
温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策――――USCAP のののの動動動動きときときときとジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン株式会社株式会社株式会社株式会社のののの活動活動活動活動 

 渡辺渡辺渡辺渡辺    教之教之教之教之 

 皆様皆様皆様皆様、、、、初初初初めましてめましてめましてめまして。。。。ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの渡辺教之渡辺教之渡辺教之渡辺教之とととと申申申申しますしますしますします。。。。これからこれからこれからこれから
40 分間分間分間分間、、、、USCAP のののの動動動動きときときときと、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの環境活動環境活動環境活動環境活動についてについてについてについて、、、、ジョンジョンジョンジョンソンソンソンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンがががが USCAP のののの中中中中でどのようなでどのようなでどのようなでどのような活動活動活動活動をしているかをしているかをしているかをしているか、、、、またまたまたまたジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン社内社内社内社内においてどのようなにおいてどのようなにおいてどのようなにおいてどのような仕組仕組仕組仕組みやみやみやみやプログラムプログラムプログラムプログラムをもってをもってをもってをもって環境対策環境対策環境対策環境対策をををを水平水平水平水平展開展開展開展開しているかについてしているかについてしているかについてしているかについて説明説明説明説明させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 

  まずはまずはまずはまずは、、、、ここここのようなのようなのようなのような機会機会機会機会をををを設設設設けけけけていただていただていただていただきましたこときましたこときましたこときましたこと、、、、主催者主催者主催者主催者ならびにならびにならびにならびに国連大学国連大学国連大学国連大学のののの皆様皆様皆様皆様にににに深深深深くくくく御礼御礼御礼御礼をををを申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。まことにありがとうございままことにありがとうございままことにありがとうございままことにありがとうございますすすす。。。。 

  でででではははは、、、、はじめにはじめにはじめにはじめにジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの大大大大まかなまかなまかなまかな沿革沿革沿革沿革からからからから説明説明説明説明させていたださせていたださせていたださせていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。創業創業創業創業はははは 1886 年年年年、、、、創始者創始者創始者創始者、、、、ロバートロバートロバートロバート・・・・ウッドウッドウッドウッド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンとととと、、、、彼彼彼彼のののの 2 人人人人のののの兄弟兄弟兄弟兄弟によってによってによってによって、、、、殺菌済殺菌済殺菌済殺菌済みのみのみのみの外科包帯外科包帯外科包帯外科包帯ののののメーカーメーカーメーカーメーカーとしてとしてとしてとして事業事業事業事業がががが開始開始開始開始されましたされましたされましたされました。。。。場所場所場所場所はははは、、、、現在現在現在現在ももももジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの本社本社本社本社がありますがありますがありますがあります、、、、米国米国米国米国ニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージー州州州州ののののニニニニューブランズウィックューブランズウィックューブランズウィックューブランズウィックというというというという町町町町にににに、、、、会社会社会社会社がががが設立設立設立設立されましたされましたされましたされました。。。。 

  こちらがこちらがこちらがこちらがジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの概要概要概要概要でございますでございますでございますでございます。。。。ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの社員社員社員社員はははは現在約現在約現在約現在約 12 万人万人万人万人でででですすすす。。。。事業会社事業会社事業会社事業会社はははは、、、、57 カカカカ国国国国にににに 250 社以上社以上社以上社以上となりますとなりますとなりますとなります。。。。ままままたたたた、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの製品製品製品製品をををを販売販売販売販売させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております国数国数国数国数がががが約約約約 175カカカカ国国国国というというというという形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。所在地所在地所在地所在地はははは、、、、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上上上上げましたとおりげましたとおりげましたとおりげましたとおり、、、、ニュージャーニュージャーニュージャーニュージャージージージージー州州州州ののののニューブランズウィックニューブランズウィックニューブランズウィックニューブランズウィックにににに本社本社本社本社をををを構構構構えておりますえておりますえておりますえております。。。。現在現在現在現在ののののジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの会長兼会長兼会長兼会長兼 CEO はははは、、、、こちらにこちらにこちらにこちらに写真写真写真写真がががが出出出出ておりますておりますておりますております、、、、ビルビルビルビル・・・・ウェルドンウェルドンウェルドンウェルドンですですですです。。。。ジョジョジョジョンソンンソンンソンンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンはははは、、、、こちらのこちらのこちらのこちらのビルビルビルビル・・・・ウェルドンウェルドンウェルドンウェルドン会長会長会長会長からのからのからのからのサポートサポートサポートサポートによってによってによってによってそのそのそのその環境活動環境活動環境活動環境活動をををを積極的積極的積極的積極的にににに展開展開展開展開してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。 

  ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの環境活動環境活動環境活動環境活動をををを理解理解理解理解するするするする上上上上でまずでまずでまずでまず欠欠欠欠かせないのがかせないのがかせないのがかせないのが、、、、ジョジョジョジョンソンンソンンソンンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略についてのについてのについてのについての理解理解理解理解ですですですです。。。。経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略にはにはにはには、、、、4 本本本本のののの柱柱柱柱があがあがあがありますがりますがりますがりますが、、、、1 つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱がががが Human Health Care Company であるということであるということであるということであるということ。。。。人間人間人間人間のののの健康状態健康状態健康状態健康状態をををを改善改善改善改善することをすることをすることをすることを最大最大最大最大のののの目的目的目的目的としてとしてとしてとして全世界全世界全世界全世界でででで事業事業事業事業をををを展開展開展開展開しているしているしているしている会社会社会社会社ですですですです。。。。2 つつつつ目目目目、、、、これがこれがこれがこれが
Our Credo、、、、日本語日本語日本語日本語にににに訳訳訳訳しますとしますとしますとしますと「「「「我我我我がががが信条信条信条信条」」」」のののの遵守遵守遵守遵守ですですですです。。。。ここここちらのちらのちらのちらの我我我我がががが信条信条信条信条についてについてについてについてはははは、、、、後後後後ほどほどほどほど細細細細かくかくかくかく説明説明説明説明させていただきますけれどもさせていただきますけれどもさせていただきますけれどもさせていただきますけれども、、、、Our Credo、、、、「「「「我我我我がががが信条信条信条信条」」」」というのはというのはというのはというのは、、、、一一一一般的般的般的般的にににに言言言言いますといますといますといますと社是社是社是社是のようなもののようなもののようなもののようなものでででですすすす。。。。3 つつつつ目目目目がががが、、、、長期展望長期展望長期展望長期展望によるによるによるによる経営経営経営経営、、、、4 つつつつ目目目目がががが、、、、分社分社分社分社分権経営分権経営分権経営分権経営というというというという形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  次次次次ののののスライドスライドスライドスライドがががが、、、、日本国内日本国内日本国内日本国内におけるにおけるにおけるにおけるグループグループグループグループ企業企業企業企業のののの形形形形をををを示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。大大大大きくきくきくきく分分分分けてけてけてけて 4つのつのつのつの株式会社株式会社株式会社株式会社でででで構成構成構成構成されておりますされておりますされておりますされております。。。。1 つがつがつがつが、、、、Johnson & Johnson K.K、、、、2 つつつつ目目目目がががが、、、、臨床診臨床診臨床診臨床診断検査薬断検査薬断検査薬断検査薬やややや機器等機器等機器等機器等のののの製造販売製造販売製造販売製造販売およびおよびおよびおよび輸出入輸出入輸出入輸出入をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっておりますオーソオーソオーソオーソ・・・・クリニカルクリニカルクリニカルクリニカル・・・・ダイアダイアダイアダイアグノスティックスグノスティックスグノスティックスグノスティックス株株株株式会社式会社式会社式会社、、、、医薬関連製品医薬関連製品医薬関連製品医薬関連製品のののの開発開発開発開発・・・・製造製造製造製造・・・・販売販売販売販売をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっておりますヤンセンヤンセンヤンセンヤンセンファーマファーマファーマファーマ株式会社株式会社株式会社株式会社ならびにならびにならびにならびにセントコアセントコアセントコアセントコアというというというという形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンではではではではカンパニーカンパニーカンパニーカンパニー制制制制をををを敷敷敷敷いておりましていておりましていておりましていておりまして、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ取取取取りりりり扱扱扱扱うううう製品製品製品製品、、、、サービスサービスサービスサービスによってによってによってによって組織組織組織組織をををを分分分分けておりますけておりますけておりますけております。。。。1 つつつつ目目目目がががが、、、、おそらくおそらくおそらくおそらく最最最最もももも皆皆皆皆ささささんんんんのののの目目目目ににににとまるとまるとまるとまる商商商商品品品品をををを扱扱扱扱っているっているっているっている、、、、バンドエイドバンドエイドバンドエイドバンドエイドですとかですとかですとかですとか、、、、リーリーリーリーチチチチ、、、、あとはあとはあとはあとはジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンベベベベビービービービー製品製品製品製品、、、、ベベベベビーパウダービーパウダービーパウダービーパウダーややややベベベベビーオイルビーオイルビーオイルビーオイル等等等等をををを扱扱扱扱っておりますっておりますっておりますっておりますコンコンコンコンシシシシューマーカンパニーューマーカンパニーューマーカンパニーューマーカンパニー。。。。2 つつつつ目目目目がががが、、、、



おおおお医者様医者様医者様医者様向向向向けけけけ、、、、医科医科医科医科向向向向けのけのけのけの手術用具手術用具手術用具手術用具やややや手術手術手術手術にににに使使使使うううう縫合糸縫合糸縫合糸縫合糸等等等等をををを扱扱扱扱っておりっておりっておりっておりますますますますメメメメデデデディカルカィカルカィカルカィカルカンパニーンパニーンパニーンパニー。。。。3 つつつつ目目目目がががが、、、、ワワワワンンンンデデデデイイイイアアアアキキキキュビューュビューュビューュビューやややや、、、、２２２２ウィークアウィークアウィークアウィークアキキキキュビューュビューュビューュビューといったといったといったといったアアアアキキキキュビュビュビュビューューューュー製品製品製品製品をををを扱扱扱扱っておりますっておりますっておりますっております、、、、使使使使いいいい捨捨捨捨ててててコンコンコンコンタタタタクトクトクトクトレレレレンズンズンズンズのののの輸入販売輸入販売輸入販売輸入販売をしてをしてをしてをしているいるいるいるビジョンビジョンビジョンビジョンケケケケアカンパニーアカンパニーアカンパニーアカンパニーというというというという形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 こちらがこちらがこちらがこちらがジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン株式会社株式会社株式会社株式会社、、、、国内国内国内国内におけるにおけるにおけるにおける分社分社分社分社分権分権分権分権をあらをあらをあらをあらわわわわししししたたたた図図図図になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。ごらごらごらごらんんんんのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、各各各各カンパニーカンパニーカンパニーカンパニーにそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれププププレレレレジジジジデデデデントントントントがおりまがおりまがおりまがおりましてしてしてして、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの事業事業事業事業においてそれぞれがにおいてそれぞれがにおいてそれぞれがにおいてそれぞれが決定決定決定決定をををを下下下下すというすというすというすという組織組織組織組織体体体体になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。ジジジジョンソンョンソンョンソンョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン株式会社株式会社株式会社株式会社ははははこのようなこのようなこのようなこのようなカンパニカンパニカンパニカンパニーーーー制制制制をとっておりますがをとっておりますがをとっておりますがをとっておりますが、、、、これらこれらこれらこれら 3 つのつのつのつのカンパニーカンパニーカンパニーカンパニーはははは、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン株式会社株式会社株式会社株式会社というというというという法法法法人人人人のののの 1 つつつつのもとにまとまっておりますのもとにまとまっておりますのもとにまとまっておりますのもとにまとまっております。。。。 先先先先ほどほどほどほど、、、、経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略のののの柱柱柱柱のののの 1 つにつにつにつに出出出出てきたのがてきたのがてきたのがてきたのが、、、、このこのこのこの Our Credo「「「「我我我我がががが信条信条信条信条」」」」ですですですです。。。。これこれこれこれはどういうものかとはどういうものかとはどういうものかとはどういうものかと申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの全社員全社員全社員全社員がががが共有共有共有共有すすすするるるる恒久恒久恒久恒久的的的的なななな価値判価値判価値判価値判断断断断のののの基準基準基準基準、、、、またはまたはまたはまたは事業事業事業事業のののの指針指針指針指針となとなとなとなりりりり、、、、社員社員社員社員がががが守守守守らなくてはならないらなくてはならないらなくてはならないらなくてはならない 4 つつつつのののの責任責任責任責任のののの内内内内容容容容とそれぞれのとそれぞれのとそれぞれのとそれぞれの優優優優先先先先順位順位順位順位のののの明明明明記記記記されたものされたものされたものされたものとなっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。最最最最もももも優優優優先先先先順位順位順位順位のののの高高高高いいいい第第第第一一一一のののの責任責任責任責任はははは、、、、顧客顧客顧客顧客にににに対対対対するするするする責任責任責任責任。。。。2 つつつつ目目目目がががが社員社員社員社員にににに対対対対するするするする責任責任責任責任。。。。3 つつつつ目目目目がががが地地地地域域域域社会社会社会社会にににに対対対対するするするする責任責任責任責任。。。。4 つつつつ目目目目、、、、優優優優先先先先順位順位順位順位がががが一一一一番低番低番低番低いとこいとこいとこいところろろろにあるのがにあるのがにあるのがにあるのが、、、、株主株主株主株主にににに対対対対するするするする責任責任責任責任というというというという形形形形になになになになっておりますっておりますっておりますっております。。。。このこのこのこの Our Credo ですですですですがががが、、、、1943 年年年年にににに、、、、創設者創設者創設者創設者ののののロバートロバートロバートロバート・・・・ウッドウッドウッドウッド・・・・ジョンソジョンソジョンソジョンソンンンンによってつくられておりによってつくられておりによってつくられておりによってつくられており、、、、時代時代時代時代をををを反映反映反映反映させてさせてさせてさせて多少多少多少多少のののの単単単単語語語語やややや文章文章文章文章はははは変変変変わわわわっていっていっていっていますがますがますがますが、、、、ほほほほととととんんんんどがどがどがどが原文原文原文原文のままでのままでのままでのままで現在現在現在現在にににに引引引引きききき継継継継がれているというものでございますがれているというものでございますがれているというものでございますがれているというものでございます。。。。 次次次次ののののスライドスライドスライドスライドがががが、、、、Our Credo のののの内内内内容容容容をををを細細細細かくかくかくかく示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。配付配付配付配付させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた資資資資料料料料のののの中中中中にもにもにもにも載載載載っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、後後後後でででで詳詳詳詳しくしくしくしく読読読読んんんんでいただけれでいただけれでいただけれでいただければばばばとととと思思思思いますいますいますいますがががが、、、、ここここちらのちらのちらのちらの文章文章文章文章はははは、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの社員社員社員社員がががが日日日日ごごごごろろろろ使使使使っているっているっているっている Our Credo のののの原文原文原文原文そそそそのままでございますのままでございますのままでございますのままでございます。。。。1 つつつつ目目目目がががが、、、、すすすすべべべべてのてのてのての顧客顧客顧客顧客にににに対対対対するするするする責任責任責任責任。。。。2 つつつつ目目目目がががが、、、、全社員全社員全社員全社員にににに対対対対するするするする責責責責任任任任ですですですです。。。。通常通常通常通常、、、、社是社是社是社是やややや会社会社会社会社がががが目目目目指指指指すものすものすものすもの、、、、指針指針指針指針となるものにはとなるものにはとなるものにはとなるものには、、、、株主様株主様株主様株主様へへへへのののの利益利益利益利益やややや株主様株主様株主様株主様へへへへのののの責任責任責任責任をををを守守守守るというるというるというるという内内内内容容容容がかなりがかなりがかなりがかなり高高高高いいいい位置位置位置位置にににに来来来来るるるるものですがものですがものですがものですが、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジジジジョンソンョンソンョンソンョンソンとしましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの社員社員社員社員ならびにそのならびにそのならびにそのならびにその家族家族家族家族にににに対対対対すすすするるるる責任責任責任責任がががが 2 番番番番目目目目のののの責任責任責任責任となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。社員社員社員社員及及及及びそのびそのびそのびその家族家族家族家族へへへへのののの責任責任責任責任がががが守守守守られてられてられてられて始始始始めてめてめてめて、、、、良良良良いいいい企業活動企業活動企業活動企業活動がでがでがでができるものだというのがきるものだというのがきるものだというのがきるものだというのが、、、、２２２２番番番番目目目目にあるにあるにあるにある理理理理由由由由とととと伺伺伺伺っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた、、、、3番番番番目目目目がががが地地地地域域域域社会社会社会社会にににに対対対対するするするする責任責任責任責任でございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこの最後最後最後最後のののの部部部部分分分分ににににジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョジョジョジョンソンンソンンソンンソンのののの社員社員社員社員、、、、及及及及びびびび組織組織組織組織はははは、、、、環境環境環境環境とととと資源資源資源資源のののの保護保護保護保護にににに努努努努めなけれめなけれめなけれめなければばばばならないというならないというならないというならないという形形形形でうたでうたでうたでうたわわわわれておりますれておりますれておりますれております。。。。そしてそしてそしてそして最後最後最後最後のののの責任責任責任責任がががが、、、、株主株主株主株主にににに対対対対するするするする責任責任責任責任になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 ではではではでは、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンがながながながなぜぜぜぜ環境活動環境活動環境活動環境活動をををを積極的積極的積極的積極的にににに展開展開展開展開するようになっするようになっするようになっするようになったかということをこのたかということをこのたかということをこのたかということをこのペペペページージージージでででで紹介紹介紹介紹介させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 まずまずまずまず 1 つつつつ、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンはははは、、、、先先先先ほどごほどごほどごほどご説明説明説明説明しましたしましたしましたしました我我我我がががが信条信条信条信条のののの第第第第 3のののの責任責任責任責任にににに掲掲掲掲げられておりますげられておりますげられておりますげられております地地地地域域域域社会社会社会社会、、、、環境環境環境環境とととと資源資源資源資源のののの保護保護保護保護といったといったといったといった部部部部分分分分をををを意識意識意識意識しておりましておりましておりましておりますすすす。。。。またまたまたまた、、、、human health care company としてとしてとしてとして人間人間人間人間のののの健康状態健康状態健康状態健康状態をををを改善改善改善改善することとすることとすることとすることと、、、、きれいなきれいなきれいなきれいな環境環境環境環境、、、、美美美美しいしいしいしい環境環境環境環境をををを保持保持保持保持するということはするということはするということはするということは密接密接密接密接なつながりがあるというなつながりがあるというなつながりがあるというなつながりがあるという考考考考えのもとにえのもとにえのもとにえのもとに、、、、人人人人間間間間とととと環境環境環境環境のののの健康健康健康健康管管管管理理理理をををを目目目目指指指指したしたしたした徹底徹底徹底徹底的的的的なななな環境改善環境改善環境改善環境改善のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実施実施実施実施することをすることをすることをすることを決決決決めましためましためましためました。。。。こういったこういったこういったこういった背景背景背景背景のもとにのもとにのもとにのもとに、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンはははは環境活動環境活動環境活動環境活動をををを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めてめてめてめておりますおりますおりますおります。。。。 こちらがこちらがこちらがこちらが、、、、そういったそういったそういったそういった考考考考えのもとにえのもとにえのもとにえのもとに発発発発表表表表されましたされましたされましたされましたポリポリポリポリシシシシーーーーですですですですがががが、、、、2003 年年年年 7 月月月月にににに、、、、



Climate Friendly Energy Policy というというというというポリポリポリポリシシシシーーーーがががが発行発行発行発行されましたされましたされましたされました。。。。ここここののののポリポリポリポリシシシシーーーーのののの中中中中でででで、、、、ジジジジョンソンョンソンョンソンョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンとしましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、2010 年年年年のののの時点時点時点時点でででで 1990 年年年年とととと比較比較比較比較してしてしてして二酸化炭二酸化炭二酸化炭二酸化炭素素素素のののの総排総排総排総排出出出出量量量量をををを 7%削減削減削減削減するというするというするというするという目目目目標標標標をををを宣宣宣宣言言言言しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、どのようにどのようにどのようにどのように二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素をををを 7%削減削減削減削減するのかというするのかというするのかというするのかという手法手法手法手法、、、、方方方方策策策策についてについてについてについて、、、、5 つのつのつのつのポイントポイントポイントポイントとしてとしてとしてとして掲掲掲掲げさせていただいげさせていただいげさせていただいげさせていただいておりますておりますておりますております。。。。ここここのののの各各各各ステークステークステークステークホホホホルダールダールダールダーにににに対対対対してしてしてして宣宣宣宣言言言言したしたしたしたポリポリポリポリシシシシーーーーのののの発行発行発行発行をををを持持持持ってってってって、、、、ジョンジョンジョンジョンソンソンソンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの本本本本格格格格的的的的なななな地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化対策対策対策対策がががが開始開始開始開始さささされましたれましたれましたれました。。。。 

  そのそのそのそのポリポリポリポリシシシシーーーーのののの中中中中でうたでうたでうたでうたわわわわれているれているれているれている 5 つのつのつのつの方方方方策策策策ですですですですがががが、、、、1 つつつつ目目目目がががが、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率のののの改善改善改善改善。。。。既存施既存施既存施既存施設設設設、、、、既存既存既存既存のののの工工工工場場場場におけるにおけるにおけるにおける設設設設備備備備にかかにかかにかかにかかわわわわるるるるエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率のののの改善改善改善改善がががが 1 つのつのつのつの柱柱柱柱ですですですです。。。。2つつつつ目目目目がががが、、、、施施施施設内設内設内設内におけるにおけるにおけるにおけるコージェコージェコージェコージェネレネレネレネレーーーーシシシションョンョンョンのののの推進推進推進推進。。。。3 つつつつ目目目目、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電もしくはもしくはもしくはもしくは風力風力風力風力発発発発電電電電といったといったといったといった再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのののの利用利用利用利用。。。。4 つつつつ目目目目、、、、グリーンパグリーンパグリーンパグリーンパワワワワーーーー、、、、グリーングリーングリーングリーン電力電力電力電力のののの購購購購入入入入。。。。5つつつつ目目目目がががが、、、、植樹植樹植樹植樹等等等等にににに関関関関係係係係しますしますしますしますカーカーカーカーボボボボンオフセットンオフセットンオフセットンオフセットのののの積極的積極的積極的積極的なななな推進推進推進推進。。。。こういったこういったこういったこういった 5 つのつのつのつの柱柱柱柱ををををもとにもとにもとにもとに二酸化炭素削減二酸化炭素削減二酸化炭素削減二酸化炭素削減のののの目目目目標標標標をををを達達達達成成成成していくというしていくというしていくというしていくということがことがことがことが記記記記されてされてされてされておりますおりますおりますおります。。。。 

  ただただただただポリポリポリポリシシシシーーーーだだだだけではけではけではけでは企業企業企業企業のののの中中中中でのでのでのでの環境活動環境活動環境活動環境活動というのはというのはというのはというのは進進進進みませみませみませみませんんんんのでのでのでので、、、、米国本社米国本社米国本社米国本社にあにあにあにありますりますりますります WWEHS というというというという、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンののののグローバルグローバルグローバルグローバルなななな環境活動環境活動環境活動環境活動をををを中中中中心心心心にににに進進進進めていくめていくめていくめていく部門部門部門部門がががが、、、、全世界的全世界的全世界的全世界的なななな水平展開水平展開水平展開水平展開をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとしてあるあるあるある環境環境環境環境プログラムプログラムプログラムプログラムをつくりましをつくりましをつくりましをつくりましたたたた。。。。これがそのこれがそのこれがそのこれがその「「「「Healthy Planet 2010 ゴゴゴゴールールールール」」」」でででですすすす。。。。2006 年年年年１１１１月月月月にこのにこのにこのにこのプログラムプログラムプログラムプログラムはははは稼働稼働稼働稼働しししし、、、、そのそのそのその内内内内容容容容はははは 2010 年年年年までのまでのまでのまでの 5 年間年間年間年間にににに各施各施各施各施設設設設、、、、各工各工各工各工場場場場、、、、各倉庫各倉庫各倉庫各倉庫ががががそれぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれに達達達達成成成成すすすすべべべべきききき環環環環境目境目境目境目標標標標をををを定定定定めたものになっておりますめたものになっておりますめたものになっておりますめたものになっております。。。。これらこれらこれらこれら目目目目標標標標についてについてについてについてはははは、、、、後後後後でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介しますしますしますしますがががが、、、、11個個個個のののの項項項項目目目目にににに及及及及んんんんでおりでおりでおりでおり各各各各地地地地域域域域、、、、各各各各国国国国におけるにおけるにおけるにおけるママママネネネネーーーージメントジメントジメントジメントがこういったがこういったがこういったがこういった目目目目標標標標をををを意識意識意識意識しなしなしなしながらがらがらがら日日日日ごごごごろろろろのののの改善活動改善活動改善活動改善活動やややや業業業業務務務務活動活動活動活動をををを展開展開展開展開するするするするというというというという形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  ここここちらちらちらちらがががが 2006年年年年 1月月月月ににににJ&J内内内内部部部部のののの各各各各ママママネネネネーーーージメントジメントジメントジメントにににに対対対対してしてしてして発行発行発行発行されたされたされたされたレタレタレタレターーーーでございでございでございでございますますますます。。。。このこのこのこのレタレタレタレターーーーでででで、、、、各各各各ママママネネネネージメントージメントージメントージメントにににに対対対対しししし「「「「Healthy Planet 2010 ゴゴゴゴールールールール」」」」プログラムプログラムプログラムプログラムのののの開始開始開始開始とととと、、、、各各各各ゴゴゴゴールールールールのののの達達達達成成成成にににに自身自身自身自身のののの組織組織組織組織・・・・部門部門部門部門をををを強強強強いいいいリーダーリーダーリーダーリーダーシシシシップップップップをもってをもってをもってをもって導導導導くことくことくことくことをををを要要要要請請請請してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。 

  このこのこのこの「「「「Healthy Planet 2010 ゴゴゴゴールールールール」」」」のののの中中中中にににに掲掲掲掲げられているげられているげられているげられている１１１１１１１１項項項項目目目目にににに及及及及ぶぶぶぶ目目目目標標標標ですですですですがががが、、、、まずまずまずまずはははは、、、、二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素排排排排出出出出量量量量のののの削減削減削減削減ですですですです。。。。2 つつつつ目目目目がががが、、、、危険物危険物危険物危険物、、、、非危険物非危険物非危険物非危険物にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの削削削削減減減減になりますになりますになりますになります。。。。3 つつつつ目目目目、、、、水水水水のののの使用量削減使用量削減使用量削減使用量削減ですですですです、、、、日本日本日本日本というのはというのはというのはというのは水水水水にあるにあるにあるにある程度恵程度恵程度恵程度恵まれたまれたまれたまれた国国国国ではではではではあああありますがりますがりますがりますが、、、、世界世界世界世界においてはにおいてはにおいてはにおいては水水水水資源資源資源資源のののの不足不足不足不足というのがというのがというのがというのが非常非常非常非常にににに切実切実切実切実なものになってなものになってなものになってなものになっておりますおりますおりますおります。。。。そういったそういったそういったそういった中中中中でででで、、、、2005 年年年年ををををベベベベースラインースラインースラインースラインとしてとしてとしてとして、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの施施施施設設設設内内内内でででで使使使使うううう水水水水のののの総量総量総量総量をををを 2010 年年年年までにまでにまでにまでに 10%削減削減削減削減しようというしようというしようというしようという目目目目標標標標になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。4 つつつつ目目目目がががが環境関連環境関連環境関連環境関連法規法規法規法規のののの遵守遵守遵守遵守「「「「コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス」」」」ですですですです。。。。5 つつつつ目目目目がががが External Manufacturers およびおよびおよびおよび
Suppliers ということでということでということでということで、、、、外外外外部部部部製造製造製造製造パートパートパートパートナナナナーーーー様様様様ととととサービスサービスサービスサービス、、、、製品製品製品製品をををを提供提供提供提供いただくいただくいただくいただくサプライサプライサプライサプライヤーヤーヤーヤー様様様様にににに対対対対してもしてもしてもしてもビジビジビジビジネネネネススススをををを通通通通じてじてじてじて環境活動環境活動環境活動環境活動、、、、環境環境環境環境をををを守守守守るるるる活動活動活動活動をしていただくというをしていただくというをしていただくというをしていただくという目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げておりますげておりますげておりますげております。。。。 

  次次次次がががが Biodiversity ですですですです。。。。生物多生物多生物多生物多様様様様性性性性のののの保護保護保護保護。。。。次次次次がががが Transparency。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの企業企業企業企業やややや各施各施各施各施設設設設がどのようながどのようながどのようながどのような環境活動環境活動環境活動環境活動をををを行行行行っているかということをっているかということをっているかということをっているかということを一一一一般般般般のののの形形形形、、、、例例例例ええええばばばばホホホホームームームームペペペページージージージ等等等等でごでごでごでご紹介紹介紹介紹介してごしてごしてごしてご理解理解理解理解いただくというのがいただくというのがいただくというのがいただくというのが目目目目標標標標になっておりになっておりになっておりになっておりますますますます。。。。次次次次がががが Literacy ですですですです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの社員社員社員社員がががが常常常常にににに環境環境環境環境をををを意識意識意識意識したしたしたした職職職職場場場場づづづづくりをするためにくりをするためにくりをするためにくりをするために、、、、毎毎毎毎年社員年社員年社員年社員にににに対対対対してしてしてして環境環境環境環境ののののトトトトレレレレーニングーニングーニングーニングをををを行行行行いましいましいましいましょょょょううううというのがこのというのがこのというのがこのというのがこの目目目目標標標標のののの内内内内容容容容になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。あとはあとはあとはあとは Product およびおよびおよびおよび Package、、、、紙紙紙紙にににに関関関関するするするする環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの軽減軽減軽減軽減、、、、およびおよびおよびおよび、、、、これはこれはこれはこれは Transportation、、、、配送配送配送配送にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる部部部部分分分分ですがですがですがですが、、、、ここでうたここでうたここでうたここでうた



っているのがっているのがっているのがっているのが、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの営業営業営業営業はははは、、、、東京東京東京東京のようなのようなのようなのような鉄道網鉄道網鉄道網鉄道網がががが発発発発達達達達ししししたたたた地地地地域域域域にいるにいるにいるにいる者以外者以外者以外者以外はははは、、、、営業営業営業営業車車車車をををを使使使使ってってってって活動活動活動活動しておりますしておりますしておりますしております。。。。そのそのそのその営業営業営業営業車車車車についてについてについてについて、、、、燃費効燃費効燃費効燃費効率率率率をををを上上上上げてげてげてげて環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを軽減軽減軽減軽減ししししようというようというようというようという目目目目標標標標になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  ここここののののスライドスライドスライドスライドではではではでは「「「「Healthy Planet 2010」」」」のののの目目目目標標標標はどのようにはどのようにはどのようにはどのように展開展開展開展開するかするかするかするかをををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。大大大大きくきくきくきく分分分分けてけてけてけて、、、、各各各各目目目目標標標標ははははサイトサイトサイトサイトゴゴゴゴールールールールととととフランフランフランフランチチチチャイズャイズャイズャイズゴゴゴゴールールールールというというというという区区区区分分分分にににに分分分分けられますけられますけられますけられます。。。。サイトサイトサイトサイトゴゴゴゴールールールール、、、、このこのこのこのゴゴゴゴールールールールはははは、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの従従従従業員業員業員業員がががが勤務勤務勤務勤務しているしているしているしている施施施施設設設設はすはすはすはすべべべべてこのてこのてこのてこのサイトサイトサイトサイトゴゴゴゴールールールールにににに含含含含まれているまれているまれているまれている 4 つのつのつのつの目目目目標標標標をををを達達達達成成成成することすることすることすることになっておりまになっておりまになっておりまになっておりますすすす。。。。こちらのこちらのこちらのこちらのフランフランフランフランチチチチャイズャイズャイズャイズゴゴゴゴールールールールにににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、例例例例ええええばばばば、、、、メメメメデデデディカルカンパニーィカルカンパニーィカルカンパニーィカルカンパニー、、、、ビビビビジョンジョンジョンジョンケケケケアカンパニーアカンパニーアカンパニーアカンパニー、、、、コンコンコンコンシシシシューマーカンパニーューマーカンパニーューマーカンパニーューマーカンパニーといといといといったったったったカンパニーカンパニーカンパニーカンパニー単位単位単位単位でででで達達達達成成成成すすすすべべべべきききき目目目目標標標標になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。例例例例ええええばばばば水水水水のののの使用量使用量使用量使用量にににに関関関関してしてしてして、、、、A というというというという工工工工場場場場でででで非常非常非常非常にににに生産生産生産生産量量量量がががが上上上上ががががってってってって水水水水のののの使用量使用量使用量使用量がががが増増増増えてしまったえてしまったえてしまったえてしまった場場場場合合合合でもでもでもでも、、、、同同同同じじじじカンパニーカンパニーカンパニーカンパニーにににに属属属属しているしているしているしている他他他他のののの工工工工場場場場でででで、、、、水水水水のののの使用量削減使用量削減使用量削減使用量削減プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが成成成成功功功功しししし、、、、それそれそれそれ以上以上以上以上のののの水水水水のののの使用使用使用使用がががが削減削減削減削減できていれできていれできていれできていればばばば、、、、カンパニカンパニカンパニカンパニーーーートートートートータタタタルルルルでででで目目目目標達標達標達標達成成成成というというというという形形形形をとらせていただくをとらせていただくをとらせていただくをとらせていただく方方方方式式式式になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  またまたまたまた、、、、ここここちらちらちらちらがががが、、、、全世界全世界全世界全世界でででで水平展開水平展開水平展開水平展開するためにつくられているするためにつくられているするためにつくられているするためにつくられているマーマーマーマーケケケケティングティングティングティングキキキキットットットットのののの 1つですつですつですつですがががが、、、、このようなこのようなこのようなこのような 2 つのつのつのつのポスポスポスポスタタタターーーーやそのやそのやそのやその他他他他ののののツツツツールールールールをををを使使使使ってってってって全世界全世界全世界全世界でこのでこのでこのでこの 2010 年年年年プロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトのののの推進推進推進推進ををををはかはかはかはかっっっってててておりますおりますおりますおります。。。。 

  「「「「HP2010 ゴゴゴゴールールールール」」」」関関関関するするするする進捗進捗進捗進捗はははは、、、、このようなこのようなこのようなこのようなダッダッダッダッシシシシュュュュボボボボードードードードのののの形形形形でででで管管管管理理理理しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこのダッダッダッダッシシシシュュュュボボボボードードードードのののの手法手法手法手法はははは、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの事業事業事業事業のののの中中中中でさまざまなでさまざまなでさまざまなでさまざまな場場場場面面面面でででで使使使使わわわわれれれれていますがていますがていますがていますが、、、、目目目目標達標達標達標達成成成成のののの度合度合度合度合いをいをいをいを 3 色色色色、、、、緑緑緑緑、、、、黄色黄色黄色黄色、、、、赤赤赤赤でででで示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。目目目目標標標標がががが達達達達成成成成されているされているされているされている部部部部分分分分はははは緑緑緑緑でででで、、、、未未未未達達達達ののののレベレベレベレベルルルルがががが±10%ぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの部部部部分分分分にいるとこにいるとこにいるとこにいるところろろろはははは黄色黄色黄色黄色、、、、それそれそれそれ以以以以上上上上のののの未達未達未達未達についてについてについてについてはははは赤赤赤赤色色色色でででで表表表表示示示示されるようになっておりされるようになっておりされるようになっておりされるようになっており、、、、このこのこのこのダッダッダッダッシシシシュュュュボボボボードードードードはははは
J&J 全世界全世界全世界全世界ののののママママネネネネーーーージメントジメントジメントジメントでででで共用共用共用共用されているものですされているものですされているものですされているものです。。。。よってよってよってよって、、、、とてもとてもとてもとても全全全全てのてのてのての社員社員社員社員ににににわわわわかりやすいのがかりやすいのがかりやすいのがかりやすいのが特徴特徴特徴特徴でででで、、、、もしもしもしもし自自自自分分分分のののの管管管管理理理理するするするする範囲範囲範囲範囲でででで赤赤赤赤マークマークマークマークがつくとがつくとがつくとがつくと、、、、何何何何かがかがかがかが不足不足不足不足していしていしていしていることがることがることがることが明明明明白白白白でででで、、、、直直直直ちにちにちにちに適切適切適切適切ななななリソースリソースリソースリソースがつがつがつがつぎぎぎぎ込込込込まれまれまれまれたりたりたりたり、、、、必必必必要要要要ななななプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトをををを立立立立ちちちち上上上上げるげるげるげるママママネネネネージメントージメントージメントージメント判判判判断断断断につながるにつながるにつながるにつながるようなようなようなような仕組仕組仕組仕組みになっておりますみになっておりますみになっておりますみになっております。。。。 

  ここからがここからがここからがここからが USCAP にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる説明説明説明説明になりますになりますになりますになりますがががが、、、、ここここののののスライドスライドスライドスライドにあるにあるにあるにある環境活動環境活動環境活動環境活動団体及団体及団体及団体及びびびび企業様企業様企業様企業様のののの参加参加参加参加によりましてによりましてによりましてによりまして、、、、米国米国米国米国政府政府政府政府にににに対対対対してしてしてして環境環境環境環境保保保保全全全全、、、、地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化ガガガガススススのののの削減削減削減削減にににに関関関関したしたしたした法法法法のののの整備整備整備整備というものをというものをというものをというものを訴訴訴訴えているえているえているえている組織組織組織組織でございますでございますでございますでございます。。。。ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンもももも、、、、２２２２００６００６００６００６年年年年のののの春春春春にににに、、、、このこのこのこの USCAPへへへへのののの参参参参画画画画をををを決定決定決定決定しししし一一一一緒緒緒緒にににに活動活動活動活動させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております。。。。 

  こちらがこちらがこちらがこちらが USCAP からからからから US政府政府政府政府にににに対対対対してしてしてして低減低減低減低減されたされたされたされた A Call for Action というというというという提提提提案書案書案書案書ですですですです。。。。こちらのほうこちらのほうこちらのほうこちらのほうのののの内内内内容容容容はははは皆様皆様皆様皆様ごごごご存存存存じだとじだとじだとじだと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、細細細細かいとこかいとこかいとこかいところろろろはははは説明説明説明説明いたしませいたしませいたしませいたしませんんんんがががが、、、、具体具体具体具体的的的的にはにはにはにはキキキキャップャップャップャップ・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・トトトトレレレレードードードード方方方方式式式式のののの早早早早期設立期設立期設立期設立やややや、、、、地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化ガガガガススススのののの削減削減削減削減にににに対対対対すすすするるるる積極的積極的積極的積極的なななな法法法法のののの整備整備整備整備というとこというとこというとこというところろろろをををを米国米国米国米国政府政府政府政府へへへへ提提提提案案案案させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている内内内内容容容容になっておになっておになっておになっておりますりますりますります。。。。 

  すすすすべべべべてのてのてのての USCAP にににに参加参加参加参加するするするするメンバーメンバーメンバーメンバーはははは、、、、何何何何かしらのかしらのかしらのかしらのステアリングコステアリングコステアリングコステアリングコミミミミッティーッティーッティーッティーにににに属属属属してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。スススステアリングコテアリングコテアリングコテアリングコミミミミッティーッティーッティーッティーではではではでは、、、、USCAP というというというという組織組織組織組織としてのとしてのとしてのとしての今今今今後後後後のののの活動活動活動活動やややや基基基基本本本本方針方針方針方針をををを作作作作成成成成しししし、、、、承認承認承認承認するするするする作作作作業業業業をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンからからからから参参参参加加加加しているしているしているしているメンバーメンバーメンバーメンバーはははは、、、、幾幾幾幾つかあるつかあるつかあるつかあるステアリングコステアリングコステアリングコステアリングコミミミミッティーッティーッティーッティーのののの中中中中ののののインインインインタタタターーーーナシナシナシナショョョョナナナナルルルルココココミミミミッティーッティーッティーッティーおよびおよびおよびおよび Credit for Early Action Committee のののの 2 つにつにつにつに参加参加参加参加させていただいておりさせていただいておりさせていただいておりさせていただいておりますますますます。。。。インインインインタタタターーーーナシナシナシナショョョョナナナナルコルコルコルコミミミミッティーッティーッティーッティーはははは、、、、国国国国際際際際間間間間のののの協協協協定定定定とととと米国内米国内米国内米国内ののののポリポリポリポリシシシシーーーーをどのようをどのようをどのようをどのようににににリンクリンクリンクリンクするかということをするかということをするかということをするかということを協議協議協議協議しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、Credit for Early Action Committee



ではではではでは、、、、地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化ガガガガススススのののの削減削減削減削減にににに向向向向けたけたけたけたプログラムプログラムプログラムプログラムをををを自自自自主的主的主的主的にににに導導導導入入入入しているしているしているしている企業企業企業企業にににに対対対対するするするする評評評評価価価価をどのようにするかということををどのようにするかということををどのようにするかということををどのようにするかということを協議協議協議協議しししし、、、、そのそのそのその基基基基本本本本方針方針方針方針をををを作作作作成成成成しておりますしておりますしておりますしております。。。。現在現在現在現在ジョジョジョジョンソンンソンンソンンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンではではではでは複複複複数数数数ののののメンバーメンバーメンバーメンバーががががパートパートパートパートタタタタイムイムイムイムでででで USCAP のののの活動活動活動活動にににに参加参加参加参加ししししておりますておりますておりますております。。。。とととと同時同時同時同時にににに、、、、外外外外部部部部コンサルコンサルコンサルコンサルタタタタントントントントをををを雇雇雇雇いましていましていましていまして、、、、地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化にににに向向向向けたけたけたけた提提提提案案案案等等等等をををを米国米国米国米国政府政府政府政府にににに働働働働きかけるためのきかけるためのきかけるためのきかけるための活動活動活動活動ををををサポートサポートサポートサポートさせてさせてさせてさせていただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。 

  各各各各ココココミミミミッティーッティーッティーッティーはははは、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの進捗度合進捗度合進捗度合進捗度合いにもよりますいにもよりますいにもよりますいにもよりますがががが、、、、毎毎毎毎週週週週もしくはもしくはもしくはもしくは隔週隔週隔週隔週でででで、、、、ワシワシワシワシントンントンントンントン DC にににに集集集集まってまってまってまって会会会会議議議議をををを開開開開いているということでございますいているということでございますいているということでございますいているということでございます。。。。またまたまたまた、、、、先先先先月月月月、、、、10月月月月 8 日日日日、、、、
9 日日日日にはにはにはには、、、、USCAP にににに参加参加参加参加しているしているしているしている企業企業企業企業およびおよびおよびおよび組織組織組織組織のののの CEO、、、、約約約約 25名名名名のののの方方方方がががが参加参加参加参加してしてしてして会会会会議議議議をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。弊弊弊弊社社社社のののの CEO でありますでありますでありますでありますビルビルビルビル・・・・ウェルドンウェルドンウェルドンウェルドン会長会長会長会長もももも参加参加参加参加させていただいておりまさせていただいておりまさせていただいておりまさせていただいておりますすすす。。。。このこのこのこの会会会会議議議議におけるにおけるにおけるにおける協議協議協議協議内内内内容容容容のののの詳詳詳詳細細細細ははははコンフィコンフィコンフィコンフィデデデデンンンンシシシシャルャルャルャルということということということということでででですすすすがががが、、、、主主主主にににに
USCAP がとるがとるがとるがとるべべべべきききき立場立場立場立場ややややコメントコメントコメントコメントについてはについてはについてはについては、、、、公公公公にににに発発発発表表表表されるされるされるされる前前前前にこのにこのにこのにこの会会会会議議議議でででで満満満満場一場一場一場一致致致致のののの承認承認承認承認をををを得得得得なけれなけれなけれなければばばばいけないといういけないといういけないといういけないという仕組仕組仕組仕組みになっているそうですみになっているそうですみになっているそうですみになっているそうです。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの会会会会議議議議ではではではでは主主主主にににに
USCAP のののの最最最最近近近近のののの活動内活動内活動内活動内容容容容ををををレレレレビュービュービュービューしたりしたりしたりしたり、、、、どこにどこにどこにどこに必必必必要要要要ななななリソースリソースリソースリソースをををを割割割割りりりり当当当当てるかてるかてるかてるか方向方向方向方向づづづづけをしたりけをしたりけをしたりけをしたり、、、、またまたまたまた今今今今後数後数後数後数カカカカ月月月月にににに優優優優先先先先すすすすべべべべきききき内内内内容容容容をををを決定決定決定決定したりというしたりというしたりというしたりという形形形形でででで会会会会議議議議がががが進進進進められてめられてめられてめられておりますおりますおりますおります。。。。 

  ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンではではではでは、、、、2010 年年年年度度度度以以以以降降降降にににに向向向向けたけたけたけた具体具体具体具体的的的的なななな地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化ガガガガススススのののの排排排排出出出出削減削減削減削減目目目目標標標標をををを立立立立てておりませてておりませてておりませてておりませんんんん。。。。2010 年年年年までにはまでにはまでにはまでには、、、、1990 年年年年にににに比比比比べべべべてててて 7%のののの排排排排出出出出削減削減削減削減ををををしようというしようというしようというしようという形形形形ですですですですがががが、、、、それそれそれそれ以以以以降降降降のののの具体具体具体具体的的的的なななな数数数数値値値値目目目目標標標標はははは実実実実はははは掲掲掲掲げておりませげておりませげておりませげておりませんんんん。。。。しかししかししかししかし、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンとしましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、もしもしもしもし米国米国米国米国におけるにおけるにおけるにおける地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる法法法法律律律律がががが施施施施行行行行されたされたされたされた場場場場合合合合にににに、、、、すすすすべべべべてのてのてのての条条条条項項項項にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる内内内内容容容容をををを遵守遵守遵守遵守するということをするということをするということをするということを公公公公言言言言してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。 またまたまたまた、、、、USCAP にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる最最最最近近近近のののの大大大大きなきなきなきな動動動動きとしましてはきとしましてはきとしましてはきとしましては、、、、USCAP からのからのからのからの提提提提案案案案内内内内容容容容がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれたまれたまれたまれたリーバーマンリーバーマンリーバーマンリーバーマン=ワワワワーーーーナナナナーーーー法法法法案案案案がががが米国上米国上米国上米国上院院院院のののの小委小委小委小委員会員会員会員会をををを通通通通過過過過したということですしたということですしたということですしたということです。。。。
USCAP からからからから法法法法案案案案にににに関関関関してしてしてして追追追追記記記記すすすすべべべべきききき内内内内容容容容およびおよびおよびおよび修正修正修正修正すすすすべべべべきききき内内内内容容容容ををををレタレタレタレターーーーにしてまとめてにしてまとめてにしてまとめてにしてまとめて提提提提案案案案しておりますしておりますしておりますしております。。。。こちらのこちらのこちらのこちらのレタレタレタレターーーーにににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、このこのこのこの USCAP ののののホホホホームームームームペペペページージージージでででで閲覧閲覧閲覧閲覧すすすすることがることがることがることが可能可能可能可能ですのでですのでですのでですので、、、、ごごごご興味興味興味興味おおおお持持持持ちのちのちのちの方方方方はそちらをごはそちらをごはそちらをごはそちらをご参参参参照照照照いただけれいただけれいただけれいただければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。 またまたまたまた、、、、米国米国米国米国のののの次期大次期大次期大次期大統領候補統領候補統領候補統領候補もももも積極的積極的積極的積極的にににに具体具体具体具体的的的的なななな地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化対策対策対策対策についてについてについてについて言言言言及及及及するようするようするようするようになってきておりますになってきておりますになってきておりますになってきております。。。。例例例例ええええばばばば、、、、ヒヒヒヒラリーラリーラリーラリー・・・・クリントンクリントンクリントンクリントン候補候補候補候補もももも、、、、今今今今後後後後 50 年間年間年間年間でででで約約約約 80%ものものものもの温暖化温暖化温暖化温暖化ガガガガススススをををを削減削減削減削減するとするとするとするということをいうことをいうことをいうことを発発発発表表表表されておりますしされておりますしされておりますしされておりますし、、、、昨昨昨昨年年年年のののの中間中間中間中間選挙選挙選挙選挙のののの結果結果結果結果やややや、、、、アアアアルルルル・・・・ゴゴゴゴアアアア氏氏氏氏のののの映映映映画画画画、、、、またはまたはまたはまたは国国国国民民民民からのからのからのからの期期期期待待待待、、、、またはまたはまたはまたは既既既既にににに発発発発生生生生しておりますしておりますしておりますしております異異異異常常常常気象気象気象気象、、、、あとあとあとあとはこういったはこういったはこういったはこういった USCAP にににに関関関関係係係係するするするする活動活動活動活動、、、、そういそういそういそういうううう様様様様々々々々ものがものがものがものが少少少少しずつしずつしずつしずつアメリカアメリカアメリカアメリカ政府政府政府政府をををを動動動動かしかしかしかしているというているというているというているということことことことがきがきがきがきょょょょうううう現在現在現在現在のののの現状現状現状現状になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 これからこれからこれからこれからはははは、、、、具体具体具体具体的的的的ににににジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンがどのようながどのようながどのようながどのような環境環境環境環境活動活動活動活動をををを行行行行ってってってっているかといいるかといいるかといいるかということをうことをうことをうことを説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。こちらがこちらがこちらがこちらが、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソジョンソジョンソジョンソンンンンののののエエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのののの利用利用利用利用にににに関関関関するするするするフットプリントフットプリントフットプリントフットプリントになっておりますになっておりますになっておりますになっておりますがががが、、、、ここでまずここでまずここでまずここでまず注注注注目目目目してしてしてしていただきたいのがいただきたいのがいただきたいのがいただきたいのが、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンがががが利用利用利用利用するするするする施施施施設設設設のののの総総総総床床床床面面面面積積積積はそれほはそれほはそれほはそれほどどどど増加増加増加増加してしてしてしておりませおりませおりませおりませんんんん。。。。にもかかにもかかにもかかにもかかわわわわらずらずらずらず、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーののののコストコストコストコスト、、、、特特特特にこにこにこにこここここ直直直直近近近近 3 年年年年ののののコスコスコスコストトトトのののの増加増加増加増加がががが顕著顕著顕著顕著にあらにあらにあらにあらわわわわれておりますれておりますれておりますれております。。。。これこれこれこれににににはははは理理理理由由由由がありましてがありましてがありましてがありまして、、、、原原原原油油油油高高高高のののの上上上上昇昇昇昇によるによるによるによるものでございますものでございますものでございますものでございます。。。。こういったこういったこういったこういった数数数数値値値値、、、、デデデデーーーータタタタをもとにをもとにをもとにをもとに判判判判断断断断していきますとしていきますとしていきますとしていきますと、、、、ますますますますますますますます 1 つつつつのののの企業企業企業企業体体体体としてとしてとしてとしてエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対策対策対策対策をとらなけれをとらなけれをとらなけれをとらなければばばばいけないというのがいけないというのがいけないというのがいけないというのが必必必必然然然然的的的的にににに判判判判断断断断されるされるされるされる形形形形になりますになりますになりますになります。。。。 



こちらがこちらがこちらがこちらが、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの現在現在現在現在におけるにおけるにおけるにおける地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化ガガガガスススス排排排排出出出出量量量量のののの削削削削減減減減がどのがどのがどのがどの程度進程度進程度進程度進んんんんでいるかでいるかでいるかでいるかをををを示示示示したしたしたした表表表表になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。このこのこのこの赤赤赤赤いいいい線線線線、、、、こちらのほうはこちらのほうはこちらのほうはこちらのほうは、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの売売売売りりりり上上上上げのげのげのげの推推推推移移移移をあらをあらをあらをあらわわわわしておりますしておりますしておりますしております。。。。1990 年年年年にににに始始始始ままままりりりり、、、、2006 年年年年、、、、昨昨昨昨年年年年度度度度までのまでのまでのまでの実実実実績績績績デデデデーーーータタタタになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。売売売売りりりり上上上上げはげはげはげはグラフグラフグラフグラフがががが示示示示すすすすようにようにようにように年年年年々々々々上上上上がってがってがってがっておりますがおりますがおりますがおりますが、、、、このこのこのこの青青青青いいいい線線線線、、、、こちらがこちらがこちらがこちらが二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素のののの総排総排総排総排出出出出量量量量をををを示示示示したしたしたしたグラフグラフグラフグラフにににになっておりなっておりなっておりなっており、、、、ちちちちょょょょうどうどうどうど温暖化温暖化温暖化温暖化対策対策対策対策ののののポリポリポリポリシシシシーーーーをををを掲掲掲掲げたげたげたげた時時時時期期期期かかかからららら少少少少しずつしずつしずつしずつ減減減減りりりり始始始始めているのめているのめているのめているのががががわわわわかりますかりますかりますかります。。。。このこのこのこの黄色黄色黄色黄色いいいいラインラインラインラインはははは、、、、私私私私どもがどもがどもがどもが目目目目指指指指すすすす二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素のののの総排総排総排総排出出出出量量量量、、、、いいいいわわわわゆゆゆゆるるるる 1990年年年年とととと比較比較比較比較してしてしてして 7%削減削減削減削減したしたしたした時時時時ののののラインラインラインラインでございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこのデデデデーーーータタタタをををを見見見見てみますとてみますとてみますとてみますと、、、、2005 年年年年にににに、、、、すですですですでにににに 1990 年年年年比比比比約約約約 7%のののの排排排排出出出出量量量量削減削減削減削減をををを達達達達成成成成しておりますしておりますしておりますしております。。。。2006 年年年年のののの時点時点時点時点ではではではでは－－－－16.8%というというというという実実実実績績績績をもってをもってをもってをもって二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素対策対策対策対策のののの削減削減削減削減活動活動活動活動がががが進進進進められておりますめられておりますめられておりますめられております。。。。 次次次次のこのこのこのこのののの表表表表はははは、、、、今今今今後後後後ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンがががが目目目目指指指指すすすす部部部部分分分分ですですですですがががが、、、、このこのこのこの青青青青いいいい部部部部分分分分、、、、これがこれがこれがこれが先先先先ほどごらほどごらほどごらほどごらんんんんいただいたいただいたいただいたいただいたデデデデーーーータタタタですですですです。。。。今今今今、、、、1990 年年年年とととと比較比較比較比較してしてしてして、、、、－－－－16.8%というというというというレベレベレベレベルルルルをををを達達達達成成成成してしてしてしておりますおりますおりますおりますがががが、、、、今今今今後後後後 2010 年年年年までまでまでまでそのそのそのそのレベレベレベレベルルルルをををを維維維維持持持持していこうというしていこうというしていこうというしていこうという形形形形になになになになっておりますっておりますっておりますっております。。。。それはそれはそれはそれは、、、、例例例例ええええばばばば、、、、コージェコージェコージェコージェネレネレネレネレーーーーシシシションョンョンョンやややや、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーといったといったといったといったさまざまなさまざまなさまざまなさまざまな方方方方策策策策をををを組組組組みみみみ合合合合わわわわせてせてせてせて、、、、2010 年年年年にはにはにはにはこのこのこのこの目目目目標達標達標達標達成成成成レベレベレベレベルルルルをををを維維維維持持持持しようというしようというしようというしようという流流流流れれれれになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 こちらでもまたこちらでもまたこちらでもまたこちらでもまたダッダッダッダッシシシシュュュュボボボボードードードードがががが出出出出ててててきますがきますがきますがきますが、、、、これはそれぞれのこれはそれぞれのこれはそれぞれのこれはそれぞれのカンパニーカンパニーカンパニーカンパニー、、、、フランフランフランフランチチチチャイズャイズャイズャイズがどのがどのがどのがどの程度程度程度程度地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化ガガガガススススのののの排排排排出出出出計画計画計画計画がががが進進進進められているかめられているかめられているかめられているか、、、、そのそのそのその進捗度合進捗度合進捗度合進捗度合いをいをいをいを示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。同同同同じようにじようにじようにじように、、、、達達達達成成成成しているとこしているとこしているとこしているところろろろはははは緑緑緑緑、、、、未達未達未達未達のののの部部部部分分分分はははは黄色黄色黄色黄色またはまたはまたはまたは赤赤赤赤といといといというううう形形形形でででで示示示示されておりされておりされておりされており、、、、全世界全世界全世界全世界ののののママママネネネネーーーージメントジメントジメントジメントのののの間間間間でででで実実実実績績績績がががが共有共有共有共有されてされてされてされておりますおりますおりますおります。。。。 

  こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの全社員全社員全社員全社員がががが使使使使うううう EDGE というというというというシシシシステムステムステムステムですですですですがががが、、、、こういったこういったこういったこういったシシシシステムステムステムステムをををを用用用用いてさまざまないてさまざまないてさまざまないてさまざまな活動活動活動活動のののの内内内内容容容容やややや、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのののの使用量使用量使用量使用量というもというもというもというものをのをのをのを入入入入力力力力しししし、、、、これをこれをこれをこれを US のののの本社本社本社本社がまとめてがまとめてがまとめてがまとめて、、、、先先先先ほどおほどおほどおほどお見見見見せしたせしたせしたせした資料資料資料資料のようなもののようなもののようなもののようなものをををを作作作作成成成成しししし共共共共有有有有するするするする形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  ここここののののスライドスライドスライドスライドはははは、、、、新新新新しいしいしいしい工工工工場場場場、、、、設設設設備備備備にににに対対対対してしてしてしてジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンがどのよがどのよがどのよがどのようなうなうなうな環境環境環境環境対策対策対策対策をとるかというをとるかというをとるかというをとるかということことことことをををを示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。こちらがこちらがこちらがこちらが、、、、中国中国中国中国のののの上上上上海海海海からからからから車車車車でででで 1 時時時時間間間間半半半半ほどほどほどほど行行行行ったとこったとこったとこったところろろろにあるにあるにあるにあるスジョウスジョウスジョウスジョウというというというという町町町町にあるにあるにあるにある新新新新しいしいしいしい工工工工場場場場ですですですです。。。。ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンエンエンエンドドドド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンはははは、、、、新新新新しいしいしいしい施施施施設設設設のののの建築建築建築建築にににに伴伴伴伴いいいい導導導導入入入入するするするする、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカののののグリーングリーングリーングリーン建建建建設設設設をををを認証認証認証認証すすすするるるる LEED というというというというプログラムプログラムプログラムプログラムにににに準準準準じたじたじたじたガガガガイドラインイドラインイドラインイドラインをををを独独独独自自自自にににに設設設設定定定定しておりますしておりますしておりますしております。。。。そのそのそのそのガガガガイドイドイドイドラインラインラインラインをもとにをもとにをもとにをもとに、、、、新新新新しいしいしいしい工工工工場場場場やややや施施施施設設設設をつくるときにはすをつくるときにはすをつくるときにはすをつくるときにはすべべべべてのてのてのての建築建築建築建築デデデデザザザザインインインイン、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは導導導導入入入入するするするする設設設設備備備備というのをというのをというのをというのをレレレレビュービュービュービューしてしてしてして、、、、徹底徹底徹底徹底的的的的ななななエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率をををを図図図図るというるというるというるという形形形形をとらせてをとらせてをとらせてをとらせていただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。 

  ここここちらちらちらちらはははは、、、、既存既存既存既存のののの施施施施設設設設にににに対対対対してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのようなエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対策対策対策対策をとるかというをとるかというをとるかというをとるかという部部部部分分分分をををを示示示示したしたしたしたフローフローフローフローになりますになりますになりますになります。。。。ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンでででではははは、、、、あるあるあるある一一一一定定定定レベレベレベレベルルルルののののエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率をををを上上上上げるげるげるげる、、、、またはまたはまたはまたは二酸化炭素排二酸化炭素排二酸化炭素排二酸化炭素排出出出出のののの削減削減削減削減がががが望望望望めるめるめるめるプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトにににに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては、、、、US 本本本本社社社社のほうからのほうからのほうからのほうから投投投投資資資資をするをするをするをする形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。ききききょょょょうううう現在現在現在現在までにまでにまでにまでに年間約年間約年間約年間約 4,000 万万万万ドルドルドルドルというというというという投投投投資資資資がががが実実実実際際際際にににに行行行行わわわわれておりましてれておりましてれておりましてれておりまして、、、、このこのこのこの規規規規模模模模でこのようなでこのようなでこのようなでこのような活動活動活動活動をしているのはをしているのはをしているのはをしているのは全世界全世界全世界全世界にはにはにはには例例例例がないというようながないというようながないというようながないというような形形形形でででで紹介紹介紹介紹介されておりますされておりますされておりますされております。。。。 

  ではではではでは、、、、各既存各既存各既存各既存のののの施施施施設設設設がどのようながどのようながどのようながどのような形形形形でででで自自自自分分分分のののの施施施施設設設設のののの弱弱弱弱いとこいとこいとこいところろろろ、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率のののの悪悪悪悪いいいいとことことこところろろろをををを見見見見つけるかというつけるかというつけるかというつけるかという点点点点についてについてについてについて説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。このこのこのこのスライドスライドスライドスライドにあるようにあるようにあるようにあるようななななベベベベストプラクティスストプラクティスストプラクティスストプラクティスというというというというガガガガイドラインイドラインイドラインイドラインをををを設設設設けておりましてけておりましてけておりましてけておりまして、、、、例例例例ええええばばばば、、、、ボボボボイラーイラーイラーイラーですとですとですとですと



かかかか、、、、冷却冷却冷却冷却機機機機、、、、あとはあとはあとはあとは照照照照明明明明にににに関関関関してしてしてして、、、、既存既存既存既存のののの設設設設備備備備がががが今今今今導導導導入入入入可能可能可能可能なななな技技技技術術術術にににに対対対対してどのしてどのしてどのしてどのぐぐぐぐらいらいらいらいエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率をををを持持持持っているかっているかっているかっているか調調調調べべべべるるるる形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、A というというというという工工工工場場場場でででで、、、、ボボボボイイイイラーラーラーラーののののシシシシステムステムステムステムをををを見見見見たときにたときにたときにたときに、、、、今今今今推推推推奨奨奨奨されるされるされるされるエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率よりもよりもよりもよりも低低低低いいいい、、、、悪悪悪悪いいいい設設設設備備備備をををを持持持持っっっっているているているている場場場場合合合合はははは、、、、そこでそこでそこでそこで速速速速やかにやかにやかにやかにプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが立立立立ちちちち上上上上がってがってがってがって、、、、新新新新しいしいしいしいボボボボイラーイラーイラーイラーをををを設設設設置置置置ししししたたたたりりりり、、、、アップグアップグアップグアップグレレレレードードードードをしをしをしをしたりしたりしたりしたりしててててエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率のののの優優優優れたれたれたれた物物物物へへへへ修正修正修正修正しししし、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷をををを軽減軽減軽減軽減すすすするるるるというようなというようなというようなというような形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  こちらがこちらがこちらがこちらが、、、、そのそのそのその工工工工場場場場およびおよびおよびおよび施施施施設設設設ののののエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー担当担当担当担当者者者者がががが入入入入力力力力すすすするるるるデデデデーーーータタタタフフフフォォォォーマットーマットーマットーマットでででですすすす。。。。ここにここにここにここに必必必必要要要要ななななデデデデーーーータタタタをををを入入入入れてれてれてれて米国本社米国本社米国本社米国本社にににに申申申申請請請請するとするとするとすると、、、、承認承認承認承認がおりがおりがおりがおり、、、、そのそのそのそのプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト、、、、投投投投資資資資にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる資資資資金金金金がががが提供提供提供提供されるされるされるされるプロセスプロセスプロセスプロセス（（（（仕組仕組仕組仕組みみみみ））））がつくられておりますがつくられておりますがつくられておりますがつくられております。。。。 

  これはどのようなこれはどのようなこれはどのようなこれはどのような設設設設備備備備、、、、施施施施設設設設にににに対対対対してしてしてしてエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対策対策対策対策プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが発発発発生生生生しているかとしているかとしているかとしているかというのをあらいうのをあらいうのをあらいうのをあらわわわわしているしているしているしている割割割割合合合合ですですですです。。。。例例例例ええええばばばば、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光ですとかですとかですとかですとか、、、、冷却冷却冷却冷却機機機機、、、、またはまたはまたはまたはバイオバイオバイオバイオママママスススス発発発発電電電電等等等等にににに対対対対してしてしてして、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれグラフグラフグラフグラフのようにのようにのようにのようにプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが立立立立ちちちち上上上上がっておりますがっておりますがっておりますがっております。。。。現在現在現在現在ののののとことことこところろろろまでまでまでまで約約約約 50 ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが承認承認承認承認されてされてされてされて稼働稼働稼働稼働しておりますしておりますしておりますしております。。。。平平平平均均均均的的的的なななな IRR にににに関関関関しまししまししまししましてはてはてはては、、、、投投投投資効資効資効資効果果果果にににに対対対対してしてしてして 16.4%というというというということでことでことでことで、、、、環境対策環境対策環境対策環境対策ははははビジビジビジビジネネネネススススにもにもにもにも寄与寄与寄与寄与するというするというするというするという１１１１つのつのつのつの重重重重要要要要なななな例例例例にもなっておりますにもなっておりますにもなっておりますにもなっております。。。。 

  これがこれがこれがこれが各各各各地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおけるプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの立立立立ちちちち上上上上がりがりがりがり状態状態状態状態ですですですです。。。。一一一一番多番多番多番多いのがいのがいのがいのが、、、、やはりやはりやはりやはり北北北北米米米米、、、、次次次次ががががヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパ、、、、3 つつつつ目目目目ががががプエルトリコプエルトリコプエルトリコプエルトリコというというというという形形形形でででで、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら日本日本日本日本をををを含含含含めためためためたアジアアジアアジアアジアにおいにおいにおいにおいてはまだてはまだてはまだてはまだプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトはははは立立立立ちちちち上上上上がっていないというがっていないというがっていないというがっていないという状状状状況況況況になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  ここからここからここからここから、、、、具体具体具体具体的的的的なななな方方方方策策策策やややや改善改善改善改善例例例例をををを写真写真写真写真やややや図図図図をををを用用用用いながらいながらいながらいながら紹介紹介紹介紹介させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。こちらこちらこちらこちらのののの写真写真写真写真がががが、、、、カリフカリフカリフカリフォォォォルニアルニアルニアルニアにあるにあるにあるにある施施施施設設設設にににに入入入入れたれたれたれたパパパパネネネネルルルルですですですです。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、ジジジジョンソンョンソンョンソンョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンとしてとしてとしてとして初初初初めてめてめてめて導導導導入入入入したしたしたしたコージェコージェコージェコージェネレネレネレネレーーーーシシシションョンョンョンのののの設設設設備備備備をををを持持持持っっっっておりますておりますておりますております。。。。今今今今年年年年のののの 1月月月月にににに、、、、このこのこのこの太陽光太陽光太陽光太陽光のののの発発発発電電電電シシシシステムステムステムステムがががが導導導導入入入入されましたされましたされましたされました。。。。 

  これがこれがこれがこれがニューブランズウィックニューブランズウィックニューブランズウィックニューブランズウィックにあるにあるにあるにあるジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの本社本社本社本社にににに導導導導入入入入さささされたれたれたれた環境対策環境対策環境対策環境対策でございますでございますでございますでございます。。。。燃料電燃料電燃料電燃料電池池池池やややや、、、、これはこれはこれはこれは一般一般一般一般のののの社員社員社員社員およびおおよびおおよびおおよびお客客客客様様様様がががが使使使使うううう駐駐駐駐車車車車場場場場のののの屋根屋根屋根屋根にににに取取取取りつけたりつけたりつけたりつけた太陽光太陽光太陽光太陽光パパパパネネネネルルルルになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、既存既存既存既存のののの設設設設備備備備ををををアップグアップグアップグアップグレレレレードードードードしてしてしてしてエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率をををを高高高高めためためためた例例例例ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、ジジジジョンソンョンソンョンソンョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン本社本社本社本社ののののエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー対策対策対策対策のののの者者者者もももも写真写真写真写真にににに写写写写っていますっていますっていますっていますがががが、、、、彼彼彼彼らららら曰曰曰曰くくくく、、、、施施施施設設設設・・・・工工工工場場場場のののの環境対策環境対策環境対策環境対策をををを見見見見るときにまずるときにまずるときにまずるときにまず注注注注目目目目するのがするのがするのがするのが既存既存既存既存ののののシシシシステムステムステムステムののののエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率であるということをであるということをであるということをであるということを述述述述べべべべておりますておりますておりますております。。。。何何何何もももも新新新新しいしいしいしい太陽光太陽光太陽光太陽光パパパパネネネネルルルルやややや設設設設備備備備をををを入入入入れることれることれることれることだだだだけけけけがががが重重重重要要要要ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、今今今今あるあるあるある既存既存既存既存のののの施施施施設設設設をどのようにをどのようにをどのようにをどのようにアップグアップグアップグアップグレレレレードードードードしてしてしてしてエエエエネネネネルルルルギギギギーーーー効率効率効率効率をををを高高高高めるかということがまずめるかということがまずめるかということがまずめるかということがまず一一一一番番番番大事大事大事大事なことだというなことだというなことだというなことだというふふふふうにうにうにうに申申申申してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。 

  こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光によるによるによるによる温温温温水器水器水器水器ですですですです。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは非常非常非常非常にににに安安安安価価価価でででで設設設設置工置工置工置工事事事事もももも容容容容易易易易なことからなことからなことからなことから、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな施施施施設設設設でででで導導導導入入入入されておりまされておりまされておりまされておりますすすす。。。。 

  こちらこちらこちらこちらのののの写真写真写真写真のののの右右右右手手手手にあるにあるにあるにあるエリアエリアエリアエリアはははは、、、、もともとごみのもともとごみのもともとごみのもともとごみの埋埋埋埋立地立地立地立地であったとこであったとこであったとこであったところろろろからからからから発発発発生生生生ししししておりますておりますておりますておりますメメメメタタタタンンンンガガガガススススをををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーにににに転転転転化化化化してしてしてして、、、、施施施施設設設設のののの中中中中でででで利用利用利用利用しているしているしているしている例例例例でででですすすす。。。。こういったこういったこういったこういった形形形形でででで、、、、埋埋埋埋立地立地立地立地からからからから発発発発生生生生するするするするメメメメタタタタンンンンガガガガススススというのもというのもというのもというのも非常非常非常非常にににに有効有効有効有効ななななエエエエネネネネルルルルギギギギーーーーリソースリソースリソースリソースとしてとらえておりますとしてとらえておりますとしてとらえておりますとしてとらえております。。。。 

  こちらがこちらがこちらがこちらが、、、、今今今今までまでまでまで導導導導入入入入したしたしたした太陽光太陽光太陽光太陽光パパパパネネネネルルルルののののトートートートータタタタルルルルキキキキャパャパャパャパシシシシティーティーティーティーをををを示示示示したしたしたした表表表表になってになってになってになっておりますおりますおりますおります。。。。これらをこれらをこれらをこれらを合合合合算算算算いたしますといたしますといたしますといたしますと、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンでででではははは、、、、北北北北米米米米ででででナナナナンバーンバーンバーンバーワワワワンンンンのののの太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーをををを使使使使っているっているっているっている会社会社会社会社であるということがであるということがであるということがであるということが認認認認識識識識されされされされておりておりておりておりますますますます。。。。 



  こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、ニュージャージーニュージャージーニュージャージーニュージャージーにありますにありますにありますにありますコンコンコンコンシシシシューマーカンパニーューマーカンパニーューマーカンパニーューマーカンパニーのののの本社本社本社本社工工工工場場場場につけらにつけらにつけらにつけられたれたれたれた太陽光太陽光太陽光太陽光パパパパネネネネルルルルですですですですがががが、、、、太陽太陽太陽太陽をををを追追追追従従従従するようなするようなするようなするようなデデデデザザザザインインインインになっておりましてになっておりましてになっておりましてになっておりまして、、、、太陽太陽太陽太陽のののの動動動動きにきにきにきに連連連連れてれてれてれてパパパパネネネネルルルルのののの向向向向きもきもきもきも変変変変わわわわるるるる仕組仕組仕組仕組みになっておりますみになっておりますみになっておりますみになっております。。。。これによってこれによってこれによってこれによって、、、、通常通常通常通常ののののパパパパネネネネルルルルにににに比比比比べべべべてててて約約約約 20%のののの発発発発電能力電能力電能力電能力がががが上上上上がるというがるというがるというがるというふふふふうにうにうにうに伺伺伺伺ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。 

  こちらがこちらがこちらがこちらが、、、、今今今今立立立立ちちちち上上上上げているげているげているげている中中中中でででで一一一一番番番番新新新新しくしくしくしく、、、、またまたまたまた最最最最もももも発発発発電能力電能力電能力電能力のののの大大大大きいきいきいきいプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトになりますになりますになりますになります。。。。こちらもこちらもこちらもこちらもアメリカアメリカアメリカアメリカののののカリフカリフカリフカリフォォォォルニアルニアルニアルニア州州州州にあるにあるにあるにある施施施施設設設設ですですですですがががが、、、、11 月月月月末末末末、、、、もうもうもうもう間間間間ももももなくなくなくなく、、、、このこのこのこのプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが完完完完成成成成してしてしてして稼働稼働稼働稼働するするするする運運運運びになっておりますびになっておりますびになっておりますびになっております。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、非常非常非常非常にににに環環環環境活動境活動境活動境活動にににに熱熱熱熱心心心心ななななカリフカリフカリフカリフォォォォルニアルニアルニアルニア州州州州ということでということでということでということで、、、、テープカットテープカットテープカットテープカットのときにのときにのときにのときにぜぜぜぜひひひひシシシシュュュュワワワワルルルルツツツツェェェェネネネネッッッッガガガガーーーー知知知知事事事事をごをごをごをご招待招待招待招待してしてしてしてテープカットテープカットテープカットテープカットにににに参加参加参加参加していただくしていただくしていただくしていただく要要要要請請請請をしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。まだごまだごまだごまだご本人本人本人本人からからからから出出出出席席席席されるかどうかというのはされるかどうかというのはされるかどうかというのはされるかどうかというのは伺伺伺伺っていないみたいですけれどもっていないみたいですけれどもっていないみたいですけれどもっていないみたいですけれども、、、、来来来来ていただけていただけていただけていただけれれれればばばば、、、、1 つのつのつのつの話題話題話題話題となってよとなってよとなってよとなってよろろろろしいかなというしいかなというしいかなというしいかなというふふふふうにうにうにうに考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。 

  こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、太陽光太陽光太陽光太陽光パパパパネネネネルルルルとはとはとはとは全全全全然違然違然違然違いますがいますがいますがいますが、、、、1 つのつのつのつのユユユユニークニークニークニークなななな例例例例としてとしてとしてとして紹介紹介紹介紹介させていたさせていたさせていたさせていただきますだきますだきますだきます。。。。オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアののののタタタタズマニアズマニアズマニアズマニアというとこというとこというとこというところろろろにあるにあるにあるにある、、、、薬薬薬薬をつくをつくをつくをつくるるるる工工工工場場場場でやっていでやっていでやっていでやっているるるる活動活動活動活動でででで、、、、薬薬薬薬剤剤剤剤のののの材材材材料料料料としてとしてとしてとしてケシケシケシケシのののの実実実実をををを栽培栽培栽培栽培していしていしていしていますますますます。。。。ケシケシケシケシというのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にににに麻麻麻麻薬薬薬薬効効効効果果果果のののの高高高高いものですからいものですからいものですからいものですから、、、、きちきちきちきちんんんんとしたとしたとしたとした管管管管理理理理をしたをしたをしたをした農農農農場場場場でででで育育育育てられててられててられててられておりますがおりますがおりますがおりますが、、、、収穫収穫収穫収穫がががが多多多多くくくく余余余余ったったったったケシケシケシケシのののの実実実実というのはというのはというのはというのは、、、、従来従来従来従来全全全全てててて捨捨捨捨てておりましたてておりましたてておりましたてておりました。。。。がががが、、、、現在現在現在現在でででではははは、、、、このこのこのこの余余余余ったったったったケシケシケシケシのののの実実実実をををを燃燃燃燃やすことによってやすことによってやすことによってやすことによってエエエエネネネネルルルルギギギギーーーーにににに転換転換転換転換しているというしているというしているというしているという例例例例でございますでございますでございますでございます。。。。 

  これはこれはこれはこれはアジアアジアアジアアジアにおけるにおけるにおけるにおける活動活動活動活動ですがですがですがですが、、、、積極的積極的積極的積極的にににに中国中国中国中国ととととタタタタイランドイランドイランドイランドではこういったではこういったではこういったではこういった植植植植林林林林活動活動活動活動等等等等をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。 

  これがこれがこれがこれが今今今今モモモモンンンンゴゴゴゴルルルルでででで進進進進められているめられているめられているめられている植植植植林林林林活動活動活動活動をををを示示示示しているとこしているとこしているとこしているところろろろですですですですがががが、、、、日本日本日本日本におきにおきにおきにおきまままましてしてしてしてもももも黄黄黄黄砂砂砂砂というものもというものもというものもというものも非常非常非常非常にににに飛飛飛飛来来来来しししし、、、、問題問題問題問題となってとなってとなってとなっておりますおりますおりますおります。。。。そのそのそのその原原原原因因因因がががが、、、、このこのこのこの内内内内モモモモンンンンゴゴゴゴルルルルからからからから飛飛飛飛来来来来するするするする砂砂砂砂であるとこであるとこであるとこであるところろろろですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおけるコンコンコンコンシシシシューマーカンパニーューマーカンパニーューマーカンパニーューマーカンパニーはこのはこのはこのはこの内内内内モモモモンンンンゴゴゴゴルルルルにににに植植植植林林林林活動活動活動活動をををを展開展開展開展開してしてしてして、、、、現在現在現在現在までにまでにまでにまでに約約約約 3 万本万本万本万本のののの木木木木をををを植植植植えておりますえておりますえておりますえております。。。。日日日日本本本本からもこちらのからもこちらのからもこちらのからもこちらの活動活動活動活動ににににはははは参加参加参加参加しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの募金募金募金募金をををを募募募募ってってってって、、、、このこのこのこの植植植植林林林林活動活動活動活動をををを支支支支えているえているえているえているというというというという形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  ここここちらはちらはちらはちらは、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのののの EPA、、、、グリーンパグリーンパグリーンパグリーンパワワワワーパートーパートーパートーパートナナナナーーーーシシシシップップップップのほうでのほうでのほうでのほうで集集集集めているめているめているめているデデデデーーーータタタタですがですがですがですが、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカにおけるにおけるにおけるにおけるグリーンエグリーンエグリーンエグリーンエネネネネルルルルギギギギーーーーをををを使使使使っているっているっているっている会社会社会社会社ののののトップトップトップトップテンテンテンテンののののリストリストリストリストですですですです。。。。ここにあるここにあるここにあるここにあるパーセントパーセントパーセントパーセント、、、、グリーングリーングリーングリーンというのがというのがというのがというのが、、、、自自自自社内社内社内社内においてどのにおいてどのにおいてどのにおいてどの程度程度程度程度のののの割割割割合合合合ををををググググリーンエリーンエリーンエリーンエネネネネルルルルギギギギーーーーでででで賄賄賄賄っているかというものをあらっているかというものをあらっているかというものをあらっているかというものをあらわわわわしたしたしたしたデデデデーーーータタタタですですですです。。。。ナナナナンバーンバーンバーンバーワワワワンンンンははははペペペペププププシシシシささささんんんん。。。。ペペペペププププシシシシささささんんんんでででで使使使使わわわわれているれているれているれているエエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのののの 100%ををををグリーンエグリーンエグリーンエグリーンエネネネネルルルルギギギギーーーーでででで賄賄賄賄っていっていっていっていらっしらっしらっしらっしゃゃゃゃるというるというるというるという形形形形ですですですです。。。。一一一一方方方方、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンというのはというのはというのはというのは 4 番番番番目目目目のののの位位位位置置置置ににににランクランクランクランクしておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、大大大大体体体体ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンドエンドエンドエンド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンでででで利用利用利用利用するするするするエエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのうちののうちののうちののうちの 4割割割割ををををグリーンエグリーンエグリーンエグリーンエネネネネルルルルギギギギーーーーでででで賄賄賄賄っているというっているというっているというっているという内内内内容容容容になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、日本国内日本国内日本国内日本国内におけるにおけるにおけるにおける活動活動活動活動ですですですです。。。。ヤンセンファーマヤンセンファーマヤンセンファーマヤンセンファーマはははは富士山富士山富士山富士山ののののふふふふもとにもとにもとにもとに工工工工場場場場をををを持持持持っておりますっておりますっておりますっております。。。。そういったそういったそういったそういった関関関関係係係係からからからから、、、、富士富士富士富士にあるにあるにあるにある国国国国有有有有林林林林においてこういったにおいてこういったにおいてこういったにおいてこういった植植植植林林林林活動活動活動活動をををを行行行行っているというっているというっているというっているという形形形形ですですですです。。。。 

  これがこれがこれがこれが日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおけるメメメメデデデディカルカンパニーィカルカンパニーィカルカンパニーィカルカンパニーのののの、、、、福島県須賀川福島県須賀川福島県須賀川福島県須賀川市市市市にあるにあるにあるにある工工工工場場場場ですですですですがががが、、、、こちこちこちこちらららら倉庫倉庫倉庫倉庫のののの屋根屋根屋根屋根にににに遮熱遮熱遮熱遮熱効効効効果果果果のあるのあるのあるのある塗装塗装塗装塗装をををを施施施施しましたしましたしましたしました。。。。結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、エアコンエアコンエアコンエアコンをををを使用使用使用使用したしたしたした時時時時とととと比較比較比較比較してしてしてして、、、、電電電電気気気気料料料料金金金金のののの節節節節約約約約額額額額がががが年年年年 165 万万万万円円円円、、、、二酸化炭素排二酸化炭素排二酸化炭素排二酸化炭素排出出出出量量量量がががが約約約約 10 トントントントン削減削減削減削減できたといできたといできたといできたというううう形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  これはこれはこれはこれは、、、、先先先先述述述述のののの須賀川須賀川須賀川須賀川事業所事業所事業所事業所でででで行行行行わわわわれたれたれたれた環境環境環境環境美化美化美化美化活動活動活動活動ですですですです。。。。ごみごみごみごみ拾拾拾拾いをいをいをいを行行行行ったったったった後後後後にににに、、、、地地地地



域域域域のののの方方方方々々々々をををを招招招招いていていていてバーバーバーバーベキベキベキベキューューューューやややや、、、、ペペペペットットットットボボボボトルトルトルトルやややや古古古古紙紙紙紙をををを使使使使ったったったった工工工工作作作作等等等等をををを行行行行ってってってって、、、、環境環境環境環境にににに対対対対するするするする貢献貢献貢献貢献、、、、社会地社会地社会地社会地域域域域にににに対対対対するするするする貢献貢献貢献貢献というというというという活動活動活動活動をををを行行行行ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。 

  これはこれはこれはこれは日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおけるビジョンビジョンビジョンビジョンケケケケアカンパニーアカンパニーアカンパニーアカンパニー、、、、コンコンコンコンタタタタクトクトクトクトレレレレンズンズンズンズをををを販売販売販売販売するするするする事業事業事業事業体体体体がががが行行行行っているっているっているっている対策対策対策対策ですですですですがががが、、、、コンコンコンコンタタタタクトクトクトクトレレレレンズンズンズンズをををを倉庫倉庫倉庫倉庫からからからから発発発発送送送送するときにするときにするときにするときに、、、、製品製品製品製品をををを保護保護保護保護するためするためするためするため、、、、またはまたはまたはまたは受受受受けけけけ取取取取られたられたられたられた皆様皆様皆様皆様がががが検検検検収収収収しやすいためにしやすいためにしやすいためにしやすいために、、、、ポリプロポリプロポリプロポリプロピピピピレレレレンンンンでつくられたでつくられたでつくられたでつくられたトトトトレレレレイイイイにににに製製製製品品品品をををを並並並並べべべべてててて発発発発送送送送しておりますしておりますしておりますしております。。。。このこのこのこのトトトトレレレレイイイイというのはというのはというのはというのは従来配送従来配送従来配送従来配送してしてしてして、、、、おおおお客客客客様様様様のもとでのもとでのもとでのもとで捨捨捨捨ててててられていたというのがられていたというのがられていたというのがられていたというのが現状現状現状現状ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、宅宅宅宅配配配配業者様業者様業者様業者様とととと協協協協力力力力をさせていただいてをさせていただいてをさせていただいてをさせていただいて、、、、現在現在現在現在ここここののののトトトトレレレレイイイイをををを 80%以上以上以上以上回収回収回収回収させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている運運運運営営営営をしてをしてをしてをしておりますおりますおりますおります。。。。東京東京東京東京のののの倉庫倉庫倉庫倉庫からからからから、、、、北北北北海海海海道道道道、、、、またはまたはまたはまたは沖縄沖縄沖縄沖縄にににに向向向向けてけてけてけて配送配送配送配送されたされたされたされた製品製品製品製品にににに使使使使わわわわれているれているれているれているトトトトレレレレイイイイにににに関関関関しましてもしましてもしましてもしましてもほとほとほとほとんんんんどどどどすすすすべべべべてててて回収回収回収回収ができているができているができているができている仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを宅宅宅宅配配配配業者様業者様業者様業者様とととと構構構構築築築築、、、、運運運運営営営営しているしているしているしている形形形形になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。 

  営業営業営業営業がががが使使使使っているっているっているっている営業営業営業営業車車車車にににに関関関関しましてもしましてもしましてもしましても環境対策環境対策環境対策環境対策をををを施施施施しておりますしておりますしておりますしております。。。。 例例例例ええええばばばば、、、、こういっこういっこういっこういったたたた形形形形でででで、、、、トトトトヨヨヨヨタタタタ様様様様ののののハハハハイブリッドイブリッドイブリッドイブリッド車車車車、、、、日日日日産産産産様様様様ののののハハハハイブリッドイブリッドイブリッドイブリッド車車車車、、、、またはまたはまたはまたは米国米国米国米国でいえでいえでいえでいえばばばばササササタタタターンーンーンーン社製社製社製社製ののののハハハハイブリッドイブリッドイブリッドイブリッドというものをというものをというものをというものを使使使使ってってってって、、、、営業活動営業活動営業活動営業活動からからからから発発発発生生生生するするするする環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの軽減軽減軽減軽減をををを目目目目指指指指してしてしてしておりますおりますおりますおります。。。。これもこれもこれもこれも、、、、先先先先述述述述のののの「「「「HP2010ゴゴゴゴールールールール」」」」にあるにあるにあるにある目目目目標標標標のののの１１１１つからつからつからつから生生生生まれたまれたまれたまれた環境対環境対環境対環境対策策策策ですですですです。。。。 

  またまたまたまた、、、、ここここちらでちらでちらでちらで掲掲掲掲げられたげられたげられたげられた環境環境環境環境団体団体団体団体、、、、NGO 様様様様とととと協協協協力力力力をさせていただいてをさせていただいてをさせていただいてをさせていただいて、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの団団団団体体体体がががが設設設設定定定定するするするする活動活動活動活動目目目目標標標標のののの設設設設定定定定ににににもももも貢献貢献貢献貢献させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております。。。。 

  以上以上以上以上をもちましてをもちましてをもちましてをもちまして、、、、ちちちちょょょょっとっとっとっと駆駆駆駆けけけけ足足足足でででで紹介紹介紹介紹介させていたださせていたださせていたださせていただきましたがきましたがきましたがきましたが、、、、ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン・・・・エンエンエンエンドドドド・・・・ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソンのののの環境活動環境活動環境活動環境活動にににに関関関関してしてしてして述述述述べべべべさせていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの後後後後ののののレレレレセプセプセプセプシシシションョンョンョンにもにもにもにも私私私私、、、、参加参加参加参加させていただきますのでさせていただきますのでさせていただきますのでさせていただきますので、、、、そこでそこでそこでそこで細細細細かいかいかいかい説明説明説明説明をさせていただけれをさせていただけれをさせていただけれをさせていただければばばばとととと思思思思いますいますいますいます。。。。本日本日本日本日はははは、、、、ごごごご清聴清聴清聴清聴まことにありがとうございましたまことにありがとうございましたまことにありがとうございましたまことにありがとうございました。。。。    


