
気候変動リスクに対応したモノづくり 社会への環境負荷影響の最小化

関連するSDGs

エネルギー削減 資源循環

化学物質管理 水資源保全

YKK APでは、すべての事業活動において将来予測される地球環境の変化に適切に対応し、省エネの推進、ゼロエミッションの継

続と資源の有効利用、化学物質の適正管理、生態系への配慮を積極的に進めています。

（写真：黒部荻生製造所「2019年度エネルギー管理優良事業者等の中部経済産業局長表彰」受賞）
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エネルギー削減 社会への環境負荷影響の最小化

関連するSDGs

YKK APでは、「YKKグループ環境ビジョン2050」に基づき、「気候変動への対応」を重点テーマとし、事業活動の全ての工程で

温室効果ガスの削減や気候変動への適応に取り組んでいます。

社会的背景

近年、猛暑や風水害の増加など、気候変動による影響が事業活動にとって大きなリスク・機会要因となっています。

企業においては、エネルギー効率の改善、再⽣可能エネルギーの拡⼤を通じて、化⽯燃料への依存を低減し、サプライチェーン全

体で脱炭素社会への取り組みを推進すること、そして、2050年には温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることが求められています。

方針・考え方

YKK APの目指す姿

YKK APは2050年のあるべき姿として、「事業活動におけるライフサイクル全体を通して”環境負荷ゼロ”の実現」を掲げていま

す。「エネルギー削減」では、社会のCO 排出削減につながる商品の普及によるプラスの貢献とともに、調達から廃棄にわたるサプ

ライチェーン全体のCO 排出量を最小化することにより、その実現を目指します。
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企業がパリ協定の「2℃目標」に整合した⻑期CO 削減目標を設定する仕組みとして、SBT（Science 

Based Targets）が国際的なイニシアチブによって運用されています。YKK APは以下の目標を設定し、

2018年度にSBTの認定を取得しています。

この目標達成に向け、年率1.3%以上の省エネ、燃料転換、再⽣可能エネルギーの導⼊を主軸とした対策

を⻑期にわたって推進します。

テーマ 基準年度 対象 2030年度目標 2050年度目標

【Scope1 +2 】
自社CO 排出量の削減

2013年度比 国内＋海外 30%削減 50%削減

【Scope3 】
サプライチェーンCO 排出量の削減

2013年度比 国内＋海外 30%削減 50%削減

※1　温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼）
※2　電気の使用に伴う間接排出
※3　Scope1、Scope2以外の間接排出（サプライチェーン）

環境長期ビジョン

2

※1 ※2

2

※3

2

YKK APにおけるリスクと機会

リスク
・CO 排出規制強化による省エネ投資コストの増加
・エネルギー資源枯渇・電力需給ひっ迫によるエネルギーコストの増加

機会 ・工場・事務所の省エネによるエネルギーコストの削減

2
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2019年度は、省エネ活動を計画通り実施し、エネルギー原単位およびCO 排出量でともに目標を達成しました。

テーマ 基準年度 対象 2019年度目標 2019年度実績 2020年度目標

エネルギー原単位の削減 2013年度 国内 10%削減 12%削減 ○ 13%削減

【Scope1+2】
自社CO 排出量の削減

2013年度 国内・海外 17%削減 22%削減 ○ 23%削減

個別データ、算定方法は「環境負荷情報」をご覧ください

自社CO 排出量削減（Scope1＋2）、エネルギー原単位削減の取り組み

事業活動による⾃社からのCO 排出量を削減する取り組みとして、省エネ投資と運⽤改善、全員参加の省エネ活動を推進していま

す。2019年度は、省エネ関連で約3億円（YKKグループ環境会計ガイドラインに基づく）の投資により、⽣産設備の更新・ロボット

化による⽣産性の向上、照明・ポンプ・空調・変圧器のトップランナー機器への更新による⾼効率化を実施しました。

運⽤改善では、全国の⼯場で実施している省エネ事例を共有するとともに、各拠点の実施状況を⾒える化し、省エネをやりきる活

動を推進しており、これまで実施してきた大規模工場に加え、2019年度は中規模工場についても実施しました。オフィスでは、全員

参加の環境活動として、⼀⼈ ひとりが省エネ・節電につながる⾏動をとる「環境アクション25」を年2回実施しています。2019年冬

季は82％の参加率となり、目標の80%を上回りました。更に2020年夏季はレジ袋有料化など社会的意識の高まりを受け、91％の参加

率となりました。引き続き、各拠点での優秀事例を共有し、全拠点への⽔平展開を推進します。

サプライチェーンCO2排出量削減（Scope3）の取り組み

□サプライチェーンCO 排出量算定の取り組み

YKK APは2013年度から毎年、環境省「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」で算定の取り組み（目的・活用方法・算定方

法・算定結果）を掲載しています。

□購入した製品・サービスの取り組み

YKK APのScope3におけるCO 排出量の9割近くを原材料調達が占め、特にアルミ窓のフレームに使用するアルミ地金の調達（採掘

～精錬～海外輸送）の影響が高くなっています。アルミ再生地金の利用率を高めるとともに、樹脂窓の普及を推進することにより、

サプライチェーン全体のCO 排出量を継続的に削減します。

2019年度の総括と今後の展開
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□物流の取り組み

YKK APは、国土交通省・経済産業省・農林水産省が推進する「ホワイト物流」推進運動に賛同し、持続可能な物流の実現に向け

た自主行動宣言を事務局へ提出し、賛同企業として公表されています。この活動を通じ、物流の効率化や生産性向上に向けての取り

組みをさらに推進します。

YKK APの自主行動宣言内容

No. 取組項目 取組内容

1 パレット等の活用 バラ積みからパレット積みの比率を上げ、荷役時間の削減を図ります

2 発荷主からの入出荷情報等の事前提供 入出荷日付情報を事前に提供することにより、荷さばき・検品作業の効率化を図ります

3 集荷先や配送先の集約 他社との共同配送を提案し、配送効率向上を図ります

4 納品日の集約 隔日配送化を推進し、配送回数の削減を図ります

5 異常気象時等の運行の中止・中断等
異常気象が発生した際やその発生が見込まれる際には、物流事業者と協議し、無理な運
送依頼は行いません

6 車両の大型化 まとめ輸送により輸送回数の削減を図ります

積載効率向上のために導入したダブル連結トラック
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資源循環 社会への環境負荷影響の最小化

関連するSDGs

YKK APではYKKグループ環境ビジョン2050に基づき、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の3R活動 に取り組み、循環型社会

の構築を目指します。

※1 リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の3つのR（アール）の総称。

※1

方針・考え方

YKK APの目指す姿

リサイクルをせずに廃棄物を埋立処分することは埋立処分場残余年数を縮めることになります。YKK APでは廃棄物が複合物や混

合物のような再利用していくことが難しいものであっても埋立処理とはせずリサイクルによる処理を進めています。また今後は、

社内で発生する不要物を有効利用していくことで排出量を抑制し循環型社会の構築に寄与することを目指します。

action1　リサイクル率の向上と維持

産業廃棄物のリサイクル処理を継続し、2018年度以降リサイクル率100%を目指す。

action2　廃棄物の削減

2020年までにYKK AP製造拠点の廃棄物を30%削減する。（出荷高原単位）

YKK APにおけるリスクと機会

リスク ・産業廃棄物処理委託業者の法令違反、不適正処理による社会的信用の失墜

機会
・廃棄物に係るコンプライアンス順守の維持による安定した事業活動の継続
・埋立廃棄物量削減による最終処分場のひっ迫回避への貢献（地球環境負荷低減）

社会的背景

今日、全地球的規模で大量生産、大量消費、大量廃棄が行われ、資源の枯渇、廃棄物処分場のひっ迫および周辺の汚染が環境問

題として懸念されています。また近年、アジア各国の輸入規制による廃プラスチックの滞留、海洋プラスチックによる世界規模で

の環境汚染が浮き彫りになっています。

日本では、2000年に「循環型社会形成推進基本法」が制定され、資源の有効利用が進められています。さらに2019年には「プラ

スチック資源循環戦略」が策定され、国内資源循環体制の構築が進められています。

環境長期ビジョン

YKK APは廃棄物を排出する事業者の責務として排出物のリサイクル、廃棄物の削減のため発生抑制（リデュース）、再使用（リ

ユース）に取り組み、環境負荷の低減を進めています。

中長期目標
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action1　リサイクル率の向上と維持

YKK APのゼロエミッションの定義は「事業活動に伴って発⽣する排出物 のリサイクル率 を97%以上にすること」としていま

す。

■日本の拠点における取り組み

これまで最終処分となる産業廃棄物の排出状況を調査しリサイクルへの転換を進めてきました。2019年度は最終処分されている廃

プラスチック類（樹脂端材、切削屑、複合物）のリサイクル化に取り組み、全ての産業廃棄物がリサイクルとなりました。

2019年度のリサイクル率は100%でゼロエミッションを達成しています。これで2005年度から15年連続でゼロエミッションを達成

しております。

※2 売却できる物や廃棄物。
※3 リサイクル率は以下の式で算出しています。

《言葉の定義》

再資源化量：売却できる物、原料や燃料としてリサイクルされる廃棄物の量

最終処分量：埋立廃棄物、燃料としてリサイクルされない廃棄物の量

■海外の拠点における取り組み

海外工場においても最終処分されている廃棄物を、リサイクルへ転換を進めていきます。ゼロエミッション達成に向けてリサイク

ル率向上を目指していきます。

2019年度の総括と今後の展開

※2 ※3
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action2　廃棄物の削減

テーマ 基準年度 2019年度目標 2019年度実績 2020年度目標

廃棄物原単位 の削減（国内） 2013年度 24％削減 16％削減 × 30％削減

※4 出荷高当たりの廃棄物排出量

■日本の拠点における取り組み

2019年度廃棄物排出量は2018年度比92t増加となり2013年度比で出荷高原単位16％削減となりました。

2020年度は廃棄物の状態、排出状況を検証し、混合廃棄物の選別等、ひと手間かけて有価物とすることにより前年より汚泥300t、

ガラス屑900t、廃プラ300t、木くず150tの削減を計画しており、拠点別に目標値を落とし込み、達成してまいります。

■海外の拠点における取り組み

ダブリン工場において汚泥（スラッジ）を有価物へ切り替えたことにより廃棄物削減が進みました。

※4
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今後の展開

action1　リサイクル率の向上と維持

新規に発生する廃棄物は事前に処分方法を検討し、リサイクル率を維持継続します。

action2　廃棄物の削減

海洋プラスチック問題も考慮し、環境上適正な廃棄物の管理を実現して環境への負荷の最小化に取り組んでいきます。2019年度包

装資材削減プロジェクトを立ち上げ、環境負荷の少ない適正な包装となるよう取り組みをスタートしました。

ルート配送等、定常的な輸送については通箱など再利用できる包装形態への切替を検討していきます。

ワンウェイとなる輸送の場合は包装資材の種類ごとに（きず、へこみなど防止のため）必要最小限の包装とし使用量を減らしていき

ます。

また、製品のライフサイクルを通じて廃棄物の発生を抑制するため、廃棄物発生要因を分析し、サーキュラーエコノミーの概念を

取り入れ持続可能な資源の有効利用を進めていきます。

樹脂窓の製造工程で発生するPVC端材、切粉は資源として樹脂材に再利用しています。また、樹脂屑の新規用途利用開発も積極的

に行っています。2019年度より樹脂屑を再生し複層ガラスのガスケット原材料とすることを開始しました。今後、住宅解体により発

生する樹脂窓の回収リサイクルと更なる資源利用率の向上を図るため、環境に配慮した技術・生産プロセスを構築していきます。ま

た、PVC端材、切粉を有効活用することにより持続可能性向上へつなげていきます。

黒部越湖製造所　分別回収 九州製造所　分別回収

廃プラスチック類の分別回収

廃プラスチック類は外見だけでは材質が分からないため、混ぜてしまうとサーマルリサイクルでの処理となります。そのため、

YKK APでは、製造ラインでの材質ごとの分別の徹底を進めています。各製造拠点ではプラスチックを部材、包装資材の種類、材

質、色ごとに分別回収し、有価売却またはマテリアルリサイクルを行っています。
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　YKK APは環境省が展開するキャンベーン「プラスチックスマート」に賛同し、黒部

越湖製造所における取り組み事例をご紹介いただいています。

http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1446

木粉の有価物化

富山水橋工場では木質インテリア製品を製造しています。原材料のMDFを切断する際、木粉が発生します。木粉は飛散するため取

り扱いに難があり、廃棄物として処理をしていました。

2018年3月、木粉をペレット化するための製造設備（ペレタイザー）を導入しました。これにより、取り扱いが容易になり有価物

（固形燃料）として売却できるようになり2018年度は廃棄物量が417t削減となりました。

破砕機の導入

九州製造所では、2018年度に樹脂端材の破砕機を導入しました。破砕による形状の均一化を図ることで、運搬時の積載効率を向上

するとともに、排出先での取り扱いが容易になりました。

チップ状にした樹脂端材
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化学物質管理 社会への環境負荷影響の最小化

関連するSDGs

YKK APでは、「商品」と「モノづくり」における化学物質管理を推進し、安全・安心な商品を提供します。

社会的背景

2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）」で「2020年までにすべての化学物質を人の健康や環境への影響を最

小化する方法で生産・利用する」という目標（以降、2020年のWSSD目標）が合意されたことを機に、欧州のRoHS指令 、REACH

規則 など、年々世界的に化学物質に関する規制、管理が強化されています。

YKK APにおいても、お客様からの商品に含まれる有害性の高い化学物質の削減要請が高まっており、調達先を含めたサプライ

チェーン全体での化学物質管理とグリーン調達の推進が求められています。

※1 電気電子機器に含まれる特定有害化学物質の使用制限に関する指令
※2 化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則

方針・考え方

※1

※2

YKK APの目指す姿

YKK APでは「社会への環境負荷影響の最小化」に向けて、事業活動に関わる購入から保管、使用・廃棄、商品含有のすべての場

面で、RoHS指令やREACH規則も含めたグローバルな視点での適正な化学物質管理と有害化学物質の削減を行い、安全・安心な商品

を提供していきます。

※3 開発、生産に用いる化学物質の管理に関するYKKグループ共通の指針。
　労働安全衛生法や毒物劇物取締法などに基づき現場での保管・使用に関わる管理指標を規定。
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YKK APは2020年のWSSD目標の実現に向けて、グリーン調達、有害化学物質の削減（商品、環境）、コンプライアンスの維持・

継続により、「商品」と「モノづくり」において環境負荷影響の低減に取り組んでいきます。

環境長期ビジョン

YKK APにおけるリスクと機会

リスク

・工場からの化学物質流出による環境汚染および周辺環境や人への化学物質摂取による健康被害
・有害化学物質含有商品の誤飲、あるいは商品から放散されたVOC の吸入による健康被害
・法規制強化による設備増設や化学物質代替化等に伴う開発・製造コスト増加
・環境に配慮されていない資材等を使った商品の提供により、地球環境への負荷が増大
（CO 、廃棄物、化学物質等の増加）
・環境配慮型商品に対する社会的要求、顧客要望等への対応不足

機会
・商品に含まれる有害化学物質の削減と適正管理によるお客様問い合わせ対応スピードアップ
・安全・安心な商品の提供による商品価値の向上と事業活動の拡大
・取引先の環境配慮商品の優先的購入による安全・安心な住環境の実現と地球環境負荷低減に貢献

※4 揮発性有機化合物

※4

2

（1）サプライチェーンを含めた環境管理レベルの向上～安全・安心な商品の提供

グリーン調達の推進

YKK APでは、環境に配慮された資材を環境配慮企業から優先的に購入する「グリーン調達」の取り組みを推進しています。

具体的には2014年度に「YKK APグリーン調達ガイドライン」を発行し、調達先に対してYKK APの環境取り組みや調達方針、化

学物質管理の考え方をお伝えし共有しています。

PDFを見る

＜YKK APグリーン調達基本方針＞

　YKK AP環境経営方針に基づき、環境に配慮した材料・部品等の資材を環境配慮企業（環境に前向きに取り組んでいる企

業）から購入することにより、事業活動全体の環境負荷低減を図るとともに、環境配慮型商品の開発・提供を推進し、低炭

素・循環型社会の実現に貢献します。

2019年度の総括と今後の展開
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2019年度は、調達先の協業度を評価し、その評価結果のフィードバックを行いました。

2020年度は、環境管理レベルを把握するため環境保全取り組み調査を実施し、WEB等を活用した現地視察や環境活動サポートを行

います。調達業務改革における協業を通じて、YKK APと調達先両方で更なるパートナーシップを強化し、環境管理レベルの向上に

取り組むことで、グリーン調達を推進していきます。

有害化学物質の削減（商品）

YKK APでは、化学物質管理の基本となる「YKK AP化学物質管理指針」と、商品中の化学物質含有状況を管理するシステム

（C-Map※5）により、商品中の化学物質リスク低減を推進するとともに、お客様からのお問い合わせにも迅速に対応しています。

PDFを見る

◇action1　新規商品に含まれる有害化学物質の入口規制

YKK APでは2016年度より、新規商品への有害化学物質の含有を未然に防ぐ入口規制をスタートし、2019年度も継続して取り組み

ました。

入口規制とは、新規商品に使用される部材・部品・材料について、設計・開発段階で有害化学物質を使用する資材を選択しないよ

う事前にチェック、評価する仕組みです。その際得られた有害化学物質の含有情報はC‐Map※5へ登録し管理しています。

今後も引き続き入口規制を継続し、安全・安心な商品の開発・提供に取り組んでいきます。

YKK APで管理する有害化学物質は、国内外の化学物質関連法規や欧州のRoHS指令、REACH規則などの商品含有規制を考慮して

選定し、商品への使用・含有を禁止する物質（以降、YKK AP禁止物質）と、将来的に使用禁止が検討されているため使用量を把

握・管理する物質（以降、YKK AP管理物質）に分けて管理しています。

※5　商品の構成情報と調達品に含まれる化学物質の含有情報を統合したYKK AP独自

のシステム。

C-Mapでは商品を構成する部材、部品をその材料まで紐付けし、それぞれに含まれる

化学物質の量およびVOCの放散量を管理しています。
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（2）有害化学物質の低減（環境負荷）

【評価】○：達成　　✕：未達

テーマ 基準年度
2019年度
目標

2019年度実績
2020年度
目標

PRTR法 対象物質の排出量削減（国内） 2013年度 24％削減 26％削減 ◯ 27％削減

個別のデータは「環境負荷情報」をご覧ください。

PRTR法 対象物質の環境排出量削減（国内）

2017年度～2020年度の中期目標として、2019年度はPRTR法対象物質の排出量を2013年度比24％削減することを目標として、月

次単位での管理や排出量内訳の詳細分析、運用改善を中心に削減に取り組んだことで2019年度は排出量実績54ｔで、2013年度73ｔ

に対し26%削減となり、目標達成となりました。

2020年度は、月次単位での管理、排出量内訳の詳細分析、運用改善を継続し、2013年度比27%を目標として排出量を削減していき

ます。

※6 特定化学物質の環境への排出量等及び管理の改善の促進に関する法律

※7 出荷高当たりのPRTR法対象物質排出量

※6

※6

◇action2　既存商品に含まれる有害化学物質の代替化

既存の部材・部品については、調達先との協同のもと有害化学物質の代替化を推進しています。

2019年度は、2018年度に引き続き、めっき鋼板、塗装鋼板に含まれる六価クロムの代替化と、RoHS指令やREACH規則に関する

業界動向の調査、把握に取り組みました。

今後も引き続き、六価クロムの代替化と、動向調査・把握を継続し、法改正や業界の最新動向を的確に把握しながら、YKK AP禁

止物質の含有ゼロを目指していきます。
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（3）コンプライアンスの維持・継続

環境債務の適正管理

PCB、フロン、土壌、アスベスト、水銀など、製造に関わる環境債務の適正管理と計画的な設備代替化を推進し、コンプライアン

スの徹底に努めています。

今後も引き続き、環境債務に関わるコンプライアンスの維持・継続と更なる管理強化に取り組んでいきます。

◇action1　PCBへの対応

国内製造拠点で保管（廃棄物）および使用中のPCB（ポリ塩化ビフェニル）含有機器については、適正に保管・管理するととも

に、行政に保管・使用状況を報告しています。

高濃度PCB含有機器については、国の指定機関であるJESCO に処理委託し、2013年度までに全47台の処分が完了しています。

低濃度PCBの含有（0.5％以下）が判明している機器については、YKK APの現地確認や事前審査をクリアした国の無害化処理認定

業者に委託し、2023年度内の処理処分完了を目標に処分を進めています。一方低濃度PCB含有の可能性がある1990年以前のコンデン

サについては、環境リスク低減の観点から、国の処理期限（2027年3月末）を前倒しした2024年度内の処理処分完了を目標に計画的

に処分を進めていきます。

※8 日本環境安全事業（株）

◇action2　フロンへの対応

YKK APでは全拠点にフロン管理担当者を選任し、製造・営業全拠点のフロン含有機器や点検結果をデータベースで一元管理し法

違反のないよう対応しています。

2015年度のフロン排出抑制法 の施行により、それまでの機器廃棄時の対応に加え、点検や漏えい量の国への報告などが義務付け

られました。（1,000t-CO 以上は報告必要）

漏えい量については、2019年度はYKK AP全体で216t-CO で、国への報告は不要でしたが、モントリオール議定書 の対象フロ

ンの生産全廃時期も踏まえ、前倒しして環境影響の低いフロンあるいはノンフロンへの代替化を進めています。

※9 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

※10 オゾン層を破壊するおそれのある物質の製造、消費、貿易を規制する文書

製造工程で使用する化学物質の管理強化

製造工程で使用する化学物質については、毒物劇物取締法や消防法（危険物他）など、コンプライアンスの管理強化と徹底に努め

ています。

2019年度は、新規に化学物質を購入する際は事前に、また既存の化学物質については定期的に、現場の使用環境や保管・管理状況

が管理指標に合致しているか、チェックする体制が定着しました。

今後も引き続き、製造工程の化学物質管理状況チェック体制を継続するととともに、使用・保管・管理状況の更なるレベルアップに

取り組んでいきます。

※8

※9

2

2
※10
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水資源保全 社会への環境負荷影響の最小化

関連するSDGs

YKK APでは、YKKグループ環境ビジョンで掲げている「持続的な水利用の実現」に向け、事業活動のライフサイクルにおいて、

環境負荷の低減に取り組み、生物多様性の保全、自然との共生を目指します。

社会的背景

1992年、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開かれた地球サミット（環境と開発に関する国際連合会議）において、「気候変動枠

組条約」とともに「生物多様性条約」が国際条約として合意されました。「気候変動枠組条約」では企業から多量の温室効果ガスが

排出されていることから、早くから各企業は排出量の削減などに取り組んできました。一方、「生物多様性条約」では企業との関係

が見え難いことから、国や自治体が主に取り組んできました。しかし、2010年名古屋で開かれたCOP10に向けて作成された報告書

「生物多様性と経済学」において、生物資源や土地の利用、水や大気の浄化など、企業は生態系から多大な恩恵を受けており、生物

多様性の損失は重大な経済危機を招く危険性があることが報告されました。これを受け、一部の金融機関の中では生物多様性に関連

したファイナンスの取り扱いを始めました。また、生物多様性の浸透に伴い、消費者の企業に対する期待は年々高まるとともに、監

視の目も厳しくなってきています。

また、SDGsの達成に生物多様性は深くかかわっており、解決すべき課題の明確化が求められています。

方針・考え方

YKK APの目指す姿

YKK APの事業活動も生物多様性の恩恵を受けて成り立っています。事業活動の中で生物多様性へプラスとなる取り組みを進める

とともに、マイナスとなる影響をできる限り小さくしていくことで、持続可能な社会づくりへ貢献していきます。

事業活動と生物多様性の関わり
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YKK APでは、生物多様性条約における国際戦略並びに第10回締約国会議（COP10）における戦略計画2011-2020と愛知目標を踏

まえ、事業活動における生物多様性の損失を止めるための取り組みを進めていきます。

事業活動に関わる取り組み目標

生物多様性条約国際戦略 2011-2020目標（愛知目標） 日本目標

根本原因対処
目標1：普及啓発 啓発／教育の強化

目標2：生産と消費 持続可能な事業活動のための方針策定、推進

人為的圧力の最小化と
持続可能な利用の促進

目標3：化学汚染低減 生息環境維持のための調査研究

目標4：外来種防止 計画的な防除の推進

目標5：脆弱な生態系保護 気候変動の生態学的許容値の設定と取り組み

恩恵の強化 目標6：気候変動対策 生態系の保全と緩和

環境長期ビジョン

YKK APにおけるリスクと機会

短期 長期

リスク 工場からの異常排水の排出等による水生生物の影響
工場周辺の開発による緑地の減少、自然環境の破壊などによる周
辺環境や生態系への影響

機会 水リスクへの対応による地域生態系の維持、保全
サプライチェーンを含む生物多様性活動の推進による地球環境負
荷低減、事業活動の継続

以下の各段階においてそれぞれガイドライン、指針を設け、生物多様性への影響を最小化します。

調達段階 調達先に対して、「YKK APグリーン調達ガイドライン」を配付し、生物多様性に対する考え方を共有

開発段階 製品構成材料中の有害化学物質含有チェックおよび再生・持続可能な資源の利用を推進

製造段階 生産活動を行う地域の水質・生態系保全活動、水使用量の削減を推進

使用、廃棄段階 地球環境負荷を低減するエコプロダクツの拡販、普及
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2019年度の取り組みと課題

拠点ごとの取水に関わるリスクの有無や水のリサイクルによる循環使用の状況、排水の自主管理基準の強化等進めており、2019年

度は、国内外の主要製造拠点においてYKKグループ独自で作成した水リスクチェックシートを用いてリスクの把握を行いました。現

状、直ちに脅威となるリスクは確認できませんでしたが、今後はチェックシートの内容を見直しながら水リスクに対応していく予定

です。水使用量の削減については、2019年度は2013年度比で20％削減を目標として活動してきました。今年度は使用量の最適化を

テーマに使用量の見直しや水洗水の再利用を拡大し26％まで削減が進みました。今後も節水、リサイクル技術の調査、検討を行い更

なる削減を行います。

サプライチェーンとの協働については、2019年度も継続して「YKK APグリーン調達ガイドライン」のアンケート結果を元に、サ

プライヤーの取り組み状況のヒアリングを実施しております。

緑化活動においては、海外を含む各拠点において植樹等を行い工場や周辺の地域の緑化整備を実施しております。

【評価】○：達成、△：一部未達、✕：大幅未達

テーマ 活動内容 2019年度結果 今後の課題

水リスク評価研究 水リスクチェックシートによる評価の実施 ○ リスク軽減への具体的な活動

水使用量の削減 節水、効率化による取水量の削減 ○
更なる節水、
リサイクル技術調査

サプライチェーンとの協働 サプライヤーへのヒアリングを実施 ○
サプライチェーンとの
情報共有、連携強化

緑化活動 国内外主要拠点で緑化活動を実施 ○ 周辺環境や生態系への影響

2019年度の総括と今後の展開

※2　売上⾼当たりの⽔使⽤量（国内・海外拠点）
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今後の取り組み

2019年度までの取り組みをベースに、以下にあるように事業活動とも密接に関わる「水」を優先テーマとし、サプライチェーンと

ともに生態系の保全を進めていきます。

2020年度は、KPIとして売上高当たり水使用量を前年度比2%削減（国内、海外拠点）を目標に水リスク分析の実施、課題の明確

化、水使用量削減技術・事例調査、分析等により水使用量の削減に取り組んでいきます。

テーマ 活動内容

水リスクへの対応 全工場で地域による水リスクを特定し、対応策を実施

水使用量の削減 節水、リサイクルの推進、技術調査

持続可能な調達 調達資材の社会・環境面の配慮を評価付けし、より良い調達の推進による調達リスクの低減

生態系保全の推進 NPO、NGO等と協働した生態系保全活動を実施

植樹の様子（アメリカ社）
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