて効果を出  

すというような形だったのではないかと思  

うのですが、その点についてもう少しご貌  

明いただけたらありがたいのですが。  

0河野   

当時、環境管理部ではクロロホルムの環  

境負荷削減を蕊欝課題としており、マテリ  

アルプロ…コスト会計統鉄琴入に大きな期  

待を抱いていました。試験導入の結果、廃棄  

物処理コストとクロロホルムのロス澄がエ  

税執こ把擾でき、改替のための費ノ羽対効果  

が明確になりました。結果、クロロホルム   
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のロス盈削減のため、短期的に寡現可能性  

の商い設備投資と製造方法の…部変質によ  

る改啓審を策定し、廃寮物処理見直しによ  

る原価低減と沫暁負荷削減を実現しまし  

た。   

爽隙に、財務経理部で計算したマテリア  

ルフロ岬コスト会計分析結果を環境管理部  

やエ麹に報脅することにより、工場で改脊  

梁を策定し、回収期開披による費用対効果  

を明確にした上で、社内薬液決裁後、66百  

万閂の設備投資を行いました。   

このように字数鰭の発見から改野策を策定  

する上で、投資が必欝な場合、費用対効果  

を明徹にすることにより、経営トップの濠  

恩決定に使用できたということが非常に大  

きなポイントです。  

ラ・サヴエージさんから見ますと、インタ  

ーナショナルな視点から特に日本の爽務に  

ついてどのような感想お持ちなのか、また  

こういう方向に進んでいったほうがいいの  

ではないかというご線廉等があればぜひお  

願いしたいと思います。  

0サヴェ…ジ   

まず申し上げたいのは、日本政府ならび  

に遅発界が、環境管理会計および環境会計  

閑適の情動に射し、かなり商いレベルでカ  

を入れているということに大変感心してお  

ります¢特に外部報脅を主目的として環境  

管理会鮒留報を活用している慮が日本金策  

の大きな特徴だと思いますし、大変興味深  

い点だと思います。他国もこの日本の経験  

から学ぶペきだと思いますが、それには主  

に二つの理由があり渡す。   

州つ目は、各楽界の環境パフォーマンス  

にづいては采に様々なステイクホルダ…か  

ら関心が高まっていますむ 情報開示の錮勺  

は嘗うまでもなくステイクホルダーに情報  

授供することではありますが仁死に水口先  

生からのお静に付け加えますと、自己利益  

のために環境管理会計を導入しない企嚢も  

数多くあるということです。環境管理会計  

は十分な構機を授供するがやるメリットが  

ないと考える金策もあるわけです。しかし、  

環境管理余計情報の外部戦費を激務づける、  

もしくは奨励したならば、金策にとっては  

新しい動機付けとなるでしょう。また基調  

購演の率でもお経しましたが、このことは  

米国において有容物質排出日録など、特定  

タイプの外部報告の形で実検があり、霊夢  

なポイントだと思います。ですから田本も  

マテリアルフローコスト会計だけに注力す   

0磯部   

ありがとうございました。   

もう少し態論を進めていきたいのですが、  

☆嚢さん、河野さんの発衆について、質問  

深を取る時間がなかったので、もう少しこ  

こを開きたいとか、ここをはっきりさせて  

ほしいというところがありましたら、宙翳  

さんと河野さんに対するご質問に関しての  

み、今、：アロアからもしご質問があればお  

受けしたいと思います。∴ 質問がない  

ようですので、兜に進めさせていただきた  

いと思います。   

今、音響さん、河野さんから具体的な公  

衆のEMAの取り組みの碓があり、またマ  

←ク・ストウトンさんのほうからはケミカ  

ルに関するサプライチェーンマネジメント  

のところでの環境管理会計の有効性という  

ことについて髄論がありました。   

このような実務の動向について、デポ  
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るのではなく、マテリアル閑適コストを外  

部報告に食めていくことが大切だと思いま  

す缶   

現行の日本の環境省ガイドラインにはこ  

ういったタイプのコストは含まれていない  

と思います。内部マネジメントの澄恩決定  

のためだけでなく、外部報督を鋸勺として  

マテリアル関連コストを食めていく。腎本  

の将来の環境管理会計について、この点に  

取り組まれることを強くお勧めしたいと思  

いますむ結果として企簸が環境会計を導入  

する動機付けとなり、改拳にづながってい  

くと思います。また、日本の環境管理余計  

は自主的な環境パフォーマンス報督を濫費  

祝しているので、財務報億や統計会計・報  

告についても延長線上にあると考えていま  

す。というのも統計局に報沓する企塞が数  

多くあるからです。報告の凝務があるから、  

自主的な環境パフオ…マンス報告を英践す  

る金策の数よりも統計的な報告をする企楽  

の方が多いということです．ですから今後  

他タイプの報沓を食めていければ、環廣管  

理会嘗十をこれまで以上に導入しやすくなる  

と思います。  

シヤルなところでの環境余計情報の開示は  

どうなのか。外部情報開示と内部管理との  

接点について、日本の環境会計の今後を考  

えた上で大きな発展の可合計性があるのでは  

ないかという澄欝な示唆をいただいたと思  

うのです。   

最初はこのことについで、水口先生にお  

伺いする予定ではなかったのですが、永口  

先盤古ま環境省の環境会計のガイドラインを  

作成する番農でもいらっしやいますし、経  

済産業省のほうにも関わっておられるとい  

うことで、今のマテリアル関係のコストを  

環境報督審で開示していく、あるいは環境  

外部へ情報開示する環境会計、環境管理会  

計の関係、双方が発展していくような方向  

性について、たくさんご意見をお持ちだと  

思いますので、ぜひご意見をいただきたい  

と思います。  

0水口   

今のデポラ・サグエージさんのご窓見に  

は大変賛成です¢   

日本の環境省のガイドラインは、もとも  

と環境保全コストから出発したために、現  

在のような体系になりました。しかしその  

後、日本でも環境管理会計の研究が進んだ  

申で、例えばマテリアル関連の情報やマテ  

リアルフローコストが非常に塞欝であると  

いう知見が得られたわけです。ですからそ  

のことを外部報督にも反映していく必寮が  

あるのではないかと思います。ただ、現在  

の環境省ガイドラインの体系とはそのまま  

つながらないということが…つの問題です¢  

またマテリアルフロ…コストを公演するこ  

とは、珊凍保全コストを公衆することに比  

べて、企毅にとって考慮すべき要因がより   

0級部   

サダエージさんの窓見の申で濃霧なこと  

は、日本企業の申の内部の滑用は極めで意  

登で発展している9 しかし日本金糸の環境  

会計にとって、ニれまで非常に大きな特徴  

は外部報督のほうで発展してきたことは審  

霧である。それとのリンケ困ジ、特にマテ  

リアル関係のコストを外部報魯でどう発案  

していくのかという問題、をれからアニュ  

アルレポートや、あるいは統嘗十関係の情報  

開示といった点について、一もう少しオフイ  
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すのではなく、むしろきちんと鋭明するこ  

とが大寒だと思います。  

多いと思いますので、そこが難しいところ  

だと思います。段階的に進めるためにをま、  

例えばマテリアルロスをどのくらい削減し  

てきたかというような視点から入っていく  

のも1つの方法ではないかと思います。  

0河野   

原材料ロスという問題ですが、当社の場  

合、マテリアノレフローコスト会計をシステ  

ム化して、全社導入したため、原材料ロス  

を由動的に把握しました。2003年12月栄で  

締め切った原材料ロスの1年間のデ仙タを  

すでに持っています。あとはデータの散開  

整をして、マスタ…設定額が聞達いないか  

どうかを確隊できれば、原材料ロスが確定  

します。先ほど水口先生がおっしやったよ  

うに、この数寧を社外に報告するかどうか  

の問題徒ついては、社内コンセンサスを得  

たよで今後進めていくことになるかと思い  

ます。  

0園部   

ありがとうございました。   

この点について、古賀さん、河野さんか  

らご窓見があればぜひ伺いたいのですがや  

0音賀   

今申し上げたとおり、マテリアルフロー  

は価倦が高ければ商いほど、金糸の生命線  

である技術力だとか、そういったものに入  

っていかないと、こういった効果はなかな  

か得られない。つまり中身の効果を具体的  

に説明すると、例えばコンペティタ岬とか  

なりの比較、ノウハウが出てしまうといっ  

た問題まで発展してしまうのですふ そこで  

今、園部先生がおっしやづたように、どの  

ぐらいのロスをなくしたかという情報は、  

これはどこのコンペティタ岬であってもや  

はり間腰を持っているはずだと思います。  

そうすれば例えば「富士通はⅠ憑Mよりも  

かなり効率的に、製品をっくる過程で化学  

物質をこれだけなくしています」という情  

報があれば、ステイクホルダー、特にカス  

タマーから見て、rどちらかというと富士通  

のほうが王BMよりも有啓物に関しては萬  

剣に取り組んでいるのだから、窟士通の半  

導体のほうが安心だな」と感じて頂ければ  

うれしいと思います。非常に難しいのは、  

細かく中身を説明できないということです8  

ですが繚弟はほしい。パフォーマンスの結  

果がいかに良いかということをま、これは隠  

0園部   

今の件について、デポラ・サヴュ仙ジさ  

ん、マーク・ストウトンさん、ご窓見があ  

りましたらお願いします。   

サグェ脚ジさんは、例えばマテリアル関  

係のコストを拷嫁朝食番で開示していくと  

いうことが濫費だということをおっしやつ  

たと思うのです。企楽の方も大筋でそれは  

賛成だと思います。しかしマテリアル関係  

のコストは非常にコンフィデンシャルです  

から、開示は難しい蘭もあるというご窓見  

だったのですが8  

0サヴエージ   

いくつかコメントさせていただきます。  

米国ニュ鵬ジャ山ジー州でも同じような問  

題朗色えていました。州政府は化学物質を  

大数に使用している大金楽については基本   
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的な環境管三吸会計技絵を導入することを法  

律化しました。マテリアルフローアセスメ  

ントとマテリアルフロー○スト会計です。  

また繚果報督も兼務付けられたのですが、  

詳細内容にづいては州政府の当局にのみ報  

脅され、騨細を削った報脊概要が公衆され  

ました¢部分的に3ンフィヂンシヤルな檜  

報を保健する方法としてこういったやり方  

もありました。また、コンフィデンシャル  

な情報を公衆しないよう企東が賓求できる  

と定めた法帝もあり慈した8 しかし来際に  

はこの賓求を行ったのは5、6放しかなか  

ったと思いますので、どのように捕らえら  

れるかは各自でご理解頂ければと思います。  

威し、∧そしてコストも削減できるサプライ  

チェーンができたと思うのですが、もとも  

との原材料、あるいは主要部晶についてをま、  

なかなか難しい間腰ではないかと思うわけ  

です。   

もしご潜鳳があればこのことも踏まえて  

ご意見を頂ければと思い窓すが、それに関  

連して非常に濃紫な常闇を血ついただいて  

おり致す。「日本においてサプライチェーン  

エンパイロンメンタルマネジメントサプラ  

イヤ“技術支壌くマ…タ・ストウトンさん  

の購演の中で使われた言語句）は、例えば自  

動寧メーカ】と系列部品メ…カーの間で既  

に行われていると考えられるが、本当に相  

互利益となっているかが観閲である。両者  

間のカ関係により利益配分が変わったり、  

極端な場合、仙方のみの利益となるのでは  

ないでしょうか」と。質問はそこまでです。  

環境管二晩会計は酬社内だけで来臨しても十  

分な価値はない。サプライチ£血ンにまで  

拡張して初めて価値が出てくる面が多い。  

しかしそれが両者のプロフィットになると  

は限らないのではないかというところが…  

番大きな問題の核心かと思います。これも  

難しい質問で恐縮ですが、ストウトンさん、  

いかがですか。  

0園部   

企業の秘密、機密拳項の閣腰は、極めて  

塵要な問題になってきます。これは今日の  

もう一つのテーマであるサプライチェーン  

への拡張においても同じ問題が生じてきま  

す。と申しますのもサプライチェーン全体  

で…番環境負荷の多いところを協力して効  

果的に削減していくということが露草です  

が、そのために、もしマテリアルフローコ  

スト会計のようなものを企業間で導入して  

いくとすると、最も盛祭なコスト情報をど  

こかで典有しない限り無しいわけです¢ そ  

の点を一つクリアした方法が今日、マー  

ク・ストウトンさんがご説明されたケミカ  

ルのサプライチ蕊－ンの髄だったと思うの  

です。ただ、ケミカルのサプライチェーン  

というのは、鵬つのプロ｝の申の川上から  

川下というよりも、…つの製造プロセス、  

フローの申の血部に使うケミカルという感  

じになります。ですから、恐らくその契約  

システムを変えることによって環錬にも配  

0ストウトン   

これもまた難しい質問ですね¢ 少なくと  

も楽園では、例えば自動寮産業やエレクト  

ロニクス座薬において、大串顧客ほサプラ  

イヤーに不親切だという評判があります。  

ケミカルマネジメントサwビスモデルにお  

いては、そのようなどジネスアプローチを  

導入する上で、顧客はサプライヤーをもっ  

と戦略的なパートナーとして考えていく必   
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繋があります¢ この点が陣容となる場合が  

あります。これまで私たちが何度も馴こし  

てきたのは、顧客の調達担当部暑が単価の  

ことを再度検討し始め、単価削減のプレッ  

シャーに直面するリスクがあるわけです。  

とは嘗うものの、ケミカルサプライヤーは  

収益が見込めると確将しているので啓発を  

展開しているのです。ですからその点にお  

いては、相互メリットがあると思います¢  

サプライヤー技術支援についてですが、決  

断を下すにfま時期尚早だと思います。大手  

繚客企瀦がメリットを共有できる方向で、  

今後創造的に考えてくれればと思っていま  

す。嘗い換え渡すと、顧客がサプライヤー  

に rお挙伝いしますが収益はきちんとシェ  

アしましょうぬp」と嘗えることです。サプ  

ライヤ血側で何か変更が生じた時、凝客側  

は何らかのコストを負うことになると先ほ  

ど申し上げましたが、ここで選棄な問題が  

一つ授起されると思います。相互利益を創  

造するということは、従来のビジネススタ  

イルとは変わって尊ますから、契約を構築  

していく上でもっと創造的なアプロ“チが  

必璽になってきます。このようなタイプの  

グリーンサプ乳イチヌーンマネジメントに  

取り組んでいくに際し、この点が盈弊な熱  

感の一つになると思います。  

たりいかがでしょうか。  

0古賀   

お嘗責の中にもありましたように、当社の  

ケミカルのサプライヤ…で脚器多いのは、  

台湾、申臥魯港といったアジア地域です。  

こ♂）国々はケミカルの管理が非常に藩いの  

で、我々としては非常に心配なのです¢ 日  

本におけるサプライチェーン♂）Ⅴまn…Wまnの  

関係は、かなりいい条件だと思います。先  

の国々のサプライヤーにはこういったノウ  

ハウがほとんどないので、日本に比べてか  

なりレベルが低いと思います。当社のよう  

なセットメーカーはそういうところに対し  

て、ストウトンさんからお経のあったマネ  

ジメントや、分析などといったサポートは  

幾らでもプログラムが持てます。契約の申  

でどうやってインセンチイプを持たせるか  

というのは、どちらかというとセットメ←  

カーが購入条件でインセンチイブを与えれ  

ばいいと思うのです。そういったことを実  

践しているサプライヤーから優先的に物を  

買います、そして○ストをまそこまで努力し  

たのだったらミニマムの購入条件で買いま  

す、というふうに、当社ではすでに成功し  

ほじめています。そのようなサプライヤー  

は、当社と同じような他のセットメーカ蜘  

もやほり容んで深いますという条件が整う  

と、そういったことがあるので、そこはで  

きると思います。   

それとサプライヤーとの閑係で、幾ほど  

申し上げたアジア緒国の環境汚染などは、  

サプライチェーンマネジメントの結果の情  

報開示において、非常に厳しい繋寮です。  

ですからあくまでもトータルのサプライチ  

ェーンの環境負荷、いわゆるベンダーと   

0園部   

関連して富士通の古賀さんの発寒資料の  

一番後るに、LCA、LCCを中心にサプ  

ライヤーとの関係の図がありますが、富士  

通さんの取り組みでサプライチェーンとの  

関係でいろいろ機密事項の開展賢もあるでし  

ょうし、利益がどちらか一斉に偏るのでは  

ないかという問題もあるでしょう。そのあ  
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我々との率でトータル、相互パ｝トナーシ  

ップの申でこれだけ減らしたのだという情  

報にとどめるペきだと思います。サプライ  

ヤーの中身濠で全部、英はこんなに番かっ  

た、この点がこれだけ改着されたと嘗って  

も、これはサプライヤwにとってみれば非  

常なインパクトですから、そこは難しいと  

思います。これはあくまでも相互の取引の  

申でこれだ‡ナ液らしたのだというふうにと  

どめるペきだと思い計れ  

種少盈生産による形替えが原田であること  

が判明しました¢型替えとは同じラインで  

異なる製品別乍るときに発生する製造工程  

の変質作楽です。その型替えが多いために、  

製品ロスが多く発度します。   

このため、現在田辺製莱宮城工場㈱では  

廃棄物処理コストと廃焚物の削減のこ本立  

てで検討しています。このうち、廃棄物処  

理コストについては、年間ま00方円程度の  

削減が可能になると∨分析しています。こ  

のようにマテリアルフローコスト会計導  

入すれぼすぐ緒鼎が出たことに対し、改  

めて驚きました。   

子会社での原価低減とロス削減はグル  

ープ全体に影響し、親会社の利益に繋が  

ります、今後、関辺製薬はマテリアルフ  

ロー㌣スト会計学法を戦略的に漕潤し、  

グリーンサプライチェーンヘの展開を図  

っていき潰す。  

0酪部   

ありがとうござい患した。   

河野さんのとこるはいかがでしょうか。  

いろいろな形のサプライチェ“ン的な展開  

があると思うのですが。  

○河野   

当社ではサプライチ欄－ンの観点から、  

包装工藤の山部を田辺製薬音城工媛㈱とい  

う子会社アウトソーシンダしています。   

田辺製糸牽城工場棟式会社にほ、親会社  

である田辺製薬のシステムを拳入している  

ため、マテリアルフロ叫コスト会計もシス  

テム導入され潰した。マテリアルフローコ  

スト会計分析の結果、その手会社では廃寮  

物処理コストが当社と同様明確になり、廃  

棄物処理コストの削減が可能であることが  

見えてきました。   

また、今までQC活動で現場サイドで検  

討していても、何が原因でどこからロスが  

出てきたかわからない状態でした¢ ところ  

が今層‡のMFCAをシステム導入したとこ  

ろ、特定の三経でロスが出ていることが物  

盈と金額の両面からわかりましたく，   

データに基づき原因を考えた賠鼎、多晶  

0園部   

ありがとうございました。   

残された時間があとま0分少々で、頂い  

た質問を…つひとつ読み上げることがで  

きない時間となってまいりましたが、こ  

こまで織簡が進んできましたので、さら  

に何か聞いてみたい、質問票は出してい  

ないけれども聞いてみたいり 質問寮は出  

したけれども取り上げられていないから  

これはどうしても聞きたいということを  

お持ちの方がおられると思います。心残  

りを持って帰っていただくのは私として  

も非常に心苦しいので、ここでどうして  

もこういう質問をしておきたいというこ  

とがありましたら、今少し時間を取りた  

いと思います。   
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0質問者   

台湾のChiao鵬Ttユ堀国立大学で助教授をし  

ている伽a≠鮎噂Shen と申します。この5  

年間、台湾において環境管理会計の導入と  

啓及を遜めています。昨年E独購≠Taまwanを  

立ち上げ、儀濃を務めております。ニつぼ  

ど質問があるのでサが、血つ冒はE姐Åの効  

果の定義に関する質問です。環境会計シス  

テムをペースにしてどのように効果を測定  

したのでしょうか。これは藩士通さんにご  

回答頂きたいと思います。ニつ悶の質問で  

すが、E最良は金策にとって大変蕊欝であり、  

日本でも企衆の自主的な取り組みが進めら  

れています。ここで自主的という点を強調  

したいのですが、台湾のような国の場合、  

規制やインセンチイブなしでE鮎システム  

をどうやって構築していけばいいのか、企  

発からよく質聞を受けます。システムを構  

築するということは資源を投資するという  

ことですから、人件費も追加で必寮となり  

ます。そこで質問なのですが、規制やイン  

センチイブがない状況でE舶の導入■推進  

するに隣し、経営陣を説得するにほどうし  

たらよいでしょうか。サダェ…ジさんにご  

回答頂きたいのですが。  

富士通さんお願いいたします。   

0古賀   

まず、定義についてですが、ガイドライ  

ンとは別にものづくりの中心となる各工場  

で今、環境ISO14001をほとんどの審米所  

ラインがやっております。この管理の申で、  

環境の取り組みでどれほどのごみ、エネル  

ギーを減らしたのか、こういった実際のパ  

フォーマンスデータが出てきます。幾ほど  

の田辺製茶さんと同様に、基本的にはこれ  

らのデータを鵬充的に管理部門が全都集計  

し、それを置き換え衆でコスト原価といっ  

たもので澄尊換え、自動的に集計するよう  

にしています。それはコストの部です。   

効果が…啓難しいのですが、もちろん簡  

単に出るのはエネル啓一と廃棄物です。■つ  

渡りエネルギーは魔力コストに履き換わる  

ということで、費用については設備投資で  

すけれども、効凝はこれでコストダウンと  

いうことで出ます。リサイクルも同じで、  

これは本来廃棄物処理にかかる費用が、今  

度は逆に売れるようになったり、廃棄物コ  

ストが減りますから、これもそういった基  

本的な計算のところで自動的に各管理部門  

がまとめたものがヂ…タとして徐々に上が  

るようになっている。この2つがベースで  

す。   

あともう…つ、これが…番犬賽なのです  

が、経営督に考えていただきたいのは、コ  

スト効屍が上がらないけれども、リスクが  

非常に少なくなったことですふ 例えば汚染  

の心配がなくなるということに結構お金を  

かけております。これくらいのお金をかけ  

て事故を起こさないということの確証が取  

れたならば、それはコスト価値はこのぐら   

0餞部   

血つは富士通さん、一つはサヴェ…ジさ  

んへの質問ですけれども、漁初に定盤の質  

間のところがありました。富士通でをま環境  

管理会計をどのように定義し、効果はどの  

ように定盤し、どういうふうに測定きれて  

いるのかというご質問だったと思います。  

血つ日は技術的な質間、ニつ削まEMAの  

導入に関する非常に深いご質問でした。最  

初の技術的な質問ほうからいきましぶう。  
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いだろうと、一応根拠を持って、これをい  

わゆる経営者の方にわかっていただく。で  

すからこんなに大きな効果が得られるのだ  

と。大体この3つでコストと効果を出して  

おります。もちろん毎年財務会計の発薮の  

際にCぎ0がこれを発教することで、外部  

の方々にもご理解いただくことになります。  

の利蚤を上げている人だとしたらどうでし  

ようか。経営陣を諷得するメッセンジャー  

としてよりふさわしいと思います。フィリ  

ピンの場合は会雷十士が最良のメッセンジャ  

…としてEMAを促進していますが、これ  

は矧や文化によって差があると思います。  

メッセンジャ仰の問題の他に、r自発的vs，  

政府の規制」という問題があるかと思いま  

す粉 サプライチェーンの場合は顧償から野  

望されていないので自発的と規制の中間に  

なります。しかし、もし顧客が盈賓などジ  

ネスパ】トナ加だとしたら、要望を開いて  

何らかの対応をすることでしょう。EMA  

導入を脱得する上でメッセンジャーを見極  

めることは、要望そのものと同等もしくは  

それ以上に盈要であるということを私の経  

験から申し上をヂたいと思います。  

0園部   

ありがとうございました¢   

では2番目の質問について、デポラ■サ  

ダニージさんにお願いしたいと思います。2  

番田の質問は、台湾という閤に限らず、E  

MAを噂入するのにSME、中小企楽も食  

めてそれほどカのない企糸がEMAを・導入  

するには大変コストも時間もかかる¢それ  

に対してどのように説得し、そして導入し  

ていくのかという趣旨だと思い渡す。これ  

はどこの閤にも存在する問題だと思います。  

また、特に発展途上国において、こういう  

問題はより一層深刻かと思うのですが、サ  

グエージさんいかがでしょうか。  

0園部   

ありがとうございました。   

この間題について、水口先生、いかがお  

考えですか。  

0サヴェ岬ジ   

この間題はどの国においても大変濃紫で  

あると思います。どうやって企米が、特に  

中小企栄が、EMAを邸入する上で経営陣  

を貌得していくのか。戦略の一つとしては、  

維が鋭得すべきか、傲も祝得カのあるメッ  

センジャーは誰かということをじっくり考  

えることです。例えば仮に私がどこかの非  

利益団体の職員だったとしましょう。もし  

くはあなたが大学生だったとしましょう。  

きっと説得力がないと思います。しかしも  

し古賀さんが顧客企楽の人、あるいはEM  

Åを実践している企薬の専門家で、かなり  

0水口   

中小公衆でどのように進めるかという濠  

暁ですね。   

これは日本でも大変蕊要な関腰だと思い  

ますむ鮎まど日本では環境会計が比較的成  

功したと申しよげ壊したが、それは大企某  

を中心に成功したということだと思います¢  

日本の辣境会計や環境問題への取り組みは  

大企発から出発して、それが中小企米に下  

りてくるという形で進みました。今、中小  

企莱は大企淡から環境マネジメントについ  

ているいろと繋求をされていて、大変苦労  

されているのではないでしょうか。その時   
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大きなイニシヤルコスト、初期投資をして  

情報システムをつくってやるケースと、こ  

こはどうしても改替しようと思っているよ  

うなプロセスがあって、そのプロセスだけ  

限定的に計算して、新しい投資決定を考え、  

環境負荷も減るし経済効果も上がるという  

のであれば、発展途上国とか中小企衆とか  

関係なくできる部分もあるのです。ですか  

ら幾ほど水口さんがおっしやったように、  

役に立つところからやっていくというアプ  

ローチと、もう刷つ萎ま環境を保全すること  

は社会的に澄賓だというところで社会的イ  

ンフラを広めていく、恐らくこの2つのこ  

とが濃寮ではないかと私は思っています。  

に、今日ご紹介いただきましたサプライチ  

コニーーンマネジメントの方法ほ非常に大きな  

ヒントになったと思います。なぜなら大企  

凍からの穿求に対して協力関係を築いてい  

くという方向だからですゎ 中小企裁と大企  

楽の閤で協力関係を基いて、利益をシセア  

していくという方法であれば、中小金策で  

も進めていきやすいと思います。そのよう  

な意味で、日本にとっても今日、ストウト  

ンさんがご紹介されたサプライチェーンの  

方法はまさに環境管理会計の新しいフロン  

ティアだと思いますややほり中小盆嚢にな  

ればなるほど利益的なインセンチイブで導  

入していくということが必要なのだるうと  

思います。  

0サヴエージ   

中小企凍の媛合、簡易化することが大変  

盈欝であり、このことは岡部先生が発ほど  

おっしやったことがペwスになると思いま  

す。とても先進的なマテリアルフロー○ス  

ト会計システムの大きな短所は複雑だとい  

うことです。また費用もかかります¢先進  

的な大企米だから導入できるのであって、  

中小企楽は時間も資金も1一分ではないでし  

ょうから、このようなキャパシティーがな  

いのです。ですからマテリアルフローコス  

ト会計のような一般的なアブロ…チを活用  

し、爽践しやすいように簡易化していくこ  

とが盛宴だと思います。数字を00つ冊つ念  

て拾っていく必要はないですし、また数字  

が全て完璧である必要はありません。大ま  

かに風穣もっていけばよいのです。企米の  

改啓のためにやってみる価値はあると思い  

ます。  

0園部   

どうもありがとうございました。   

この間腰は非常に濃密な間腰であります  

し、アジア地域でこの環境管理会針の徽を  

すると、常に開かれる問題です¢ その時に  

私がいつも答えていることは、環境問題に  

関して守らなければいけないことと、守っ  

たほうが盆嚢の得になること、この2つが  

あるわけです。守らなければならないこと  

を守らせるには縫規制、あるいはインセン  

チイブシステムをつくるという社会的なイ  

ンフラの側面が蕊繋です¢ EMAも鵬部は  

そういうところと関わってきますし、外部  

に情報を開示するというのはまさにそこと  

関わるのですが、もう冊つは役に立つとこ  

ろからやっていくということが多分塵嬰だ  

と思います。   

例えばマテリアルフロ…コスト会計、今  

田は田辺製薬の事例、あるいは富士通の事  

例をお話しいただきましたが、これも大変  0園部   
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ありがとうございました。   

髄論はまだまだ尽きないと思うのですが、  

時間が若干予定された時間を超過していま  

す。最初の予定では最後にパネリストの  

方々に州営ずつお願いしようと思っていた  

のですが、ちょっと時間的な余裕がないの  

で、パネリストの方でどうしても貰い残し  

てし渡ったと、これは伝えておきたいとい  

うことがあればお受けしたいと思いますが、  

いかがですか。  

ただい 

手法は、確かにフロンティアだと思います  

ので、利益が仙社に偏るのだというふうに  

考えるのではなくて、利益をシぶアできる  

ような関係づくりを速めていくことこそが  

大審なのではないかというふうに思いまし  

たや  

0ストウトン   

本日、サプライチ温血ンの観点から、メ  

リットを共有していくため、創造的な契約  

メカニズムが必牽だとお話させて頂きまし  

た。しかしそれだけではなく、源境管理会  

計やトータルコストアプローチを企楽の財  

務会計メカニズムに統食していく戒、繋があ  

ります。それはなぜか。企楽内の部門間、  

またはサプライヤーとメリットを共有して  

いくには、その企業の会計システムに存廃  

する財務メカニズムが必、要になってきます。  

そうするとトータルコストの原理に遜§づい  

て、部門間で実際に金銭処理ができるから  

です。私が思うには、EMAのメリットを  

フルに宰受している企衆は、窮瀾にEMA  

アプローチを財務会計に統合した時に、こ  

のことが実現できると思います。サヴエー  

ジさんからも若干漆った角度からお葛西があ  

ったかと思いますが、サプライチェーンに  

も当てはまることです。  

0古賀   

今日のお請で、申し上げてなかったこと  

で、どうしても最後に申し上げたいことは、  

今濠で当社やお付き食いをしている卑小金  

糸も、環境のための環境にしか学をりけな  

かったのです。しかし今世界を凰ますと、  

アジア、欧米、日本に限らず、ビジネスの  

申で本当に環境を良くしていこうという流  

れになっています。そういう意味では今ま  

でとは適い、経営者、技術者など、今まで  

はどちらかというと環境に繚速い方たちが  

この率にトップダウンで入っていただいて、  

どんどん大金楽が中小企業と血緒にやって  

いく。ビジネスの申で】緒にやっていかな  

ければ、本当にこの間魔ほ大きく花が開か  

ないと思います。  

0水口   

サプライチェーンマネジメントに関して  

利益が棚故に偏るのではないかという指摘  

がありました。それについで…嘗だけ申し  

上げたいと思いますや   

現状ではそのようなケ血スもあるかもし  

れません。しかしそうではない企索も多い  

だろうと思います。ですから今田ご紹介い  

0園部   

ありがとうござい波したさ   

もう残きれた時間がぼぼなくなってきて  

いるのですが、螢後に私のほうから若干総  

括的なコメントをさせていただきたいと思  

います。   

本日のこのシンポジウムは、‡GES関   
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グリ岬ン・サプライチ淀－ン・マネジメ  

ントということがストウトンさんのお諸に  

もありましたように、幾つか具体的な方法  

として生じてきている。   

しかし、ここで議論をしたことにもあり  

ましたように、本来競争するもの同士の間  

の協調、コラボレーションというのは、予  

想するよりも非常に難しいものがあり渡す。  

しかし次の課題はそこをどのようにして克  

服していくのか。そのためにはパートナー  

シップ、あるいは社会的な協力体制の構築、  

楽界団体の支援、企東自身の努力、さまざ  

まなものがあると思いますが、本牒のシン  

ポジウムにおける仮の緒論があるとすれば、  

今後の発展の方向性、環境会計を有効にさ  

せるためにはその範閣を拡張させていくこ  

とが必要だということです。拡張させてい  

く節目節馴こおいて瓢題が生じているので  

すが、その徽層を超えるということが必要  

で、その徽魔を超える原動力にさ離日五の利  

益、ビジネスと結びつけることが必野です¢  

ただ、ビジネスに経びつけるといっても、  

具体的には力関係があってできない場合が  

ありますので、そこでは社会的な支援が恐  

らく必嬰だろうと思います。   

ちょっと抽象的かもしれませんが、今後  

の研究の方向性と、それから企衆寡務の発  

展をお祈りいたしまして、これでシンポジ  

ウムを終えたいと思います。   

今別まどうもありがとうございました。   

パネリストの兜生方、ありがとうござい  

ました。   

閣研究センターのき年間のプロジェクトの  

最後のシンポジウムです。また4・月からは  

新しいプロジェクトをビジネスとも関係き  

せながら進んでいくわけですが、一応環境  

会計を中心とした研究の…番最後のシンポ  

ジウムという位置づけです¢   

そこで、私たちのこの3年間の研究の流  

れから考えていきますと、環境会計を何と  

かして企東経常に役に立てたいということ  

が－質した私たちの目的でした。その時に  

私たちが考えた猥境会計というのは、外部  

情報開示を中心として考えていた環境会計、  

環境省のもの、そしてそれがビジネスに役  

に立ちにくかった鵬つの理由は、最後に古  

賀さんがおっしゃったことで、ビジネスと  

の関係がきちんと明確になってなかったか  

らというところが多かったのです。これが  

まず環境会計の…つの拡張だと思います。   

私の最初のプレゼンテーションとの関係  

で申し上げますと、環境会計のコスト範妻潤  

の拡張、これによって日本型の環境会計は  

環境管理会酢へと拡張した。しかし先ほど  

から何度も申し上げていますように、企凍  

というバウンダリー、境界と環境という世  

界というものの差は極めて大きく、鵬企紫  

の範囲内だけでこの間題は解けないという  

ことが明らかになってきました。というこ  

とばいきなり全社会、全国家ということに  

はなかなか今の経済社会のもとではいけま  

せんので、企未聞の環境マネジメントとい  

うのが蕊襲祝される。その一つの鍵として  
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