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ＳＭＦ新格付 2009「カーボン・イノベーション格付」の考え方 

環境経営学会新格付委員会 2010年 2月 

 

【要旨】 

「カーボン・イノベーション」を格付評価テーマとし、日経 225（日経平均株価） の構成

企業 225 社を対象として、環境報告書などの公開データを基にした独自基準による新たな格

付の結果を、メディアを通じて公表する。それにより企業の低炭素経済への移行・転換を訴

える。 

 昨年度はダイアモンド社とタイアップし約 3600 社に対し、気候変動対策について長期計画

の有無等についてアンケート調査し、その結果に基づくランキングを発表した。当時は 2050

年等の超長期ビジョン・目標を公表している企業はごく少数であり、大企業からの回答も限

定的であった。ただし、ヒアリング調査では検討中の企業もかなりあることがわかり、事実

この 1年間で公表する企業も増えている。 

しかしながら、気候変動に対して日本企業が抜本的に対応し、「真の国際競争力」を獲得す

るには、影響力の大きい大企業がドラスティクな方針変換をすることが極めて重要であると

判断した。そこで、今年度は日経 225 の構成企業を対象に、新たな視点から自主的な格付を

行なうこととした。 

 

【狙い】 

 企業の過去の実績を踏まえつつも、「未来志向型」の格付評価を旨とする。 

 地球温暖化（気候変動）の緩和を目的にしたカーボン・イノベーションについて学会が考

える姿に、日本企業がどれだけ近づいているかを、公表された「環境報告書」に基づき評

価し、結果を社会に問う。 

 本格付は、日本企業にカーボン・イノベーション戦略の構築を促すことが目的であり、決

して批判を意図するものではない。現時点で環境先進企業であっても、評点は必ずしも高

くはない。これから始まる低炭素経済においては、ISO14001 に代表される既存の環境マ

ネジメントでは、カーボン・イノベーションには通用しないことの「気づき」を促す。 

 

【評価対象企業】 

 日経 225（日経平均株価）に採用された 225 社（資料参照）。 

 本来、全上場企業ないし環境報告書の公表企業とすべきだが、公表データの入手性と格付

作業の効率化の観点から絞り込んだ。 

 

【評価テーマ】 

 今年度は焦点を絞り込むために、「カーボン・イノベーション」を評価テーマとする。 

 地球温暖化（気候変動）に対する「緩和」を評価し、「適応」は評価対象外とする。 

 「プロセス」と「プロダクト」の両面を評価対象とする。 

 バウンダリー（取組範囲）の大小によって評点を変える。 
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 作業効率性と客観性の観点から、格付評価シートはシンプルなものとする。 

 

【評価方法】 

 公表データである「環境報告書」（多くの場合、CSR 報告書等）に限定する（ただし、ホ

ームページの html については、環境報告書にその掲載場所が明記されるものは対象とす

る）。環境報告書が発行されていない場合には、日本語アニュアル・レポートを用いる。 

 評価対象データは、原則として 2009 年 11月末までに公表された環境報告書に記載された

ものとする（ただし、11 月以降の公表が予想される報告書については、可能な限り採用

する）。 

 格付評価に当たり、エビデンス確認やアンケート、ヒアリングは行わない。 

 格付結果の表示方法は、10 点刻みの格付ランクとする（個社の評価素点は公表しない）。 

 

【評価体制】 

 格付評価の運営は、原則として新格付委員会の合意とする。 

 後藤敏彦委員長、川村雅彦委員長代行以下 9名の委員 

 実際の格付評価作業は、本学会会員を中心に募集した格付審査員約 40 名を業種別に 8 チ

ーム編成し、委員（チーフ）も含めて行った。 
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日経 225（日経平均株価）の構成企業 
 

【製造業】 

1.食品 

日清製粉グループ本社 明治 HDG -- 

日本ハム サッポロ HDG アサヒビール 

キリン HDG 宝 HDG キッコーマン 

味の素 ニチレイ 日本たばこ産業 

2.繊維 

東洋紡績 ユニチカ 日清紡績 

帝人 東レ 三菱レイヨン 

クラレ   

3.パルプ・紙 
王子製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 

日本製紙グループ本社   

4.化学工業 

三菱ケミカル HDG 昭和電工 住友化学 

日産化学工業 日本曹達 東ソー 

電気化学工業 信越化学工業 三井化学 

宇部興産 日本化薬 花王 

旭化成 富士フイルム HDG 資生堂 

5.医薬品 

武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 

塩野義製薬 中外製薬 エーザイ 

協和発酵キリン 第一三共  

6.石油 新日鉱 HDG 新日本石油 昭和シェル石油 

7.ゴム 横浜ゴム ブリヂストン  

8.窯業 

旭硝子 日本板硝子 住友大阪セメント 

太平洋セメント 東海カーボン ＴＯＴＯ 

日本碍子 日東紡績  

9.鉄鋼業 
新日本製鐵 住友金属工業 神戸製鋼所 

大平洋金属 JFEHDG  

10.非鉄金属・金

属製品 

ＳＵＭＣＯ 古河機械金属 三井金属鉱業 

東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 

ＤＯＷＡ HDG 日本軽金属 古河電気工業 

住友電気工業 フジクラ 東洋製罐 

11.機械 

オークマ 小松製作所 住友重機械工業 

荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 

日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 

クボタ 日本製鋼所 日立造船 

三菱重工業 ＩＨＩ 日立建機 

12.電気機器 

アドバンテスト GSユアサコーポレーション 東京エレクトロン 

キヤノン ミネベア カシオ計算機 

日立製作所 東芝 三菱電機 

富士電機HDG 明電舎 日本電気 

富士通 沖電気工業 パナソニック 

シャープ ソニー ＴＤＫ 

三洋電機 ミツミ電機 アルプス電気 

パイオニア クラリオン 横河電機 

デンソー パナソニック電工 太陽誘電 

京セラ ファナック  

13.造船 三井造船 川崎重工業  

14.自動車・自動

車部品 

日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 

日野自動車 マツダ 本田技研工業 

スズキ 富士重工業 三菱自動車工業 

15.精密機器 
テルモ ニコン オリンパス 

コニカミノルタ HDG リコー シチズン HDG 

16.その他製造業 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 
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【非製造業】 

17.水産 日本水産 マルハニチロ HDG  

18.鉱業 国際石油開発帝石   

19.建設 
コムシス HDG 大成建設 大林組 

清水建設 鹿島建設 大和ハウス工業 

日揮 積水ハウス  

20.商社 
伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 

三井物産 住友商事 三菱商事 

双日 ソフトバンク  

21.小売業 
ファーストリテイリング セブン＆アイ・HDG Ｊ．フロント リテイリング 

三越伊勢丹 HDG 高島屋 丸井グループ 

イオン ユニー  

22 銀行 

ふくおかフィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 

新生銀行 千葉銀行 横浜銀行 

静岡銀行 みずほ信託銀行 住友信託銀行 

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそな HDG 中央三井トラスト・HDG 

23.証券 
大和証券グループ本社 野村 HDG みずほ証券 

松井証券   

24.保険 
損害保険ジャパン 東京海上 HDG 三井住友海上グループHDG 

Ｔ＆Ｄ HDG   

25.その他金融業 クレディセゾン   

26.不動産 
三井不動産 三菱地所 平和不動産 

東急不動産 住友不動産  

27.鉄道・バス 
東武鉄道 東京急行電鉄 小田急電鉄 
京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 

西日本旅客鉄道   

28.陸運 日本通運 ヤマト HDG  

29.海運 日本郵船 商船三井 川崎汽船 

30.空運 全日本空輸 日本航空  

31.倉庫 三菱倉庫   

32.通信 
ＫＤＤＩ スカパーＪＳＡＴ HDG ＮＴＴデータ 

日本電信電話 ＮＴＴドコモ  

33.電力 東京電力 中部電力 関西電力 

34.ガス 東京瓦斯 大阪瓦斯  

35.サービス業 
東宝 東京ドーム セコム 

コナミ ＣＳＫ HDG 電通 

ヤフー トレンドマイクロ  

資料：NIKKEI NET「日経平均プロフィール」2009年 10月 26日現在 
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「イノベーション基本方針」とその考え方 

 

（1）イノベーション基本方針の有無 

企業のいわゆる環境・CSR 報告書における社長緒言等のなかに、さまざまな形で企業変革や技

術革新について触れられ、コミットされている。これをレベル分けして評価することは、現時点では極

めて困難であることが、新格付評価の試行段階で明確になった。従って、評価項目Ⅰ(イノベーショ

ンの基本方針)では、「イノベーション基本方針の有無」で 0点か 5点の 2項判定とした。 

ここでいう「イノベーション基本方針」は、例えば ISO14001等の「環境方針」をイメージしていただく

と分かり易い。×年×月×日制定(改訂)、公表をともなう「基本方針文書」で、しかも内容が下記の

ような意味を含むものをいう。現状では日本企業の中でこうした方針をたてているものは皆無に近

いと想定している。 

 

（2）イノベーションの考え方 

我々の考えているイノベーションは単なる「技術革新」ではない。Innovation が本来意味するもの

は、「新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもたらす自

発的な人・組織・社会の幅広い変革である(ウィキペディア)」。すなわち、「パラダイムシフト」、「事業

変革」を意味しており、イノベーション基本方針はそれを方針とか宣言として明確に文書化、公表し

ているものを意味している。にもかかわらず、これを評価のトップにもってきたのは以下の理由によ

る。 

産業革命以来の科学技術による現在の工業文明は地球資源の枯渇等から、従来の延長線

(BAU)では人類の存続すら危ぶまれることが明確になってきている。地球資源の枯渇にはピークオ

イルなど単に物質のみならず廃棄物の処分場の枯渇も含まれる。すなわち、CO2 の捨て場である

大気圏の限界を超えつつある許容力も意味している。だからこそ 2009年の G8や COP15における

「コペンハーゲン合意」では、先進国は 2050 年に 80%以上の削減、2℃ターゲットを宣言したのであ

る。こうしたことは単なる技術革新、省エネ・省資源で達成できるものではなく、この工業文明を根本

から変えていくパラダイムシフト、サステナビリティ革命を遂行することによってのみ実現できるもの

と確信している。 

地中から資源を取り出し、巨大な装置で加工し、莫大なエネルギーの費消を伴いつつ消費し廃棄

する直線的文明から、地球の環境許容量(Carrying Capacity)の枠内で太陽の恵みを頂きつつ循環

する曲線的文明の創造である。企業レベルでは、新しい文明において自社が社会的価値を持ちう

るのかと言う観点からも、新しい価値創造、企業変革の基本方針、すなわちイノベーション基本方針

が必須と考える。 

 

―以上－ 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A

