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サステナビリティ規格
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本日の内容

1.エネルギーマネジメント
2.温室効果ガス
3.生物多様性
4.サステナビリティマネジメント



3

●温暖化
●オゾン層破壊
●森林減尐
●野生生物種の減尐
●酸性雨
●途上国の公害問題
●砂漠化
●海洋汚染
●有害廃棄物の越境問題

地球環境問題
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温室効果ガスの温暖化寄与度
Green House Gas
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温室効果ガス
・1997.12 COP3京都会議で決まる。

・二酸化炭素 (CO2)：化石燃料の石油･石
炭･ｶﾞｽや木を燃やすとき発生。

・メタン(CH4)：植物や動物が腐敗･分解す
るときとき発生。

・亜酸化窒素 (NOx)： ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝや火
力発電所から発生。

・ハイドロフルオロカーボン＇HFC（：ｵｿﾞﾝ
層を破壊する特定ﾌﾛﾝの代わり(冷蔵庫･ｸｰ
ﾗｰ)に使用。

・パーフルオロカーボン ＇PFC（： ﾌﾟﾘﾝﾄ
基板・のｴｯﾁﾝｸﾞに使用。

・６フッ化硫黄 (ＳＦ6)：電気絶縁用に使用
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IPCC Intergovermmental Panel on Climate Change 気候変動に関する政府間パネル

環境省 IPCC第4次評価報告書第2作業部会報告書概要(公式版) 2007.12.17Version5
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排出の大部分を占めるＣＯ２

環境省 IPCC第4次評価報告書第2作業部会報告書概要(公式版) 2007.12.17Version
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ＣＯ２排出国
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ＣＯ２濃度推移

■ 世界全体の二酸化炭素排出量は、1950年には炭素換算で約17億トン。1995年には約65億トンにまで増加、2005年には271億トン。
■ 先進国の排出量は1970年代はじめまでは急速に増加したが、その後はほぼ同じくらいのレベルにとどまっている。
■ しかし、1970年代から、開発途上国からの排出量が増加している。
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過去1000年前からのＣＯ２濃度
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将来の温暖化予測結果
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コメ ～水田の水不足～
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うんしゅうみかん生産適地
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百年後の日本将来予測

国土 ビーチの約7割が水没。スイカ割りがぜいたくな遊びに。

水 洪水&渇水が頻発。日本人は水と戦う民族に。

農業 ジャポニカ米の不足で、炒飯やピラフが主食に。

森林 ブナ地方で有名な白神山地は、ブナ消滅でさらに有名に。

生態系 海が暖まって、アワビやサザエが食べられない人続出。

都市施設 温暖化で冷房を使うほど、都市は更に暑くなる。

健康 南部でマラリア感染の危機。夏の猛暑が高齢者を直撃。
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地球環境問題
●温暖化
●オゾン層破壊 ●森林減尐
●野生生物種の減尐 ●酸性雨
●途上国の公害問題 ●砂漠化
●海洋汚染 ●有害廃棄物の越境問題

• 国際商業会議所 ICC
1972 「成長の限界～ローマクラブ人類の危機レポート」

1974 世界の産業界のガイドライン

1989 環境監査

1991 持続可能な発展のための産業界憲章

ＥＭＡＳ 英国BS7750

1995 1992
Eco-Management and Audit Scheme 

• 国連
1991「持続可能な発展のための産業界会議」創設

1992地球サミット 国連環境開発会議（UNCED）

リオ宣言行動計画 “アジェンダ21”

「環境のための戦略的助言グループ」＇SAGE（が

国際規格策定要請

ＩＳＯ
1993 TC207設置 環境管理規格制定開始

1996/9 ISO14001制定
1996/10 JISQ14000s発効

2004/12 JISQ14001：2004改訂
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15

1.エネルギーマネジメント
2.温室効果ガス
3.生物多様性
4.サステナビリティマネジメント
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温暖化防止＇温室効果ガス削減（の国際的な取り組み

COP : Conference of Parties＇締結国会議（

• 国連気候変動枠組条約＇UNFCC（により設置された会議

• 年1回、各国の環境に関わる省庁の大臣が集まり、同条約の成果につい
て話し合う。

COP15 : 

• 開催期間： 2009年12月7日＇月（～18日＇金（

• 開催場所： コペンハーゲン、デンマーク

• 目的： 2013年以降の地球温暖化対策を決定し、

各国に要求を求める

I. エネルギーマネジメントシステムの概要
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2020年までの温室効果ガス削減の中期目標

各国が表明した2020年までの中期目標

1990年比 2005年比

日本 25％減 30％減

EU
20％減

＇他国も同調すれば30％減に（
14％減

米国 3％減 17％減

韓国

中国

ブラジル

特別に対策を取らなかった場合と比べて30％減

GDP＇国内総生産（当たりの排出量を2005年比で40～45％減

特別に対策を取らなかった場合と比べて36.1～38.9％減
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日本の中期目標を実現するには・・・

温室効果ガス排出量

2020年迄に1990年比で25%削減

2005年比で30%削減するために必要な施策

・太陽光発電： 全ての新築住宅に設置義務づけ

・断熱住宅： 新築と改修で、全ての住宅を断熱化

・次世代自動車： 次世代自動車以外の購入禁止

・産業活動： 粗鋼生産量18%削減

セメント生産量25%削減 など

一所帯あたりの負担額、年間36万円増

＇可処分所得：年22万円減、 光熱費負担：年14万円増（
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京都メカニズム(第6条、12条、17条)

国内の対策だけではなく、他国と協力しコストを低く抑える3つのしくみ

共同実施＇JI（、クリーン開発メカニズム＇CDM（、排出量取引＇ET（＇京都メカニ
ズムと呼ばれる（を目標達成に利用可能

• 排出量取引＇ET：Emission Trading（第17条

先進国間で、排出割当量の一部を取引することができる制度

• クリーン開発メカニズム＇CDM：Clean Development Mechanism（第12条

先進国が技術や資金を提供し、開発途上国でその国の持続可能な発展を助ける温
暖化対策事業を行う。その事業によって生まれた排出削減量を、先進国の削減目
標の達成に算入できる制度。

• 共同実施＇JI：Joint Implementation（第6条

先進国が共同で温暖化対策事業を行う。 その事業によって生まれた排出削減量を
先進国の削減目標の達成に算入できる制度。
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EUのエネルギー関連目標

欧州エネルギー政策 (Energy Policy for Europe : EPE)

• EUが2020年までに次の目標を達成することを約束

＇EUの20-20-20目標（

– エネルギー効率：20%改善

– 温室効果ガス排出：20%削減

– 再生可能なエネルギー比率：20%まで上げる

– 自動車燃料に占めるバイオ燃料比率：10%まで引き上げる

20



21

EUの気候変動政策

• 排出規制による気候変動政策
– 法令による排出規制： 建築物、自動車

→ 炭素税： 排出量に課税して抑制

– 市場メカニズムによる排出規制： 排出量に価格付け

→ キャップ＆トレード型の排出量取引制度

• 環境政策＇気候変動政策（と産業政策が一体化
→ 規制により技術革新＇イノベーション（を起こさせる

→ 気候変動ビジネスの拡大

2020年までに約180兆円のビジネスになる予測

• カーボンリーケージ対策： 国境税

• EN16001＇エネルギーマネジメントシステム（導入
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EUのGHG排出量取引制度EU-ETS

• キャップ＆トレード方式

• 2005年開始＇フェーズ1：2005～2007年（

• 2013年以降＇フェーズ3（、規制強化が進む

→ 適用範囲の拡大、オークション化の推進

フェーズ2＇2008～2012年（ フェーズ3＇2013～2020年（

削減目標
5.6%削減(2005年比)
(2008 – 12年平均)

21%削減(2005年比)
(2020年時点)

規制対象 エネルギー多消費施設 航空部門など適用範囲の拡大

GHG排出量
カバー率

42％ 50%
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EnMS構築・導入の重要性

燃料コスト・
エネルギーコスト

の上昇

温暖化防止への
世界的取り組み

＇法令、条約、規格（

エネルギー
セキュリティー
の確保

エネルギー効率・エネルギーパフォーマンスの改善

エネルギーマネジメントシステムの構築・導入
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エネルギーマネジメントのメリット

リスク管理
• 改正省エネ法

- 企業単位のエネルギーデータ報告
• 正確な環境パフォーマンスデータの
開示の必要性

–CO2の見える化

-カーボンマネジメントの第一歩

–ステークホルダーからの正確な環境報
告書データの要望

• エネルギー供給の安定性確保

コストメリット
• エネルギーコストの最小化・・・エネル

ギー効率の改善による

・ マネジメントコストの低減・・・マネジメ

ントの統合運用による

・データ収集管理、分析コストの低減・

・・正確な環境パフォーマンスデータの収

集システム構築による

リスク管理 ＆ コストメリット
• 国内排出量取引制度の導入に向けた準備となる

• 一定のルールに従った、正確なデータ収集、算定、集計体制の確立
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世界のエネルギーマネジメントシステム

• 英国 – BS EN 16001:2009

• EU規格 – EN 16001

• 米国 – ANSI/MSE 2000:2005

• デンマーク – DS2403:2001

• アイルランド – IS393 :2005

• スウェーデン – SS627750:2003

• 中国 – GB/T23331:2009

• 韓国 – KSA4000:2007

• 日本 – 改正省エネ法
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ISO50001の特徴＇序文より（

• 業種、業態、規模に関係なく全ての組織に適用可能。

• 再生可能エネルギーを含めた全てのエネルギーが対象。

• エネルギー方針を特定し、目的・目標・計画を策定する。

• 法令等や著しいエネルギー使用を考慮する。

• 設計及び購買に関する要求を追加

• 自己宣言や第三者認証に活用可能

• 既存のマネジメントシステムと併用・統合が可能。

• 組織のコミット以上のパフォーマンスの基準を規定しない。

• エネルギーの効率使用、競争力強化、温暖化対策に貢献。
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環境マネジメントシステム
エネルギーマネジメントシステム

BS EN16001 , ISO14001 , ISO50001の関係

MSE 2000

BS EN 16001 ISO 50001ISO 14001

親
和
性

27
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エネルギー
方針

計画

実施及び
運用

点検

是正・予防
処置

監視及び
測定

内部監査

マネジメント
レビュー

継続的改善Ⅱ.ISO50001規格の解説

1.規格の構成

2.用語の定義

3.「一般要求事項、方針」

4.「計画」

5.「実施及び運用」

6.「パフォーマンス評価」

7.「マネジメントレビュー」

28

ISO50001 EnMSエネルギーマネジメントシステム
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用語及び定義

【エネルギー】energy
電力、燃料、蒸気、熱、圧縮空気、再生可能エネルギー及び他の同様の媒体
＇様々な形態の一次及び二次エネルギー（

【エネルギー消費】energy consumption 利用されたエネルギーの量

【エネルギーの使用】energy use エネルギーの様式又は利用の種類
＇例として、空調、照明、加熱、冷却、輸送、工程、製造ライン（

【著しいエネルギー使用】significant energy use
相当なエネルギー消費量の原因となるエネルギー使用、かつ/またはエネル
ギーパフォーマンスの改善に対してかなりの可能性をもたらすエネルギー使
用 注記：著しさの度合いは組織によって決定される

【エネルギーパフォーマンス】energy performance
エネルギー使用とエネルギー消費にかかわる測定可能な結果

【継続的改善】
エネルギーパフォーマンスとエネルギーマネジメントシステムを向上させる繰
り返しの活動
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ISO50001のシステムモデル：一般要求事項、方針

エネルギー方針

計画

実施及び運用

点検

是正・予防処置

監視及び測定内部監査

マネジメント
レビュー

継続的改善

ISO 14001 ISO50001 BS EN 16001

4.1 一般要求事項 4.1 一般要求事項 3.1 一般要求事項

4.2 経営層の責任
4.2.1 一般
4.2.2 役割、責任と権限

4.2 環境方針 4.3 エネルギー方針 3.2 エネルギー方針
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ISO 50001のシステムモデル：計画

エネルギー方針

計画

実施及び運用

点検

是正・予防処置

監視及び測定内部監査

マネジメント
レビュー

継続的改善

ISO 14001 ISO 50001 BS EN 16001

4.3.1 環境側面

4.3.2 法的及びその他の要求
事項

4.4.1 一般

4.4.2 法的及びその他の要求
事項

3.3.1 エネルギー側面の特定
とレビュー
3.3.2 法的義務及びその他の
要求事項

4.4.3 エネルギーレビュー
4.4.4 エネルギーベースライン
4.4.5 エネルギーパフォーマン
スインディケーター

4.3.3 目的、目標及び実施計
画

4.4.6 目的、目標及び行動計画 3.3.3 エネルギー目的、目標
及び実施計画
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エネルギーレビュー

定義： エネルギーパフォーマンスの状況は、改善の機会に導く

データ及びその他の情報に基づいて決定される

最も大きなエネルギーを
使用しているのは？

最も省エネルギーの可能性が
高いのは？

領域＇建物、装置、プロセス（
要因＇生産量、天候、床面積（

削減努力の優先順位付けのベース

32
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エネルギーレビュー手順

33
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ISO 50001のシステムモデル：実施及び運用

エネルギー方針

計画

実施及び運用

点検

是正・予防処置

監視及び測定内部監査

マネジメント
レビュー

継続的改善
ISO 14001 ISO 50001 BS EN 16001

4.5.1 一般

4.4.1 資源、役割、責任
及び権限

＇4.2.2 役割、責任と権限（ 3.4.1 資源、役割、責任及び権限

4.4.2 力量、教育訓練
及び自覚

4.5.2 力量、教育訓練
及び自覚

3.4.2 自覚、教育訓練及び力量

4.4.4 文書類 4.5.3.1 文書要求事項 3.4.4 EnMSの文書類

4.4.5 文書管理 4.5.3.2 文書管理 3.4.5 文書管理

4.4.6 運用管理 4.5.4 運用管理 4.5.4 運用管理

4.4.3 コミュニケーション 4.5.5 コミュニケーション 3.4.3 コミュニケーション

4.5.6 設計

4.5.7 エネルギーサービス、製品、
装置、エネルギーの調達

4.4.7 緊急事態への
準備及び対応
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ISO 50001のシステムモデル：パフォーマンスの評価

エネルギー方針

計画

実施及び運用

点検

是正・予防処置

監視及び測定内部監査

マネジメント
レビュー

継続的改善

ISO 14001 ISO 50001 BS EN 16001

4.5.1 監視及び測定 4.6.1 監視、測定及び分析 3.5.1 監視及び測定

4.5.2 順守評価 4.6.2 法的/その他の順守の
評価

3.5.2 順守評価

4.5.5 内部監査 4.6.3 エネルギーマネジメントシ
ステムの内部監査

3.5.5エネルギーマネジメントシ
ステムの内部監査

4.5.3 不適合並びに是正処置
及び予防処置

4.6.4 不適合、修正、是正及び予
防処置

3.5.3 不適合並びに是正処置
及び予防処置

4.5.4 記録の管理 4.6.5 記録の管理 3.5.4 記録の管理
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ISO 50001のシステムモデル：マネジメントレビュー

エネルギー方針

計画

実施及び運用

点検

是正・予防処置

監視及び測定内部監査

マネジメント
レビュー

継続的改善

ISO 14001 ISO 50001 BS EN 16001

4.6 マネジメントレビュー 4.7 マネジメントレビュー
4.7.1 マネジメントレビューへ
のインプット
4.7.2 マネジメントレビュ
ーからのアウトプット

3.6 トップマネジメントによるエネル
ギーマネジメントシステムのレビュ
ー
3.6.1 一般
3.6.2 マネジメントレビューへのイン
プット
3.6.3 マネジメントレビューからのア
ウトプット
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ISO50001と省エネ法

ISO50001 省エネ法

目的 エネルギー使用のマネジメント エネルギー使用の合理化

適用 全ての組織 一定規模以上の工場・事業場等

対象 全てのエネルギー使用 燃料、熱、電気

実施 エネルギーマネジメントシステムの
確立、実施、維持、改善

a) 管理 b) 計測・記録 c) 保守・点検
d) 設備新設時の措置

管理
体制

トップマネジメント、管理責任者
マネジメントシステムチーム

エネルギー管理統括者、企画推進者、管
理者、管理員

レポート エネルギー方針の公開不要 定期報告書の提出

37
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ISO50001と省エネ法 2

ISO50001 省エネ法

プロファイル レビュー策定＇著しいエネルギー
使用、要員、設備、プロセス（

使用量データを集計して報告

ベースライン 初期レビュー 前年度比

パフォーマンス
指標

効率、使用量、原単位など、目標
進捗に使う指標

原単位

計画 アクションプランの作成 中長期計画作成＆提出

力量 教育、訓練、経験 法定資格、法定講習

運用管理 運用の基準設定、設計、購買 運用・保守・点検の管理標準設定

不適合是正
内部監査

原因究明、是正処置
内部監査によるチェック

不十分な場合の改善
内部監査はない

38
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ISO50001と省エネ法の着眼点の違い

省エネ法ISO50001

• 方針の公表
• 管理対象・適用範囲
の自由度

• 内部監査
• エネルギー効率
重視型購買

• 経営層の関与
• PDCA概念
• 数値目標
• 管理標準
• レビュー
• ベースライン

• 公的資格制度
• 立入検査、総点検

• 全社レベルのPDCA強化
• エネルギー効率指標の拡充
• CSRの観点からの外部発信
• 内部監査によるチェック機能強化

39
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ISO50001と他のMS規格との統合

QMS＇ISO9001（ISO50001

• エネルギー効率改善
• エネルギー購買改善
• EnPlsの設定
• 組織的な取り組み

• 生産に関連する
ユーティリティの
利用効率改善と
ムダ排除
＇圧空、蒸気（

• 生産革新活動
• 品質向上活動

• QMSだけでは実現できない、生産に関する課題解決可能
• QMS＋EnMSで、生産効率＋関連ユーティリティコストの削減
• 総合的な生産改善活動、経営革新活動を実現可能にする。
• EnMSは、エネルギーの利用効率だけを求める規格ではない。

40
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エネルギーマネジメントシステムの事例紹介
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 エネルギー効率改善の機会を見
つける。

部門毎の詳細で正確なエネルギー
使用量を把握し、管理することで、
どの部門のどの工程でエネルギー
を大量に使用しているかを確認す
る。

 将来、CO2排出量取引への参加
を予定しているため、自社のCO2

排出量を正確に把握できる体制を
作る。

大日本スクリーン製造：EnMS構築の動機

42
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1.エネルギーマネジメント

2.温室効果ガス
3.生物多様性
4.サステナビリティマネジメント
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カーボンマネジメント

44
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カーボンフットプリント

45

カーボンフットプリント
ある一定期間、あるいは製品・サービスの特定の単位に関連して、
ある対象に直接的、間接的に起因した温室効果ガス排出量の総
量＇認知された方法論で計算されたもの（
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PAS2060 カーボンニュートラルを実証するための仕様
PAS＇ファーストトラックの規格化プロセス（に従って策定 2010.5.19

46

カーボンニュートラル
対象に関する温室効果ガス排出に対して、地球規模の温室効
果ガス排出量の純増加がない状態

カーボンニュートラル化＇カーボンニュートラリティ（
カーボンニュートラルになる状態
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カーボンマネジメント規格

47

PAS Publicly Available Specification

「入手可能な公開された仕様」
BSI＇英国規格協会（は、2010年4月15日にカーボ
ン・ニュートラルの実証の仕様となるPAS2060を発
行した。
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PAS2060の適用は？

48

だれに？

自治体
コミュニティ
組織、企業、企業の一部
クラブ＇会員制組織（
社会団体
家族
個人

対象は？

活動
製品
サービス
建築物
プロジェクト、主要開発
町や都市
イベント
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カーボンニュートラル実証のキーステップ
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1.エネルギーマネジメント
2.温室効果ガス

3.生物多様性
4.サステナビリティマネジメント
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生物多様性に迫る危機
•地球上の種の絶滅のスピードは、化石記
録からの推定値の1,000倍＇40,000種/

年（にも達し、たくさんの生きものたちが
危機に瀕している。

第１の危機：開発や乱獲
第２の危機：管理の不整備
第３の危機：外来生物の侵入
第４の危機：地球温暖化
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生物多様性の取り組み
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•目的：
開発を行う際に、生物多様性への影響の改善、効率性、
一貫性、責任と透明性を確保する。

•主な対象：
土地使用と空間計画＇海も含めることも可（を行う管理
者・開発者

PAS2010:2006の概要

生態系と生物多様性の経済学
生物多様性や生態系を経済価値として分析

生物多様性オフセット
土地開発などによって失われた生態系を定量評価し、別の場所で復元することによっ
て、全体の損失をゼロにする。
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1.エネルギーマネジメント
2.温室効果ガス
3.生物多様性

4.サステナビリティマネジメント
BS8901
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• 地球環境に対する意識の高まり
⇒資源のリサイクルやごみの減量などの取り組み、カーボンオフセット採用

• 環境をテーマにしたイベントの増加
⇒エコプロダクツ展、環境展

• 自治体のエコイベントマニュアル
⇒公的行事を環境に配慮して計画・実行

• ISO14001に準拠したイベント運営マニュアル
例：電通グリーンイベントガイド

持続可能な開発 サステナブルデベロップメント

‘もしも、皆がこれまで通りのライフスタイルを続けるならば、 我々
は３個の地球が必要であろう。 ・・・WWF World Wide Fund for Nature

イベントと環境

「持続可能な開発とは、
将来の世代のニーズを満たしつつ、
現在の世代のニーズも満足させるような開発のことである。」

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.sustainable-development.gov.uk/images/globe.jpg&imgrefurl=http://www.sustainable-development.gov.uk/international/index.htm&h=570&w=570&sz=30&hl=en&start=18&um=1&usg=__HBB1Ya2nfKJw3xGSCYmfdsoC1B4=&tbnid=avN33osQbRv6JM:&tbnh=134&tbnw=134&prev=/images?q=sustainable+development&um=1&hl=en&cr=countryUK|countryGB
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.sustainable-development.gov.uk/images/globe.jpg&imgrefurl=http://www.sustainable-development.gov.uk/international/index.htm&h=570&w=570&sz=30&hl=en&start=18&um=1&usg=__HBB1Ya2nfKJw3xGSCYmfdsoC1B4=&tbnid=avN33osQbRv6JM:&tbnh=134&tbnw=134&prev=/images?q=sustainable+development&um=1&hl=en&cr=countryUK|countryGB
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.sustainable-development.gov.uk/images/globe.jpg&imgrefurl=http://www.sustainable-development.gov.uk/international/index.htm&h=570&w=570&sz=30&hl=en&start=18&um=1&usg=__HBB1Ya2nfKJw3xGSCYmfdsoC1B4=&tbnid=avN33osQbRv6JM:&tbnh=134&tbnw=134&prev=/images?q=sustainable+development&um=1&hl=en&cr=countryUK|countryGB
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持続可能な発展への推進力

• 顧客の要望への対応

–ロンドンオリンピック組織委員会 (LOCOG: London Organising Committee for the Olympic Games)

• ステークホルダーの要望への対応

–地方自治体、規制当局、社会

• 運営費の節約のための効率化

• 一般的イベントの為の新規格策定を計画

• 2006年にLOCOGとBSIが議論を開始。

 幅広いステークホルダーが、ワークショップ形式で。

 イベント産業関係者とサステナビリティ専門家によ
って作成される。

• BS 8901:2007 – “サステナブルイベントマネジメント
システムの仕様と利用の手引”→2009年改訂版

BS8901の誕生
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BS8901: 誰に適用されるのか？

• イベントオーナー

• イベント主催者

• イベント会場

＇ホテル、会議場、競技場（

・その他サプライヤー

規模に関係なく全てのタイプの
イベントに適用

• BS8901に適合したイベントの設計・計画に対する認証

• BS8901に適合したサステナビリティマネジメントシステムを実施する組織に対する認証
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BS8901: 経済・社会・環境への影響を考慮

経済

環境 社会
サプラヤーとの公正な契
約条件や、関係者の労働
安全衛生等

財務実績や地域コミュニテ
ィへの影響等

エネルギー使用量、資
源使用量や廃棄物管
理等

• イベントがBS8901に準じて計画、実施、管理されている。

• 或いは、繰り返し開催されるイベントがBS8901に適合して管理されている。

• 或いは、サプラヤーやイベント主催者がBS8901に適合している。

BS8901適合
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BS8901の構成: 何が含まれているか?

サステナビリティ方針

イシューの特定

目的の確定

KPIの設定

目標の設定

フェーズ 1

役割・責任

資源

力量・トレーニング

サプライチェーン
マネジメント

コミュニケーション

文書化

パフォーマンス評価

レビュー

フォローアップ/

フィードフォワード

フェーズ 2 フェーズ 3

• Section 3: サステナビリティマネジメントシステムの要求事項

• Annex A: 規格の仕様の手引

• Annex B: サプライチェーンマネジメントへの適用のための原則
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PDCA Plan-Do-Check-Act

•適用範囲となる活動特定

•ミッション及び方針の策定

•著しい問題の特定

•利害関係者の特定とエンゲージ
メント手順

•法的、その他の要求事項の特
定手順

•目的、目標の設定

• 監視測定

• 定期的なコンプライアンス
評価

• 不適合是正予防処置

• 内部監査

• サステナビリティ開発の原則に
対するパフォーマンス

• 運用手順の策定

• 人的資源管理

• 教育、トレーニング

• サプライチェーンマネジメント

• 利害関係者とのコミュニケーシ
ョン

•マネジメントレビュー

インプット：内部監査、測 定結
果、コミュニケーション結果、目
的目標の進捗、不適合是正事
項、サステナビリティ原則に対
する進捗

アウトプット： 決定と処置
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監視・測定プロセス
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BS 8901導入のメリット

• プロセス最適化により効率の向上
• プロセス管理の促進
• 改善の機会の特定

• サプライチェーンの改善
• サプライヤーとの関係強化
• エネルギーコストの削減

• 廃棄物処理コストの削減

• 法規制への適合

• 天然資源の有効活用
• ゴミ埋め立て地の必要性減尐
• イベントや主催者に対するイメージの向上
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BS8901認証事業者

イベント又は組織 国 備考

London Olympic 英国 2012年開催

COP15 デンマーク 2009年認証

Microsoft Convergence® 2009 米国 2009年認証

Zeitgeist Conference by Google 英国 2009年認証

Olympia Conference 英国 2009年認証

The European Meetings

and Events Conference

英国 2008年認証

Faversham House 英国 2008年認証

Manchester

International Festival

Seventeen Events

Reeds Carpets

英国 2007年トライアル
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イギリス最大の総合メディア会社の一つ

主な事業内容
1. 15冊のビジネス雑誌
2. 9つのウェブサイト
3. 各種イベント・展示会・国際会議等の運営
4. その他のメディア関連業務

会社紹介

事例紹介: Faversham House社



67

• サステナビリティに関するパフォーマンスの継続改善
• CO2の削減および廃棄物の削減による資源利用の効率化
• 地域社会への社会的影響を削減
• 会社の長期的な存続・発展の１つの武器
• ステークホルダーとのコミュニケーション・関係大幅改善
• 会社自身だけでなくステークホルダーにもメリットを享受
• 会社が長年取り組んできた施策がBS8901により可視化

認証取得メリット

• サステナビリティに対する社会的要望の高まり
• 現在のメディア・イベント業界での競争優位の確立
• サステナビリティへの貢献を表明したい
• そのためにイベントマネジメントの3原則を内包した仕組みを確立したい

• 顧客・従業員その他のステークホルダーにサステナビリティへのコミットメント
を明示したい

• 将来のビジネスニーズへの先取り

認証取得目的
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環境マネジメントシステムとは、

組織の経営を環境面からサポートする仕組み

環境ＭＳ

組織の責任 組織の発展

 テーマ

１（組織の社会的責任

・法の遵守

・環境汚染の予防

・情報の公開

・・・

２（組織の更なる発展

・意味のある改善テーマの特定・達成

「継続的改善」

end


