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1．21世紀を生き抜くために

世界の中での日本を表すものとして，300分の１，50分

の１，７分の１という数字がある。300分の１は，世界の

全陸地面積に占める日本の割合で，50分の１は，世界総

人口の中で日本の人口が占める割合である。

さて，７分の１と言われるとなかなか回答が出てこな

いが，実は世界総資源使用量の７分の１を日本が使って

いると聞いて驚く。もう少し調べてみると，欧米や日本

のような先進国の人口は，世界人口の20％に過ぎない

が，世界の総資源の80％を使っていることが分かる。

従って，出来るだけ早く先進国の資源使用量を，現在の

４分の１（更に最近では10分の１）の水準にまで引き下げ

る必要があると言われるのはこの数字から出たものであ

る。　

こういうことが議論されるのも，今や地球資源は，将

来を約束できない危険な状態にまで追い込まれてきてい

る現れであり，石油資源をとってみれば可採年数は，あ

と40年で，2010年をピークに減ってくると言われ，銅な

どの鉱物資源も，その残余年数は30～100年ということ

で，資源保護に向けた革命的な取り組み（＝環境革命）

は，猛烈なスピードで達成しないと間に合わないと言わ

れている。

［地球白書］を出しているワールドウォッチ研究所のレ

スター・ブラウン氏は「農業革命と産業革命が世界に伝搬

した時間をそれぞれ，農業革命2000年，産業革命200年と

して，現今の環境革命は20年しか時間がないのだ」と警告

している。一方，大量生産・大量消費・大量廃棄の過程

で，多くの環境破壊物質が生成され，それが人類を含む

地球上の生物の生存を脅かす結果となっている。そのた

め，その様な資源使い捨ての社会から，資源循環型社会

に変え，負荷を軽減する社会を構築する構想として，“持

続可能な社会”の実現に向け，1994年に国連大学がゼロエ

ミッションを，提唱したことは周知のことである。

また，国際的な環境保全への動きは，京都の地球温暖

化防止会議以来世界的に広まり，日本でも環境アセスメ

ント法，省エネルギー法，地球温暖化対策推進法などが

施行され，資源循環型社会へのシナリオが明示された。

そして，容器包装リサイクル法や，廃家電リサイクル

法，更には循環社会基本法が逐時導入されることになっ

た。

今私たちは，企業と市民と地域が一体となって，循環

型社会を目指す歴史的な舞台の上に立っていると認識す

べきであろう。とりわけ産業界は，21世紀に生き抜くた

めにも，製造工程の再設計，再生可能な原料の最優先活

用，そして最終的には廃棄物ゼロとする努力をしなけれ

ばならない。「この循環型社会への取り組みを，未来のト

レンドとする企業こそ勝者となり，このレースに参加し

遅れた企業は敗者となるであろう」（デソウダ国連大学前

学長）

＜循環型社会へのアプローチ＞
ゼロエミッションの基本理念に立って，我々が考えな

ければならないことは，第一にモノづくりに当たり，使

用される資源を出来るだけ製品の中に組み入れることで

ある。理想を言えば，インプット（全ての原材料）＝アウ

トプット（製品）という関係が成立していれば，生産段階

では廃棄物は生じないことになる。もちろん現在の技術

では困難なことではあるが，少なくともその様な究極の

目標に向けて，生産システムの設計や製品開発を進める

発想が必要である。

第２は最小のインプットで最大のアウトプットを出す

ことである。すなわち資源生産性を追求することであ

り，製品の小型化や加工時間の短縮などがこれに当た

る。
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第３にReuse（再使用）Recycle（再利用・再資源化）の道

である。ある企業が排出する廃棄物が，他の企業の資源

として使えるような仕組みを形成することである。廃棄

物を有用な資源と捉えて，全方位的にその活用を考えな

ければならない。そのために，リースやレンタル方式の

拡大や，インバースマニュファクチュアリング（逆工場）

の様なものから，産業のグラスタリング（組み替え）と

言った大きなテーマまで，様々な取り組みが要請されて

いる。

2．ゼロエミッションへの取り組み

＜グループ・グローバル展開＞
当社のグループ・グローバル展開は，甲府事業所にお

ける1997年のISO14001の認証取得を皮切りに，当事業所

をモデル事業所とするトップランナー方式で，これまで

にいくつかの取り組みに挑戦し，成果をあげてきた。

詳細については本誌の後段に譲るが，

①環境調和型製品の開発

主要環境負荷要素８項目の低減を盛り込んだ環境調和

型設計基準およびアセスメント基準を制定，デザイン

スタンダードとして位置付け，初期，中間，最終の3段

階の審査を通じ，新製品の設計に確実に反映させてい

る。更にその設計基準に沿った一定の条件を満たす製

品については，当社独自の環境ラベルを付すことで，

ユーザーへの開示を進めることとした。一方，材料調

達に関しては，エコマテリアル基準とグリーン調達・

購入基準を確立することで，部品や材料その他の選別

に環境配慮することとした。

②省資源廃棄物削減活動

これは，全員の協力による省エネルギーや徹底した分

別回収によるところが大きいが，それ以外に，照明や

連続運転ポンプのインバーター化，外気冷房など省エ

ネ技術の導入と，更には電力集中監視システムによる

部署毎の個別改善により，大きな成果をあげることが

できた。廃棄物の削減では，廃アルカリ濃縮装置の開

発・導入や溶剤使用の延命化策，また紙資源について

は，徹底した裏紙使用の促進などにより，極めて大き

な削減実績がもたらされている。その他にも，製品リ

サイクルシステムの一部製品への導入や，梱包材の改

善（パルプモールド等の導入）にも取り組み成果をあげ

た。

③環境調和型生産システムの構築

当社が20年来進めてきている生産システムNYPS（New

Yokogawa Production System）は，生産効率向上，

QCD改善を目的に，ジャストインタイム，一個流しの

思想に立って徹底したムダの排除を進めるものだが，

それは一方でムダな在庫や仕掛品などの削減を通した

環境調和型の生産方式（クリーナープロダクション）で

あるとの認識に立っており，更にその改善に努めるこ

ととしている。

これらの活動を通じ，我々が確認できたことは，環境

保全への取り組みは生産性向上やコストダウン活動につ

ながることであり，逆にこれまで進めてきた生産性向上

やコストダウン活動は，環境保全活動であったというこ

とである。すなわち，環境と経営はリンクし両立すると

の思いであった。

＜地域連携＞―山梨県国母工業団地の取り組み―
当社甲府事業所が入居する山梨県の国母工業団地（21

社）が，リサイクル共同事業に着手したのは既に８年前

で，折しもリオで地球サミットが開催された年のことで

ある。そのきっかけは，県内に廃棄物の最終処分場が

１ヶ所もなく，全てを他県に依存している状況から，こ

のままでは将来生産活動に支障を来す，という危機意識

にあった。ちなみに，厚生省の調べでは現在では，全国

の最終処分場の残余年数は，1999年９月現在であと1.6年

余りときわめてひっ迫した状況にある。新しい処分場建

設もダイオキシンや環境ホルモンなどの不安から，住民

の反対にあってままならず，その面からもまさに“循環型

社会の確立が急務”とされている。工業団地の具体的取り

組みについては，入居企業で「廃棄物研究会」を発足さ

せ，次のような基本的考え方をまとめ，活動をスタート

させた。

①源流削減

各社で自ら廃棄物を削減する。そのためには設計（上

流）にまで遡っての取り組みが必要であり，そのシステ

ム造りを各社で推進する。（そのシステムとしては，

ISO14001が最も有効という認識のもとに，これまで既

に９社が取得済み，２社が挑戦中）

②回収・再利用，再資源化

削減努力しても発生する廃棄物については，それを共

同回収し，再利用，再資源化する。（後の第１ステップ

以降の取り組みは，これが中心）

③減量化　

再利用・再資源化できない廃棄物について，中和等の

中間処理を通じて少しでも減量化し，最終処分量を減

らす。

これらは，後に出たゼロエミッションの理念そのもの

であり，現在もその方向は変わっていないが，更に加え

て，再利用・再資源化も，それを工業団地内に循環させ

る，循環型リサイクルシステムの構築に向けて，努力す

ることとしている。具体的には，第1ステップ（1995年）

で，紙類の共同回収，再生紙化を行い，それまで焼却処

理をしていた紙類を分別回収することで，トイレット

ペーパーなどに再生し，その再製品を工業団地内で購入

することとした。
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第２ステップ（1997年）では，廃プラや木くずなどを共

同回収し，固形燃料（RDF）化するシステムを完成。県内

処理業者の手で完成した固形燃料化プラントを通じて，

セメント工場の燃料として供給している。

第３ステップ（1998年）では，社員食堂から出る生ゴミ

をコンポスト化し，地域の農家に堆肥として供給し，そ

の有機栽培物（桃）の一部を工業団地内で購入することと

した。

更に，第４，第５も計画されており，「ガス化溶融施

設」を建設し，それを通して得られた電気と熱を利用して

「パルプモールド製造」行う，などの展開が具体的に進め

られている。

これらの過程を通じ，廃棄物排出者である我々は，第

１～第３ステップでその回収，中間処理（固形燃料化）業

者，そして再生（製紙），再利用先（セメント会社，有機栽

培農家）との連携をつくり上げ，更に第4ステップ以降は

「産・学・官ゼロエミッション推進研究会」へと拡大発展

させ，地域の大学と行政と連携することで，全県レベル

での拡大を図ってきた。既に他の工業団地にその取り組

みが波及し，工業団地間の連携が生まれてきている。

3．ゼロエミッション実現に向けて

ゼロエミッションの実現のためには，市場原理で「無価

値」とされた廃棄物を，貴重な資源として見直す“マイン

ド”と，それを極小化したりあるいは再生し，再利用・再

資源化する“技術”，更にそれらを規格・制度や法規面等

から支える“システム”が必要である。これまでの取り組

みを通じ，これらの要素が組み合わされて，着実な成果

を上げることを実感している。

マインド面から見ると，環境保全への意識は，現在急

速な広がりを見せているが，いざ実行となると今一歩で

はないだろうか。循環型社会づくりは今や急務であり，

もはや行動の時代に入った。企業，市民，行政が一体と

なって，急ぎ行動を起こす必要がある。特に企業内で

は，上流に遡った意識改革が必要であり，「環境改善の主

役は設計・開発者」との意識に立った取り組みが必要であ

る。そこでは，環境に優しい素材の利用や再生品の利

用，省資源，少加工設計，小型化など多くの要素を考慮

した設計基準の確立と運用がmustとなってくるであろ

う。

一方，企業内に留まらず，調達先やユーザーとの連

携，地域社会との連携など対外連携の強化が，これから

は望まれる。即ち，マインドの連携・ネットワーク化の

動きである。特に調達先やユーザーとの連携は，開発・

設計段階から，お互いが協力する中で，リユース・リサ

イクル可能なノウハウを公開し，その採用を求め合う技

術情報の共有化が必要となろう。

地域と連携は，国母工業団地の取り組みにそのモデル

があると思う。即ち，企業間の結束と処理・中間業者，

再生業者との連携や地域全体への普及を目指した，産・

学・官の連携がそれである。

次に技術面については，資源生産性を高める製品設

計，生産システムの設計が，これからのゼロエミッショ

ン実現の主役となることは，先に書いた通りであるが，

それに加えて再用途開発，再生化技術の開発が要求され

る。ここで必要なことは，如何に環境負荷を少なくでき

るかを，総合的にアセスメントすることを通じ，有効な

設備・装置が開発されることであり，再生されても一方

で多大なエネルギーを要しては何にもならない。

次にシステムについては今，最も有効に機能している

のが，ISO14001の環境マネジメントシステムであろう。

これは組織内のマインドを高め，目標に向けた確実な改

善を伴うものとして，企業経営の１つの柱となる。環境

保護に成果を上げるばかりでなく，経営にリンクして生

産性向上，コストダウン，更には環境調和型製品の開発

と，ビジネス拡大に繋げることが可能である。当社とし

ては，この数年の活動において，確実にその成果を実感

している。社会経済システムとしては，このほど制定の

「循環社会基本法」や「改正リサイクル法」に期待したい。

その基本とするところは，

①製品設計・製造段階での資源エネルギー投入量の抑

制。

②リサイクルなど再利用の促進。

③廃棄物の排出抑制。

であるが，具体的には家電，OA機器などの一部の製品

については，

①解体しやすいように設計する。

②一部の部品を取り替えるだけで，最新機種並の機能に

更新できる製品を開発する。

③製品の長寿命化のために，耐久性の高い資材を使用す

る。

などとなっており，一部の部品については，再利用率

の目標が導入される予定となっている。

一方，エコ製品の活用が促進されるような，税制面の

改正にも期待したい。折角リサイクルされた製品が，

しっかりと社会に根付くような環境税の導入を急ぐべき

であろう。

また，エコファンドや環境経営指標のエコレーティン

グなどの導入で，社会全体の目が，環境配慮型企業・製

品を選択するようになれば，ゼロエミッションへの取り

組みは加速するであろう。

当社は図１のマインド，技術，システムを有機的に結

びつけ，有効に生かすことで，今後も先進的な取り組み

にチャレンジしたいと考えているが，特に

①製品のライフサイクル全体における環境負荷低減を視

野に入れた製品開発推進と情報開示（LCA，環境ラベ
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ルの推進）。

②生産工程から出る廃棄物ゼロを目指すインプットから

アウトプットまでの見直しと改善。

更に，

③製品が使用済みとなった後の適正処理とリユース，リ

サイクルシステム。

④調達先やユーザー，地域との連携。

を重点に取り組んで行きたい。

今後は①②の製品開発や生産工程の改善は，素材にま

で遡ることが要求されてこようし，そのために③の使用

済み製品の回収，解体，部品選別，リユース，リサイク

ルの方向を探らなければならないだろう。そしてそれら

を④の対外連携で，お互いが情報を共有し，システムと

して確立させることができれば，大きな成果が期待でき

表１　当社の重点環境目標

図１　ゼロミッション実現のための三要素

項　　目� 2000年度までの取組み内容�

環境調和型製品開発�
�
省エネ（全社）�
紙資源の削減�
グリーン調達�

廃棄物の削減（リサイクル分除く）�
�
化学物質の削減�
環境マネジメントシステム�

環境調和型製品の開発・設計においてCO2排出量を25％削減�
環境調和型製品の設計ルールの充実�
エネルギCO2排出量9.5％削減（1991年度比）�
紙類の使用量を27％削減（1996年度比）�
グリーン調達活動推進�
廃棄物（紙ごみ除く）の量を53％削減（1995年度比）�
紙ごみのリサイクル率90％（本社工場）�
代替フロンHCFC使用全廃を目指す�
主要製造会社はISO14001認証取得（18サイト以上）�

るであろう。当社としては甲府事業所のモデル事業所化

構想を発展させ，更に国母工業団地の取り組みを軸にし

て，その追求を試みたいと考えている。

又，更につけ加えれば，われわれの活動が企業内に留

まらず，“良き市民”としてひとりひとりの家庭や，地域

の活動の中にまで，広く輪を広げることができたなら，

と期待をふくらませている。

当社では，計測と制御と情報をテーマに，環境保全に

役立つ各種製品やソリューションを世の中に送り出すと

ともに，グループ・グローバルで，少しでも環境負荷の

少ない製品開発，モノづくりを進め，これからの循環型

社会構築に積極的に貢献していきたいと考えている。

最後に2000年度までの当社の重点環境目標を表１に示

す。

・環境市民意識連帯感�
・徹底した分別回収�
・再生品の活用�

マインド�

・環境調和型製品設計�
・新用途の開発�
・再生化技術�

技　術�
・ISO14001�
・法制度�
・税制度�

システム�


