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気候変動（ TCFD に基づく開示）
基本的な考え方・方針

102-12

気候変動は、当社が優先的に取り組む課題であると認識して
います。このため、パリ協定の2 ℃シナリオに貢献するべく、
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ガバナンス

年々高まる気候変動の影響が深刻度を増し、2015 年 12月、

2018年6月にSBT（Science Based Targets／科学的根拠に

気候変動に関するリスクと機会の評価、CO2排出量削減目標

で合意
国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）

基づく目標）
イニシアチブより2045年までの削減計画に対する

の設定と施策に関する責任は社長執行役員が担っています。

に至ったパリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命前

認定を受けました。2019年5月にはTCFDへの賛同表明も行

また、社長執行役員が委員長を務め、社内の取締役および全

と比較し2℃以内に抑えることが合意事項となりました。また、

い、TCFDの枠組みに則った報告をしています。また、COP26

執行役員が委員を務めるESG委員会を四半期に1度、年4回

2021年11月に開催された国連気候変動枠組条約第26回締

を受けて、当社も1.5℃目標への修正を検討しています。

開催し、気候関連を含む環境活動全般（「環境目標 2030」

「 環 境目標 2030」で掲げた「2050 年 CO2 排出“0”社 会 」の

および社会
「Kyo-sei Life Vision 2030」の進捗状況も含む）

が決定され、公式文書に明記されました。

実現に向け、社長執行役員が目標設定と進捗管理の指揮を

課題への対応やガバナンス上の重点について報告・審議を行っ

TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures

とり、中長期 ESG目標「Kyo-sei Life Vision 2030」で打ち

ています。開催にあたっては、全社の環境関連問題対応部門

／気候関連財務情報開示タスクフォース）
では、投資家らが適

出した、事業展開に用いる全ての電力に占める再生可能電力

であるESG本部で各拠点の環境データ、活動状況の情報を毎

切な投資判断を行えるよう、企業等の気候関連財務情報の開

比率100%達成を全社員で目指します。そのために、2020年

月収集しチェックを行っています。その情報をESG担当執行役

示を促していく提言として、2017年6月に最終報告書を公表し

に加盟しまし
に日本気候リーダーズ・パートナーシップ
（JCLP）

員と協議して、ESG委員会の議題としています。

ました。この報告書に記された内容は気候変動の情報開示に関

た。引き続き、自社内のさまざまな事業活動に伴うCO2排出量

ESG委員会の活動状況は、ESG担当執行役員より年1回以上

する重要な枠組みとして世界的に認識されています。また、日本

の削減に努めるとともに、プロダクトライフサイクル全体を通

取締役会に報告し、取締役会の監督を受けています。ESG

では、2022年4月開始のプライム市場上場企業にTCFDに沿っ

じた排出量の抑制につながるよう、サプライチェーンに携わる

委 員 会 や取 締 役 会では、
「 環 境目標 2030」
「Kyo-sei Life

た開示が義務化されています。TCFDでは、気候変動によるリス

全ての関係者への積極的な働きかけを継続します。また、この

Vision 2030」の進捗状況に応じてチェックや指導、活動の指

クと機会を検討し、
「ガバナンス」
「戦略」
「リスクマネジメント」
「指

ような活動を全てのステークホルダーと共に推進しています。

示を行います。加えて目標を達成するために投資回収年数や

約国会議（COP26）では、さらに厳しい1.5℃目標とすること

標とターゲット」の分野について開示を求めています。
「戦略」に

投資判断を適宜検討して必要な施策を実行し、目標達成を目

おいては、気温上昇を2℃未満に抑える気候シナリオを含めた

指しています。具体的な計画については、TCFDの提言に基づ

分析結果の開示も求めています。

「Kyo-sei Life Vision
き 2021 年 か ら「 環 境 目 標 2030」
（TCFDに基づく開示）
＞
【日本】
日本気候リーダーズ・パートナーシップ
P.049 気候変動
（JCLP）
に加盟

2030」をベースに情報公開を行っています。
また、2020 年より、役員報酬の評価指標にESG 評価を組み
込み、持続的成長と中長期的な企業価値の向上、環境問題や
社会課題解決への貢献といった取り組みを一元化しています。
P.038 環境マネジメント＞マネジメント体制
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戦略
米国スタンフォード大学・カリフォルニア大学の共同研究チー
ムは2017年の「MIT Technology Review」誌に発表した研
究結果報告で、アジアは、気候変動に対する緩和策と適応策
を取らなかった場合に最も影響を受ける地域になると指摘し
ています。アジアは当社が注力している地域であり、気候変動
に関するリスクと機会を、事業戦略における重要な要素として
捉えています。

Kyo-sei Life
Vision 2030

環境

社会

ガバナンス

・APS：Announced Pledges Scenario

（各国・地域の政府が発表している2050年誓約を反映したシナリオ）
気温上昇2.1℃シナリオ。

2021 年には、WEO2021（World Energy Outlook 2021）で
示された、3つのシナリオを活用した分析を追加しました。

・NZE：Net Zero Emissions by 2050 Scenario

（2050年世界ネットゼロを達成するためのシナリオ）
気温上昇1.5℃シナリオ。
最終エネルギー消費における電力比率は、現状の20%から2050年に

50%程度まで増加する。
そのため、太陽光発電・風力発電産業・バッテリー産業などは大幅に
成長し、2050年まで世界累計で27兆米ドルの市場規模に達すると予
測。ただし、NZEの実現のためには、イノベーションによるクリーンエネ
ルギー技術の大幅なコストダウンと、水素製造の電解装置、二酸化炭
素回収・利用・貯留（CCUS）、バッテリーなどのイノベーションと投資
が必要となる。

2030年までに2,600万人の雇用がクリーンエネルギーと関連部門で生
まれる。

省エネルギー投資については、通常償却年の判断基準を拡大
加を図っています。

の減少が圧倒的に多い。

2030 年までに1,300 万人の雇用がクリーンエネルギーと関連部門で
生まれる。
・STEPS：Stated Policies Scenario

（各国・地域の政府が現在実施しているエネルギー政策を反映した
シナリオ）
気温上昇2.6℃シナリオ。

Energy Agency ／国 際 エ ネ ル ギー機 関 ）の「450 シ ナ

理的リスクによる操業インパクトの試算を独自に行いました。

財務最適化計算
することで、投資回収の判断を促進し、投資案件の拡大・増

石油消費は2030 年代半ばに、化石燃料の総消費は2030 年代におい

変動に関する政府間パネル）
の「RCP2.6シナリオ」に基づく物
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40%減少する。全てのセクターで減少に転じるが、特に電力セクター

てピークを迎える。石炭は短期的に2025年まで増加するが、その後減

（Intergovernmental Panel on Climate Change ／気候

第三者保証報告書

化石燃料の総消費は2025 年にピークを迎え、その後 2050 年までに

これらを踏まえて当社では、2018年に、IEA（ International
リオ」に 基 づくエネルギーの 財 務 インパクトおよび IPCC

外部との連携／
外部評価一覧

少する。天然ガスは、2020年代半ばから先進国で減少し始めるが、途
上国での需要の伸びにより、全体では需要は増加していく。

当社は1年ごとの状況
（短期）
、経営計画に合わせた状況
（3〜5
年の中期）
、国際的な見通し
（SDGsやパリ協定などのように10
年、20年といった長期）
に応じてリスクや機会を捉えています。
また、ERM（Enterprise Risk Management／統合型リスク
管理）の考え方を踏まえ、全社的なリスクを抽出し、その中の
ひとつとして気候変動のリスクに取り組んでいます。
抽出したリスクや機会に対応するために、財務計画とも連動し
て以下のような考え方で対応していきます。
規制要件／基準への準拠

COP26にて1.5℃目標の合意が得られたことを受け、当社も
SBTに認定を受けた2℃目標から1.5℃目標への見直しを検討
しています。
また、日本では「エネルギーの使用の合理化等に関する法律
（省エネ法）」で定められた年間1%のエネルギー効率向上に
ついて、目標達成を図るための設備投資を優先しています。

低炭素商品の研究開発専用予算
原材料コードごとにCO2排出量／材料重量に関するデータの
やり取りをサプライヤーと実施できるシステム構築に投資し、
データベース管理を実装することにより、開発者が低炭素材
料をより適切に選択できる予算を設定しています。
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シナリオ・プランニング

による森林資源の生育や、農作物等の収穫の遅れのための原

済み紙おむつのリサイクル技術」を広める機会でもあります。

推定される物理的影響を計算するためのベースとして、RCPシ

材料コスト上昇の影響などが含まれます。

この技術によって森林保護や脱炭素といった取り組みに貢献

ナリオ を使用します。これには、海面が上昇する沿岸地域で

地球温暖化は地球環境だけでなく、当社の事業展開にも深く

していきます。

のプラントの運用に関連するリスク、サイクロンなどによって引

影響を及ぼします。パリ協定を遵守すべく、さまざまなステー

き起こされるサプライチェーンの混乱に関連する運用リスク、

クホルダーと協働して対応を進めていきます。また、このよう

※ RCP
（Representative Concentration Pathways／代表濃度経路）
シナリオは、代

熱波による赤道地域のGDP低下のリスク、陸上生態系の変化

な地球温暖化問題が深刻化する状況は、当社が有する「使用

※

表濃度経路を複数用意し、それぞれの将来の気候を予測するとともに、その濃度経
路を実現する多様な社会経済シナリオを策定できる。

当社が考えるシナリオ
気候関連のリスク

GHG排出の価格づけ進行
政策および法規制

GHG排出量の報告義務の強化
既存製品／サービスに対する義務化／規制化
訴訟の増加
既存製品／サービスの低炭素オプションへの置換

技術
移行リスク

新規技術への投資の失敗
低炭素技術への移行の先行コスト
消費者の行動の変化

市場

マーケットシグナルの不確実性
原材料コストの高騰
消費者の好みの変化

評判

域において排出量取引制度や炭素税導入といった脱炭素政

まま遂行されるだけで、規制の強化は起こりにくいと予測され

策・規制が強化されることにより、再生可能エネルギー対応

ます。ただ、特に当社が積極的に展開するアジアで電気に対

やGHG排出削減のための設備投資などが増加することが予

する需要と電力量確保の重要性が高まり、短期的にコストや

測されます。

安定性などから化石燃料由来の電気がまだ増加すると予測さ

そしてアジアを中心とした人口増加から購買量が増え、製造

れます。

や配送に関わるエネルギーや資源の使用・需要が増大するこ

2℃シナリオと同様に、消費者の脱炭素意識や安全・安心意

とが予測されます。

識などのエシカル消費の需要は一定程度高まり、アジアでの

その結果、原油価格上昇と、それに伴う原材料や電力小売り

電気需要、人口の増加に伴い、エネルギーや認証材を中心と

価格の上昇、認証原材料の需要増大など、コストへの影響が

した原材料需要も増加すると予測されます。

懸念されます。

一方で、当社の商品の約80%は、衛生的環境を改善するため

また、消費者の脱炭素意識の高まりや、安全・安心意識によ

の清潔で便利な方法を提供する使い捨て商品です。海洋汚染

る認証原材料の需要の高まりなどから、エシカル消費の需要

を減らすためにプラスチック製品の使用中止など、気候変動を

が高まると予測される中、当社では商品の約70%でパルプを

緩和するように設計された環境配慮型商品への消費者の移
行は、潜在的に市場の縮小につながる可能性があると考えて

いるというレピュテーションリスクがあると考えています。

います。

サイクロン、洪水などの異常気象の激甚化

大規模な台風、サイクロン、および気候変動に起因するその他

当社は世界規模で資材を調達し、主に針葉樹と石油ベースの

降水パターンの変化、気象パターンの極端な変動性

の気象異常によって引き起こされる大規模な災害は、特にアジ

資材を利用しています。2℃シナリオを上回る気候変動による

アを中心とした当社が進出している約80%の国・地域で発生

突然の大規模なサイクロンや洪水の発生は、森林資源の損傷

しています。

による供給不足を引き起こし、稼働率の低下や製造工場の停

当該セクターへの非難

平均気温の上昇

物理的リスク

4℃シナリオ
カーボンニュートラルは標榜されますが、現状の政策がその

使用しており、パルプを使う企業として、森林破壊に加担して

ステークホルダーの不安増大、またはマイナスのフィードバック
急性

2℃（1.5℃）シナリオ
カーボンニュートラルを実現するため、当社が展開する国・地

慢性
海面の上昇

また、世界的に大雨の頻度が増加する可能性、北米におけるハ

止、サプライチェーンの停止につながるリスクがあります。

リケーン発生数の増加や被害額増大などにより、当社商品の

また、気温上昇による労働環境維持や商品品質維持のための

主原料であるパルプ用の木材産地が被害を受けるおそれがあ

空調エネルギー費用の増加、豪雨被害の増加に伴う損害保

ると考えています。また別の産地であるブラジルと合わせて考

険費用の増加、不動産価値の減価が想定されます。

えると、森林が各地域2〜5Mha／年減少していることが報告

その結果、15%を超えるコア営業利益率を維持することが難

されていることなどから、持続可能性に配慮した森林資源の調

しくなります。

達の必要性がますます高まり、森林破壊が加速するとパルプの
調達が厳しくなるリスクがあると考えています。
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気候関連の機会
効率的な輸送手段の利用
より効率的な生産・流通プロセス
資源の効率

再生利用
（リサイクリング）
の利用

国際協定が進み気温上昇2℃未満の削減目標が達成された

民間部門のグリーン経済の積極的な開発が進み、移行リスク

場合、アジアを中心に人口増加と経済成長から当社商品の購

が経済的に合理的なレベルに制限されます。

買量が増え、売上はCAGR（年平均成長率）
が7%から9%に

物理的なリスクは増大しますが、経済発展のスピードが加速

増加し、関連するエネルギーコストの増加を吸収することがで

し、対応可能な経済的余裕が、使用済みの紙おむつリサイク
ル技術のコストを吸収する機会の増加をもたらすと考えてい
ます。

ける省エネやエネルギー効率の向上、工場で排出される廃棄

さらに、環境と経済のグローバルなバランスにより、消費者は

政策的インセンティブの利用

物のリサイクル活動、再生可能電力への切り替えなどを進めて

低環境負荷商品の価値を再評価し、販売機会の拡大につな

おりCO2排出量削減とコスト削減が可能となります。

がると考えています。

新技術の利用

また、環境負荷の少ない商品・サービスに貢献する需要が見

また、持続可能な原材料の開発やプラスチックの使用に対す

込まれ、新たな商品、技術開発によるコスト削減や収益増加

る規制の厳格化によるバイオ素材を使用した商品の需要が増

の可能性があります。

加し、新たな収益機会の創出、再生可能エネルギーの利用や

低炭素商品・サービスの開発、拡大

消費者の脱炭素意識や、安全・安心意識から認証原材料の

エネルギー源の多様化により、炭素コストの減少などが考え

ニーズが高まり、エシカル消費の需要の高まりが予測され

られます。

気候への適応と保険によるリスクへの対応

ます。

当社が進める使用済み紙おむつリサイクルシステムを中心とし

当社が進出している国・地域の90%以上が、使用後の紙おむ

た気候変動や森林資源保護の取り組み、その他の環境配慮

R&Dとイノベーションを通じた新製品・サービスの開発

消費者の好みの変化
新たな市場へのアクセス
公共セクターのインセンティブの利用
保険補償を新たに必要とする資産や地域へのアクセス
再生可能エネルギープログラムへの参加、省エネ対策の採用
レジリエンス
（回復力）

4℃シナリオ

当社では資源の効率的な活用に向け、各拠点や輸送工程にお

ビジネス活動を多様化させる能力

市場

2℃（1.5℃）シナリオ

043

きます。

分散型エネルギー生産へのシフト

製品およびサービス

第三者保証報告書

水利用・消費の削減

炭素市場への参加

機会

外部との連携／
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高効率ビルへの移行

低炭素排出のエネルギー源の利用

エネルギー源

ガバナンス

社会

資源の代替／多様化

つを焼却するか野積みまたは埋立て処理を行っています。

設計や認証材を使用した商品を提供することで、消費者のエ

そこで、当社は使用済み紙おむつをリサイクルする取り組みを

シカル消費への期待に応えることが可能と考えています。

進めています。リサイクルが実施できた場合、焼却によるCO2

加えて、世界的な気候変動により、デング熱、マラリアなどの

や野積み・埋立て時のメタンガスなどのGHG発生を削減でき

感染症に適した気温域が移行することで、新たに発生する

ると試算しています。そのことから、使用後の紙おむつのリサ

国・地域が見込まれることから、消費者の安全・安心ニーズを

イクルに取り組んでいる点が評価され、再生したパルプを活用

満たす、衛生用品の市場が拡大する可能性があります。

した商品への支持が高まる可能性があると考えています。

また、企業資産を保護するための十分な時間と財源（高潮や

加えて、環境配慮設計や認証材を使用した商品を拡充する

気温上昇への対応、関連保険等）
の確保が期待でき、コア営

ことで、エシカル消費への期待に応えることが可能と考えて

業利益率が15%を超えると予想しています。

います。
その結果、2050年以降も持続可能な成長を遂げると予測
しています。

気候変動に関する最も重要な、ビジネス上の戦略への影響は、

戦略の中に環境配慮を掲げ、生産部門においては省エネ活

COP21パリ協定の2℃目標に科学的アプローチで参加するこ

動、再生可能エネルギーの導入など短期・長期それぞれの視

とだと考えています。SBTで2030年の削減目標の承認を受け

点による計画を戦略に落とし込み、実施しています。また、

たことから、社内では事業部門・開発部門において、商品開発

COP26を受けて1.5℃目標への見直しを検討しています。

Unicharm Group
Sustainability Report 2022

イントロダクション

サステナビリティ
マネジメント

Kyo-sei Life
Vision 2030

環境

社会

ガバナンス

外部との連携／
外部評価一覧

第三者保証報告書

044

動の影響のシミュレーションを行い、IPCC気候変動レポート

の策定にリンクされます。取締役および全執行役員が参加す

やIEAのWEO2021などの情報を使用して、2050年までの複

るESG委員会が上記のシナリオに影響を与えると判断した場

ERM（統合型リスク管理）の考え方を踏まえ、全社的なリスク

目標シナリ
数の定性的なシナリオを構築します
（2℃（1.5℃）

合は、対応担当部門を設定し、ESG本部を事務局として計画

を抽出し、その中のひとつとして気候変動のリスクにも取り

オと4℃目標シナリオ）。

を立案します。次回のESG委員会で承認後、担当部門が計画

組んでいます。

これらのシナリオと、サイトレベルのリスク評価の一部として

を実施します。さらに、担当部門はESG 委員会で計画の進捗

当社全体での気候関連のリスク評価は、ESG本部が行います。

計算された被害の推定値は、グループ各社の被害の合計値を

状況を報告します。

まず、TCFD の推 奨に基づいて、重 大 度、範 囲、移 行リスク

推定するために使用します。評価の結果はESG委員会および

（カーボンプライシング、エネルギー価格など）を含む気候変

取締役会に報告され、それに応じて事業戦略および事業計画

リスクマネジメント

P.111 リスクマネジメント＞事業等のリスク

TCFDに基づいたリスク評価
気候関連のリスク

気候関連のリスクの内容
・炭素税2030年に100米ドル／ton

GHG排出の価格づけ進行
政策および法規制

技術

・排出権取引の拡大
・日本では炭素税と再生可能エネルギーの購入コスト構造により、電気料金が上昇傾向にある

GHG排出量の報告義務の強化

・炭素価格の範囲をScope3に拡大

既存製品／サービスに対する義務化／規制化

・GHG排出に関する規則が、先進国だけでなく発展途上国にも適用されると、当社全ての工場が対象となることが想定

訴訟の増加

・NPOまたはNGOによる調査または内部告発の結果として、サプライチェーン全体で訴訟のリスク

既存製品／サービスの低炭素オプションへの置換

・省エネルギー対策の開発に伴うコスト拡大

新規技術への投資の失敗

・投資の未回収、市場シェアの低下

低炭素技術への移行の先行コスト

・設備投資コストの拡大、長期価格固定リスク

移行リスク

・エシカル消費の浸透
消費者の行動の変化

・競合他社が商品の形状を変更して資材の量や生産プロセスの効率化技術を開発してCO2排出量の少ない気候変動対策商品を先行して発
売するリスク

市場
マーケットシグナルの不確実性
原材料コストの高騰

評判

・アジアにおける消費者購買心理の変化

・環境対応コストを商品価格に上乗せした場合の市場シェアの低下
・原材料のコストが上昇
・持続可能性に配慮した森林資源の調達の必要性がますます高まり、森林破壊が加速するとパルプの調達が厳しくなる

消費者の好みの変化

・誤った使用方法や評判の流布による市場シェアの低下

当該セクターへの非難

・パルプを使う企業として、森林破壊に加担しているレピュテーションリスク

ステークホルダーの不安増大、またはマイナスのフィードバック

・気候変動対策の遅れによる株価や企業価値への影響
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気候関連のリスク・機会の内容
・サイクロンによる供給不安定やサプライチェーンの停止、またそれに伴う運用コストの増加

急性

サイクロン、洪水などの異常気象の激甚化

・北米におけるハリケーン発生数の増加や被害額増大などにより、商品の主原料であるパルプ用の木材産地が急性の物理リスク被害を

降水パターンの変化、気象パターンの極端な変動性

・豪雨被害の増加に伴う損害保険費用の増加、不動産価値の減価

平均気温の上昇

・気温上昇による赤道域のGDPの低下、および原材料コストの上昇

海面の上昇

・海面上昇に伴う沿岸地域における製造拠点の洪水による操業停止

効率的な輸送手段の利用

・他企業とのコラボレーションを含めた、鉄道や船舶の活用によるCO2排出量削減

より効率的な生産・流通プロセス

・エネルギー使用の変化、効率化によるCO2排出量削減

受ける恐れ

物理的リスク
慢性

資源の効率

再生利用
（リサイクリング）
の利用
高効率ビルへの移行

エネルギー源

・使用済み紙おむつリサイクル技術の利用拡大
・使用済み紙おむつをリサイクルする取り組みによる焼却のCO2や野積み・埋立て時のメタンガスなどのGHG発生を削減
・オフィスのCO2排出量削減

水利用・消費の削減

・環境配慮型商品設計、工場の効率化推進

低炭素排出のエネルギー源の利用

・2050年カーボンニュートラルの実現、エネルギーコスト低減

政策的インセンティブの利用

・設備投資コストの低減、積極的投資の実現

新技術の利用

・新技術活用によるエネルギー調達コストの低減

炭素市場への参加

・炭素売買による収益の獲得

分散型エネルギー生産へのシフト

・低炭素エネルギー源を利用した生産コストの低減
・使用済み紙おむつリサイクル技術の利用が拡大

低炭素商品・サービスの開発、拡大

機会

・使用済み紙おむつリサイクル技術のコストを吸収する機会が増加
・高度な使用済み紙おむつリサイクル技術を実用化
・低環境負荷商品の需要が高まる

製品およびサービス

気候への適応と保険によるリスクへの対応

・製品ライフサイクル各プロセスでの気候変動対応による企業価値の向上

R&Dとイノベーションを通じた新製品・サービスの開発

・環境配慮型商品設計の推進による市場シェアの拡大

ビジネス活動を多様化させる能力

・当社の理念である「NOLA & DOLA」を実現する商品の展開

消費者の好みの変化

・消費者は低環境負荷商品の価値を再評価
・お客様の期待に応えるスピードが早いと評価され、商品の競争力を獲得するのに有利な位置につける
・持続可能な経済の発展

新たな市場へのアクセス

・経済発展は加速

市場

レジリエンス
（回復力）

・民間部門のグリーン経済の積極的な開発が進む

公共セクターのインセンティブの利用

・SDGsにフォーカスした経済発展の追求

保険補償を新たに必要とする資産や地域へのアクセス

・持続可能な取り組みを推進していくことで、機関投資家などに評価され、長期に安定した株式保有の可能性が高まる

再生可能エネルギープログラムへの参加、省エネ対策の採用

・企業資産を保護するための十分な時間と財源（高潮や気温上昇への対応、関連保険等）
の確保

資源の代替／多様化

・代替素材の活用による環境負荷低減
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Scope1および2については、各拠点の活動推進者と年4回省

気候変動緩和策の具体的計画としての SBT 活用

エネワーキング活動を行い、年間計画と進捗を確認していま

当社は気候変動緩和策の具体的な対応計画立案のため、国

当社ではCO2排出量削減の目標設定について、2018年6月に

す。Scope3の大部分を占める原料のCO2排出量については、

際的イニシアチブであるSBTに2017年5月より賛同し、2045

SBTイニシアチブより2045年までの削減計画に対する認定を

商品機能とCO2排出量の観点より設計段階から商品ごとの

年までのシミュレーションを行い削減計画を立案しました。

受けました。このため具体的なCO2排出量削減の長期目標は

によるCO2排出量を計算し商
LCA（Life Cycle Assessment）

SBTと協議し2 ℃目標に整合した計画として、2018 年 6月に

Scope1（直接排出量：自社の工場・オフィス・車両など）およ

品開発者とESG本部で協議して対策を検討します。

日本で17番目の認定を受けました。

指標と目標

COP26を受け、1.5℃目標への修正を社内で検討しています。

びScope2（エネルギー起源間接排出量：電力など自社で消費
したエネルギー）
のそれぞれについて設定しています。

その他
製造段階の

SBT CO 2排出量削減目標
当社の管理指標として、2030年までにScope1では2016年比90%
削減、Scope2では2016年比30%削減を目指す

また、この目標達成を通じて、以下のリスクに備えていきます。

102-12

7%

約

Scope3の購入した資材

46%

Scope1およびScope2

7%

約

使用後の廃棄

40%

約

約
ライフサイクル

におけるCO2の

排出量の比率（日本）

パリ協定達成に向け規制が強化されると、省エネルギー対策
の開発や排出権の購入が必要になり、電力会社、製造拠点、
供給業者のコストが上昇するリスクがあると考えています。
日本では、炭素税と再生可能エネルギーの購入コスト構造に
より、電気料金が平均で約10% 上昇しています。仮に、当社
が生産活動を行っている日本以外の全ての国や地域で炭素税
が導入される、あるいは再生可能エネルギーの購入コスト
構造が改善されない場合、運用コストが10% 増加する可能
性があると考えています。

「環境目標 2030 」気候変動への対策の目標、実績（「環境目標 2030 」より抜粋）
環境課題

ライフサイクルにおけるCO2の排出量（日本）の比率について
は、Scope3の購入した資材が約 46%、使用後の廃棄が約

40%、製造段階のScope1およびScope2で約7%の順（その
となっています。
他輸送や事業活動での排出が約7%）

気候変動対応

実施項目

基準年

2021年目標

2021年実績

2022年目標

2030年目標

原材料調達時CO2排出量削減

原単位

2016年

▲1.7%

9.7%（日本）

▲3.4%

▲17%

製造時CO2排出量削減

原単位

2016年

▲3.4%

▲26.9%

▲28.0%

▲34%

原単位

2016年

▲2.6%

23.7%（日本）

▲5.2%

▲26%

使用済み商品廃棄処理時

CO2排出量削減

2050ビジョン

CO2排出“0”
社会の実現
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302-1,302-2,302-4,302-5

サプライチェーンを通じたCO 2排出量
（ Scope1 〜 3 の全体像）

305-1,305-2,305-3,305-5

世界で最も広く利用されているGHG（温室効果ガス）排出量

Kyo-sei Life
Vision 2030

2019年

2020年

2021年

24

25

25

Scope2

141

140

118

Scope3 1 購入

771

1,065※

959※

Scope

この基 準に従った試 算の結 果、約 46% が 購 入した資 材、

Category

2 資本財

84

41

68

3 その他燃料

2.7

3

22

4 上流輸送

48

48

48

1.1

1.1

1.2

6 従業員の出張

0.4

0.1

0.1

7 従業員の出勤

1.8

1.7

1.9

5 事業廃棄物

約 40%が使用後の廃棄によるものでした。今後も低炭素社
会の構築に向けたCO2排出量削減活動に取り組みます。
※ 米国の環境NGO「世界資源研究所
（WRI）
」と国際的企業200社からなる会議体「持

続可能な発展のための世界経済人会議」が中心となり、1998年、GHG
（温室効果ガ

ス）
排出量算定と報告の基準を開発するための会議「GHGプロトコルイニシアチブ」

単位

千ton

8 上流のリース資産

1.1

0.7

0.8

12 商品使用後廃棄

531

817※

841※

Scope3合計

が発足しました。2001年に「GHGプロトコル」第1版が発行されて以来、GHG排出

Scope1、2、3合計

外部との連携／
外部評価一覧
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1,440

1,978

1,942

1,606

2,143

2,085

305-1,305-2,305-5

2021 年 の CO2 排 出 量 は、Scope1 が 25 千 ton、Scope2 が
118千tonとなりました。今後も、各国・地域でのCO2排出量
削減活動を推進し、売上高原単位の削減に取り組みます。

CO 2排出量の削減
2020年より、全グループのデータを把握し、削減活動を推進
しています。
CO 2排出量推移（ Scope1 、Scope2 ）
排出量
（千ton）

450

① 外部生産委託品の仕入れに伴うもの。②ユニ・チャームグループの材料法人が

150

Scope3 Category9、10、11、13、14、15に関しては、正確な算定が困難、もしくは

0

グループ外へ販売したもの。

3

0.844

300

ました。

原単位
（ton／100万円）

600

※ Scope3 Category1およびCategory12については、2020年実績より、下記を加え

該当する活動が無かったため除外してます。
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事業活動から排出されるCO 2排出量（ Scope1 、2 ）

Scope1

排出量の試算を行っています。

P.039 環境マネジメント＞ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー

ガバナンス

社会

Scope 別 CO 2排出量（日本）

算定基準である「GHGプロトコル※」に準拠して、当社のCO2

量算定基準の世界標準となっています。

環境

日本

46 0.811

3

3

1.00

49
0.716

307

329

324

164

164

142

2019年

2020年

2021年

0.75

0.50

0.25

アジア／オセアニア

北米／中南米／欧州

中東／アフリカ

原単位（右軸）

（Scope1、Scope2）
P.062 環境データ＞CO2排出量

再生可能エネルギーの取り組みを推進（ Scope2 ）
P.031 重要取り組みテーマ 地球の健康を守る・支える＞気候変動対応

0
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チェーン全体での効率化を図るとともに、2021年は前年比で

グリーン物流パートナーシップ会議 優良事業者表彰で「物

305-3

CO2排出量約1%削減（392ton-CO2）を実現しました。今後

流 DX・標準化表彰」受賞

2017年にサプライヤーを対象に行った品質方針説明会で持

も持続可能な物流体系構築と環境負荷低減に向け、さらなる

持続可能な物流体系構築の取り組みとして、
「異業種との協

続可能な資源調達の対応の説明を行いました。購入した資材

取り組みを推進します。

業」を推進しています。2021年12月には、物流パートナーで

（ Scope3 Category1 ）

と使用後の廃棄でCO2排出量が約86%を占めるため、サプラ

ある株式会社日立物流、株式会社バンテック、井本商運株式

イヤーと共に対策を進めることの重要性を改めて認識するこ

エコレールマークを取得

会社、資材メーカーである住友精化株式会社の協力の下、

とができました。2021 年も品質方針説明会の開催を予定し

当社はCO2排出量削減の取り組みとして

ユニ・チャームプロダクツ九州工場における「海外輸出用コン

ていましたが、COVID-19の影響により中止したため、サプラ

「モーダルシフト」を推進しており、2019

テナを活用した資材国内輸送と同一コンテナによる製品輸出」

イヤーには個別に環境へ配慮した資材導入の協力要請を行

年に「エコレールマーク」の企業認定を

「バンニングマシンによるコンテナへの製品積み込み作業自動

いました。

取得しました。福島工場と四国工場間

化」の取り組みが、経済産業省・国土交通省・産業界が主催

の長距離輸送を中心に環境にやさしい

する「令和3年度グリーン物流パートナーシップ会議優良事業

鉄道輸送を拡大しています。

者表彰」において「物流DX・標準化表彰」を受賞しました。今

【タイ】工場における廃棄物削減活動
（ Scope3 Category5 ）
タイの現地法人では、工場の製造工程から出る規格外商品を

回の受賞は、2019 年の株式会社資生堂、ライオン株式会社
「サプライチェーン イノベーション大賞」を受賞

との販促物共同配送事業による「経済産業大臣表彰」、2020

破砕する設備を導入し、発生した廃棄物全体の約97%をリサ

サプライチェーン効率化の取り組みとして、お取引先との連携

年の株式会社ニトリとのスワップボディコンテナを活用したラ

イクルしています。国内のリサイクル活動と併せて、埋立廃棄

を推進しています。2020 年 7月3日には、株式会社 PALTAC、

ウンド
（往復）輸送による「国土交通大臣表彰」に続き、3年連

物ゼロを実現しています。

株式会社薬王堂との3社協働による業界初となる「キャリーを

続での受賞となりました。この取り組みにより、両運行回数

活用した一貫ユニットロード化」の取り組みが評価され、経済

50% 削 減（ 年 間 約 160 回 運 行 ）、CO2 排 出 量 削 減（ 年 間

産業省が事務局を務める製・配・販連携協議会において「サ

270ton-CO2）、ドライバー運 転 時 間 約 60% 削 減（ 年 間 約

プライチェーン イノベーション大賞 2020」を受賞しました。

2,000時間）、人手によるコンテナ積み込み作業削減（年間約

この賞は、サプライチェーン全体の最適化に向け、製・配・販

900時間）を実現しています。

【日本】工場における廃棄物削減
P.052 汚染予防と資源活用＞
P.053 汚染予防と資源活用＞工場外に排出される廃棄物の処理

【日本】配送および小売りでの CO 2排出量の削減活動
（ Scope3 Category4 、9 ）
ユニ・チャームプロダクツ株式会社では、お取引先との連携に
よる輸配送効率化、モーダルシフトの推進、段ボールサイズの
コンパクト化やパレットモジュール効率化による車両積載率
向上など、持続可能な物流体系構築に向けた取り組みを積極
的に推 進しています。これらの取り組みにより、サプライ

各層の協力の下、優れた取り組みを行い業界を牽引した企業
に対し、その功績を表彰するものです。この取り組みにより、
流通過程で発生していた商品積み替えなどの作業を軽減。庫
内作業者およびドライバーの負担軽減と労働時間削減（従来
を実現しました。
比約60%減）
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【日本】
日本気候リーダーズ・パートナーシップ
（JCLP）
に加盟

鉄道コンテナによる共同輸送を開始
ユニ・チャームプロダクツ株式会社は、サントリーMONOZUKURI
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「脱炭素チャレンジカップ2022」は、COVID-19の影響により、
リモート形式での開催となりましたが、ファイナリスト28団体

エキスパート株式会社の物流子会社であるサントリーロジスティ

当社の中長期 ESG目標「Kyo-sei Life Vision 2030」では、

のプレゼンテーションを審査した結果、ジュニア・キッズ部門

クス株式会社と静岡県〜福岡県の区間において、2021年2月、

衛生的で便利な商品・サービスの提供と、地球環境をよりよ

から参加した、香川県三豊市立下高瀬小学校の「『もったいな

鉄道コンテナによる共同輸送を開始しました。

くする活動への貢献を両立することを目指し、
「2030 年まで

い』と『ありがとう』で地球温暖化を防ごう」を「最優秀やさし

軽量物である当社商品と重量物であるサントリーの飲料を混

に事業展開に用いる全ての電力を再生可能電力に切り替え

さでささえる賞」に選出しました。

載することで積載効率を最大化。週 1 回の共同輸送により、

る」という目標を設定しました。当社は80 以上の国・地域で

下高瀬小学校では、使わないときはコンセントからプラグを抜

CO2排出量削減（年間約2ton-CO2）を実現しています。

事業を展開しており、2030 年に再生可能電力比率 100%を

く、照明をこまめに消す、ごみを減らし環境への負荷を低減す

目指すには、さまざまな課題を解決する必要があると考えてい

るなどの自分たちでできることをまとめた「もったいない憲法」

ます。以上を踏まえて、2020 年 10月に持続可能な脱炭素社

を作成し省エネ活動に取り組んでいます。そして、その活動に

会の実現を目指す企業グループである「日本気候リーダーズ・

対して「ありがとう」で応えることで、さらなる活動を促す工夫

2018 年 7 月 6 日 に 東 京 で 発 足 した「JCI（Japan Climate

パートナーシップ（JCLP）」に加盟しました。賛助会員として、

がなされています。

Initiative／気候変動イニシアティブ）」の設立宣言「脱炭素化

各種の講習や勉強会、イベントに参加し、加盟企業様との意

当社は、下高瀬小学校の皆さんの活動が、脱炭素社会実現に

をめざす世界の最前線に日本から参加する」に賛同し、JCIに

見交換などを行いながら、目標達成に向けた知見の獲得を実

貢献し持続可能な社会づくりにつながる取り組みの参考モデ

参加しました。気候変動対策に積極的に取り組む企業や自治

行しています。JCLP加盟を通じて、自社内のさまざまな事業活

ルに資すると考えました。

体、団体、NGOなどと連携しながらCOP21パリ協定の達成に

動に伴うCO2排出量の削減に努めるとともに、プロダクトライ

「もったいない」精神での省エネ活動にとどまらず、そこに「あ

努めます。

フサイクル全体の排出量抑制にも積極的に働きかけ、脱炭素

りがとう」という感謝の意が加わることで持続的な取り組みと

社会の実現と持続可能な経済発展に寄与していきます。

なり、
「最優秀やさしさでささえる賞」にふさわしいとして選出

【日本】気候変動イニシアティブ（ JCI ）に設立時から参加
102-12

【日本】低炭素社会の構築に向けた取り組みを表彰

しました。

「脱炭素チャレンジカップ」は、脱炭素社会の構築を目指し、次
世代に向けた地球温暖化防止につながる活動に日々取り組ん
を表
でいる多種多様な団体（学校・企業・自治体・NPOなど）
彰する制度です。全国の優れた取り組みのノウハウや情報を
共有し、さらなる活動への連携や意欲を創出する同制度は、

2022 年で12 年目を迎えました。当社は「脱炭素チャレンジ
カップ」の取り組みに賛同し、協賛企業として、企業・団体賞
「最優秀やさしさでささえる賞」を設けています。

下高瀬小学校の活動報告

受賞された下高瀬小学校（上）
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CDP※「気候変動」評価
当社は国際的な非営利団体であるCDPから2021年の活動に
ついて、気候変動に対する取り組みや情報開示が優れた企業
として「A-」の評価を受けました。
これは当社全体で気候変動に対するPDCAのサイクルが高い
レベルで機能し、ステークホルダーに対する情報
開示を進めている点が評価されたものです。今
後もより一層気候変動に配慮した活動を推進し
ていきます。

気候変動

2019年

2020年

2021年

B

A-

A-

また、2021 年は商品ライフサイクルにおける原材料調達部
分のCO 2 排出量算出の取り組みをサプライヤーと共に取り
組んでいることなどが評価され、
「サプライ
ヤー・エンゲージメント・リーダー」に選定さ
れました。
※ グローバルに環境に関する調査実施、情報開示を行い、持続可
能な社会の実現を図る国際NGO

P.057 生物多様性＞CDP「フォレスト」評価
P.059 水資源＞CDP「ウォーター」評価
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