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アサヒグループホールディングス
復興支援２０２０年まで継続
﹁人﹂をテーマの中心に展開

Ｃ・Ｗ、ニコル・アファンの森財団

□■人を育てる 宮城県松島市で

連携サポートセンター﹂を通じ、い

町では﹁特定非営利活動法人農商工

□■人の暮らしを応援 宮城県亘理

ちづくりをすすめる。

どで行う事業を助成、再生・復興ま

ュニティの活性化のために商店街な

アサヒグループは被災者と地域に
﹁環境﹂
﹁コミュニティ活性化﹂
﹁経
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ニティ助成事業﹂を実施。岩手県沿

岸の被災市町村を中心に、郷土芸能

の保存・発展に寄与する 団体を支

援した。福島県では﹁福島県商工労

働部商業まちづくり課﹂と共同で、

助成事業﹂をスタート、地域住民の

﹁アサヒグループ商業コミュニティ

買い物支援などを通じてコミュニテ

を通じ被災地の森の中に小・中学校

ちご農家の支援を行った。若手の作

済活性化﹂の３点に重点を置いたさ

をつくる﹁森の学校プロジェクト﹂

り手によって立ち上げられた団体

アサヒグループホールディングス

に参画。最低でも５年という中長期

﹁亘理おらほのいちご生産組合﹂の

ィを維持、再生する事業と地域コミ

ジェクト﹂委員会に委員を派遣、積

生産再開のための
“ビニールハウス”

［取り組みの内容］

今回継続する
﹁東北復興支援﹂
とと

極的に支援を行う。同プロジェクト

の再建を支援。アサヒグループ社員

まざまな活動を、各市町村やＮＰＯ

復興応援﹃ともに、未来（あした）

もに
﹁人﹂
をテーマの中心に据え、﹁人

と並行して行われている﹁復興の森

﹁人が集う場をつくる﹂支援を行う。 計画の中で定期的に﹁森の学校プロ

を育てる﹂﹁人の暮らしを応援する﹂

づくり﹂ではアサヒグループ社員も

が現地に出向きボランティアを行っ

法人を中心に状況のヒアリングを重

へ～２０２０年﹄
﹂とし、人と人と

参加、薮や笹を刈り取り、森を明る

た。東京では、首都圏に避難した被

ねてきた。

のつながりに重きを置いて取り組ん

また、これまで行ってきた活動を基

く、きれいに整備する活動を応援。

災者にコミュニティイベントを実施。

首都圏に避難されている人のコミュニティイベント

２０２０年までのテーマは﹁東北

でいく。

盤に２０２０年まで継続する。

２０１３年６月には﹁復興の森﹂の

﹁特定非営利活動法人医療ネットワ

トを開催、このイベントには毎回ア

シンボルとして﹁復興の森ツリーハ

サヒグループ社員がスタッフとして

ウス﹂も完成、２０１４年には﹁う

□■人が集う場をつくる 岩手県で

ーク支援センター﹂と協働、アサヒ

は﹁いわて未来づくり機構﹂の協力

参加している。

まのひづめの展望デッキ﹂を披露し

のもと、
﹁アサヒグループ・コミュ

ビール本社でこれまで４回のイベン

㈱は、東日本大震災の復興支援を２

44

た。

０２０年まで継続、取り組む。

「復興の森ツリーハウス」
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パナホーム㈱
エコ性能備えた﹁ゼロエコ﹂商品化
ＺＥＨ化、国の誘導施策先取り

ビ搭載換気システムＨＥＰＡプラ

テム﹂②﹁家まるごと断熱＋エコナ

の未来標準》①﹁太陽光＋蓄電シス

パナホームが独自に提案する《３つ

目ざすＺＥＨを先取りした仕様で、

２０３０年までに新築住宅の平均で

るＺＥＨを標準的な新築住宅とし、

ネルギー消費量がネットでゼロとな

しており﹁２０２０年までに一次エ

では住宅のゼロエネルギー化を推進

パナホームは２０１３年から①２

［ゼロエコ］
の概要

０１８年に戸建全商品をエネルギー

ＺＥＨ実現﹂を掲げている。

えた﹁ゼロエコ﹂仕様を新しく設定、 な太陽光発電システムの搭載量でネ

収支ゼロのネット・ゼロ・エネルギ

ス﹂③﹁スマートＨＥＭＳ＋プライ

ット・ゼロ・エネルギーを越えるく

ベートエビラ﹂ の採用で、平均的

らしも実現可能となり、高い環境性

パナホーム㈱はこのほど住宅のネ
﹁ゼロ・エコ﹂は、国が２０２０

４月１日から商品展開している。

に頼らず、災害時にもくらしが維持

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス（Ｚ

できる住まいの“エネルギー自立”

ＥＨ）化をさらに進化させ、エネル

さらに、経産省によるＺＥＨ支援

の実現

ー・ハウス（ＺＥＨ）化②系統電力
事業での補助金制度の要件に対応、

能と経済性を両立させている。

邸ごとの個別申請により補助金を受

いる。

を商品開発の目標にして
けることも可能となっている。

活の利便性・快適性を追求する国民

家庭部門のエネルギー消費は、生

﹁ゼロエコ﹂はパナホームとパナ

目指す。

（２０２０年）より２年早い対応を

ＺＥＨ化については国の誘導施策

とりわけ、戸建全商品の１００％

のライフスタイルの変化、世帯数の

ソニックグループの先進技術を生か

［社会背景］

増加など社会の構造変化の影響を受

を採用することにより、ネット・ゼ

け、個人消費の伸びとともに、いち

ロ・エネルギーを超える優れたエコ

した設備・仕様《３つの未来標準》
１９７３年度の家庭部門のエネル

じるしく増加。
ギー消費量を１００とすると、２０
第一次オイルショック当時に比べて

建住宅商品でも、新しいネーミング

﹁エコ・コルディスⅡ﹂をはじめ戸

フラッグシップのスマートハウス

１２年度は２０７、２となっており、 性能を実現する仕様。
およそ２倍以上のエネルギーを消費

で展開。

した。
こうした状況を背景に、国の政策
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年までに標準的な新築住宅で実現を

ギー収支ゼロを超えるエコ性能を備

カサート「ゼロエコ」外観
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リコーグループ
「リコーウェイ」の企業風土醸成
新しい価値を創造～行動

２０１５﹂に選ばれた。

想像力の結集で変草を生み出すリコ

ーグループはこれからも﹁ imagine
﹂で新しい価値を創造する。
chage

内クレジット）化するという取り組

調査は

から選定。

家の会﹂が初めてＪクレジット認証

クトとして運営する﹁ＥＣＯになる

は省エネ機器の導入や森林経営など

今回認証を取得したＪクレジット

み。

動を律するものであると認識。すべ

の仕組みを活用、温室効果ガスの排

を設立。

を会員とする
﹁ＥＣＯになる家の会﹂

合を機に国内クレジット制度からＪ

﹁ＥＣＯになる家の会﹂はこの統

ートした。

68
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高い技術力に加え、際わ立った顧
客サービスや持続可能社会の実現へ
の積極的取り組みに評価を得ている。

ミサワホーム㈱

﹁エコになる家の会﹂認証取得

業活動の中で、多様なステークホル

ミサワホーム㈱がＪクレジット制

ＣＯ ２排出削減プロジェクトでＪクレジット

ダーの期待に応えるという使命感、

社は２００
Ethisphere Institute
７年から企業の調査を実施しており、

度に基づくＣＯ ２排出削減プロジェ

発表した﹁世界で最も倫理的な企業

社会的良識にかなう高い倫理観をと

今年は世界１００か国以上、 業種

リコーグループはグローバルな企

もに備えた企業風土こそが自らの行
ての企業活動の基礎となる理念・価

出削減のほか吸収量を認証するオ

中小企業の温室効果ガスの排出削

ミサワホームは一般家庭での太陽

フ・セットクレジット（Ｊ）制度を

その収益の全額を大学共同利用機関

光発電によるＣＯ ２排出削減効果を

発展的に統合し、２０１３年にスタ

減対策を目的に始まった国内クレジ

生かす全国初の仕組みとして２００

法人情報・システム研究機構国立極

買い取り、﹁ＥＣＯになる家の会﹂が、 レジットとして国が認証する。

効果ガスの排出削減量や吸収量をク

の取り組みによるＣＯ ２などの温室

②サステナビリティ、企業市民活

この認証分はミサワホームが全量

を取得した。

値観﹁リコーウェイ﹂のもと、グル
ープ全体が自ら行動することで、企
業風土の醸成につとめている。

③倫理的行動や遵法へのコミット

動、社会的責任などに関する指標

ポレート・ガバナンスの継続的な強

９年にミサワホームに住むオーナー

ット制度と、カーボン・オフセット

⑤法令対応状況や倫理全般の記録

地研究所へ寄付する。

状況、ステークホルダーからの倫理

④強力なガバナンスを発揮するた

メントを向上させる企業文化の醸成

像機器、プロダクションプリントソ

などとなっている。

クレジット制度に行しており、今年

めの社内の仕組み

リューションズ、ドキュメントマネ

評判

どを世界２００か国・地域に提供す

﹁ＥＣＯになる家の会﹂はオーナ

開かれた認証委員会で２０１３年度

ー宅のＣＯ ２排出削減量をバンドリ
ング（取りまとめ）して排出権（国

人と情熱の関わりの中で新しい価

㈱リコーは、米国のシンクタンク

を展開。

値を生む製品など幅広い分野で事業

社がこのほど
Ethisphere Institute

るグローバル企業。

リコーグループはオフィス向け画

ジメントシステム、ＩＴサービスな

値の増大をはかる。

化と推進に取り組み、成長と企業価

こうした考えにより、今後もコー

イアンス実践活動

①倫理的、効果的な企業コンプラ

36
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設備の普及促進による居住段階での

でなく、省エネ住宅や創エネルギー

産や部材の輸送、現場施工段階だけ

ミサワホームは、自社工場での生

とから都心部のエンジン車乗り入れ

また、排気ガスを一切出さないこ

化を目指している。

ンの小型トラックとして将来の量産

しており、画期的なゼロエミッショ

電気自動車（ＥＶ）システムを搭載

いる。

の開発にいたるまで多岐にわたって

電インフラの整備、内装急速充電器

産・リサイクル・二次利用から、充

り、リチウムイオンバッテリーの生

るため分括的な取り組みも行ってお

持続可能なモビリティ社会を構築す

のＣＯ ２排出削減分として認証され

することによるＣＯ ２削減効果に相
ＣＯ ２排出削減にもつとめることで

制限のあるエリアへも進入できるほ

これは約 万本のスギの木を植林

た。

当。なお同会は今回の認証分の全量
住宅のライフサイクル全般に配慮し

さらに ｋＷの電動モーターと高

る。

運行しやすい安全な車両となってい

か、低騒音のため深夜の時間帯でも

た環境保全活動に貢献する。

収益を環境・社会貢献の一環とし

を売却。
て国立極地研究所へ寄託する。

日産自動車㈱
１００％電気トラック﹁ちよくる﹂

出力・大容量のリチウムイオンバッ
テリーにより、振動が少なくスムー
ズな加速、乗り心地を実現し、ドラ

今回、１００％電気で走る﹁ｅ

－

ＮＴ４００テストトラック﹂を使用

実証実験で性能効果確認

イバーにも優しいトラックとして新
日産自動車㈱は１００％電気トラ

ドでの航続可能距離が ㌔あり、さ

今回のモニター車はＪＣ０８モー

ック﹁ｅ ＮＴ４００テストトラッ

することで、サイクルシェアリング

らに 分間で容量の ％まで充電可

しい運転感覚を提供。

ク﹂の実証運行をこのほど東京・千

事業全体で、さらなるＣＯ ２削減効

－

能な急速充電機能などを内蔵してい

に関わる資料を作成、今後の開発に

タをもとに、走行性能、充電の運用

をはじめ乗用の電気自動車に加え、

けるリーダーとして﹁日産リーフ﹂

日産は、ゼロミッション領域にお

る。

﹁ちよくる﹂はＮＴＴドコモとの

生かす。

コミュニティサイクルシステムを搭

転車の貸出・返却拠点）で、次世代

リーフ﹂のコンボーネント（モータ

ック﹁アトラス﹂をベースに﹁日産

４００テストトラック﹂は小型トラ

１００％電気トラック﹁ｅ ＮＴ

始している。日産は、ＥＶの開発を

Ｖ２００﹂の販売を昨年 月から開

をベースにした電気自動車﹁ｅ Ｎ

小型商用バン
﹁ＮＶ２００バネット﹂

－

載した自転車の再配置に２か月間活

いる約 か所のサイクルボード（自

事業実証実験で日産が貸与するモニ

日産は今回の実証実験で得たデー

果が期待できる。

代田区のコミュニティサイクル事業
実証実験﹁ちよくる﹂内でおこなっ

62

80

ター車を千代田区全域に配備されて

た。

30

行うだけでなく、ＥＶを普及させる

100％電気トラック「e-NT400」テストトラックモニター車

80

16

ー、バッテリー）を最大限活用した

10

－

用する。
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日本気象協会
商品ロス削減プロジェクト

気温﹂などを考慮することで決定係

当初の目標だった５％を大きく超え

ｎの商品の発注量も事前に予測でき、

建

て余剰生産量（ロス）が一定量削減

係数とは統計式によって求められた

住

みとして“食品ロス削減・省エネ物

新

せてくれる。

震災から大切な家族を守る

発電シェルターハウスの構造は地

震のさいの衝撃を吸収する﹁２×４

工法﹂を採用、さらに壁面には国交

大臣認定の壁倍率４・３倍の耐力壁

とになっており、国が保証、 ｋＷ

電した電力は電力会社が買い取るこ

ら家族を守る、倒れないシェルター

家屋の倒壊を防ぎ、地震の揺れか

を使用。
太陽光は環境にやさしいエコ発電

以上は 年間、未満は 年間固定価

画期的な発電シェルターハウス

発電プラス安心安全のキーワード

東

される。

第２回委員会での検討結果の中間報
中間報告では㈱Ｍｉｚｋａｎ（本

告が示された。
社愛知県）が販売している季節商品
の“冷やし中華つゆ”を対象に需要
予測手法の検討を行った。対象期間
は２００９年～２０１４年で、対象
地域は東京、埼玉、千葉、神奈川と

エネルギー。その太陽光エネルギー

そのエコ発電プラス安心をキーワー

安心の住まいがいま求められている。 格で売電でき、安全で安定した収益
東新住建は独自の設計で屋根面積

に発電設備を設けることで足場の共

発電シェルターハウスは、新築時

新築と同時にローン返済も楽々

構造だから安心。
と自然災害にも防災性能の高い安全

売り上げを解析した結果、従来の統

ドに生まれたのが東新住建の﹁発電

■売り上げ解析結果 市場規模の

した。

計手法と比較、日本気象協会の需要

用など工事費を節約、住宅ローンに

来の気温による回帰式の統計手法で

りが始まり、全国で多くの太陽光発

再生可能エネルギーの全量買い取

太陽光発電は国保証の安全投資

根が稼いでくれる家” 発電シェル

自然エネルギー、
太陽光の力で
“屋

トは売電収入。 ｋＷ以上だとロー

なくなる。さらに最も大きなメリッ

組み込むことで導入費用の負担感が

は決定係数０・ だったが、日本気

発電を可能にした。

を最大限に活用、驚くほど大容量の

が期待できる。

推定統計手法で寄与率が１・６倍に

10
シェルターハウス﹂
。

10

向上していることが確認された。従

20

象協会の手法では気温以外の﹁気温

電付き住宅が次々誕生している。発

ターハウスがゆとりと喜びをもたら

ン返済は事実上半額程度に。 ｋＷ

10

70
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ができるか（寄与率）を表すもので、
決定係数０・ の場合、 ％の売り

一般財団法人日本気象協会は昨年
数が０・ に向上した。なお、決定

規模との連動性の高い㈱Ｍｉｚｋａ

ル予測を組み合わせることで、市場

また、この統計手法とアンサンブ

説明できることを意味している。

上げは気象をもとにした独自手法で

97

から天気予報で物流を変える取り組

需要推定統計で商品売り上げ向上

97

流プロジェクト”を実施。このたび、 値が実際の売り上げなどの程度説明

97

による消費者心理の転換解析や実効

10
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未満のケースでも月々の電気代が激
する。さらに液状化を未然に防ぐ最

持力を増すことで地盤全体を強固に

とで丈夫なパイル（杭）を形成、支

好な作業環境を構築することが出来、 じて子供たちへの環境教育の場とし

物の積みおろしを行いやすいなど良

であることから、乗降性が良く、荷

も継続、森林研修や、自然体験を通

健康な森にするための活動は今後

て提供。自然環境だけではなく歴史

液状化対策にも効果を発揮

減、家計を助けてくれる。

的文化的価値の高い“里山”を良い

集配作業の効率化につなげている。
また、
﹁ｅ ＮＶ２００﹂車両の

かたちで後世に残そうという計画。

新の改良工法も採用。

後部座席に防災用の電源供給機能が

天然素材の砕石を柱状に詰めるこ

佐川急便㈱

リーン物流促進協議会﹂および﹁大

今後も、
﹁大丸有・神田地区等グ

リア内のＢＣＰ対策にも寄与できる。

あり、緊急時の電源として活用、エ

－

電気トラックの集配業務開始
﹁森プロジェクト﹂で里山を守る

丸有地区エリア集配実験実行部会﹂

協議会﹂
﹁大丸有地区エリア集配実

丸有・神田地区等グリーン物流促進

市内物流対策に総合的に取り組んで

化対策、広域共同集配事業を軸に都

と連携、交通環境の改善、地球温暖

佐川急便㈱は、大丸有（大手町・丸

いく。

佐川急便では、昨年 月から﹁大

の内・有楽町）地区のグリーン物流

験実行部会﹂とともに大丸有地区全

高尾１００年の森プロジェクト

ＳＧホールディングスグループの

構築の一環として３月から電気トラ

一方、佐川急便は﹁高尾１００年
の森﹂プロジェクトを現在進行中。

体の物流コーディネート業務と協同
物流の構築を検討。同協議会からは

高尾の森林 ヘクタール（東京ド

で行っており、エリア内のグリーン
かねてから物流事業者各社へ低公害

ーム ・５個分）の森に適した環境
川急便はそれらの要望に応え、天然

岳会のメンバーと合同で﹁高尾１０

づくりを行っているもので、日本山

替、エリア内のグリーン化を加速さ

アなどの天然ガストラック５台と代

自動車﹁ｅ ＮＶ２００﹂を同エリ

このたび、日産自動車の商用電気

ど、森の環境づくりに大きく寄与し

度の量がたまった時点で整理するな

刈り取る作業。刈った樹木はある程

伐時邪魔になるような低木やツルを

とは、間伐作業の前に行うもので間

０年の森﹂の大刈りを実施。大刈り

せる。
﹁ｅ ＮＶ２００﹂は従来の

てきた。

ガストラックによる集配業務を行っ

車両への転換促進の要望があり、佐

50

ている。
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71

10
１８０Ｘ車と比較してもさらに低床

森を再生させる取り組み（高尾）

10

ックの集配業務を開始している。

電気トラック車両

