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はじめに
製品又はサービスに環境用語でいうところの「ライフサイクル」があるという考え方については、特に目新しい
点ではありません。一方、最新版である ISO 14001:2015 の箇条に、ライフサイクルが直接取り入れられてい
ることは目新しい点です。環境への責任を負う人々に対して、ISO 14001:2015 では多くの論点を提示していま
す。ライフサイクルの意味するものは何か？サイクルの重要部分がない場合はどうすればよいか？ライフサイク
ルの視点はどの程度詳細に考慮すべきか、またその視点をどのように取り入れるべきか？皆さまが、これらの論
点についてすでに考慮していたり、この考えがよいのではないかと考え始めたりしているのであれば、このホワ
イトペーパーを読むと、「ライフサイクルの視点」が意味することを理解し、ご自身やご自身の組織にとってのラ
イフサイクルの意図をシステムに考慮することができるでしょう。

視点と評価
最初の疑問の 1 つは、「ライフサイクルを効果的に実行するため
に、どの程度詳細に分析するべきか」という点です。

認証機関が推進したりすることはできません。
視点を取り入れるということは、個々の観点から事項を考察す

ISO 14001:2015 には、ライフサイクルについて記載されてい

ることを意味します。したがって、ライフサイクルの視点を取り

ますが、複雑かつ詳細な分析が求められているわけではありませ

入れることは、そのライフサイクル内におけるご自身またはご自

ん。この規格では、付属書 A に、詳細なライフサイクルアセスメ

身の組織の立場からライフサイクル全体を考察し、その観点から

ントを要求するものではないと記載されています。つまり、組織

得られた固有の特性を把握することです。

が管理できるまたは影響を与え得るライフサイクルの段階につい
て慎重に考慮するだけで十分ということです。
規格では、ライフサイクルの「評価」をするのではなく「視点」

また、ライフサイクルの重要な点は、その過程が繰り返される
ということです。そうでなければ、循環しているとは言えません。
まったく同じ方法で繰り返されるサイクルは 2 つとありませんし、

を取り入れるという、より低いレベルのアプローチが求められて

まったく同じ結果となるサイクルも 2 つとありません。類似する

おり、その違いは重要です。

製品のライフサイクルは表面的には同じに見える場合もあります

その違いの 1 つは、さまざまなライフサイクルの段階に対する
組織の「管理」又は「影響」の範囲、及びその範囲がサイクル全体
を考慮する視点においてどの程度重要な要素であるかという点で

が、根本的には、環境に与える影響は大きく異なる可能性があり
ます。
ライフサイクルの視点を取り入れるメリットを明確にするには、

す。組織が諸事項をどこまで直接管理できるか、どこまで影響を

既存の EMS のさまざまな側面をどのように強化するかという点

及ぼすことができるか、その影響はどこでほとんどなくなるのか

が重要です。これらのメリットは、詳細さの程度の影響は少なく、

又はまったくなくなるのかといった実際の境界について考慮する

むしろ、生み出される情報を実際にどのようにうまく使用するか

ことは、ライフサイクル実行の範囲及び環境マネジメントシステ

に大きく影響を受けます。データ量が多いことが必ずしも情報量

ム（ EMS の範囲）を明確にすることになります。

の多さにはつながりません。

規格では、初期段階において、組織に詳細なライフサイクルア

これが実際にどのように機能するかを理解するには、ライフサ

セスメントを行わないようにと明記されていますが、上位の活動

イクル思考が既存の EMS の個々の要素にどのように影響を与え

でライフサイクルアセスメントを活用することによって、メリッ

るのかをさらに詳細に把握する必要があります。EMS に影響を与

ト（新規設計の実現性、省エネ、サプライチェーンの協力関係など）

える最も明確な最初のポイントは、組織の運営及びビジネス状況

を得ることができます。ただし、さらに詳細なフォローアップ分

の確立に必要なステップに存在します。

析は組織自身に委ねられており、審査員が「要求」したり、外部の
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状況の重要性
EMS は組織に適用されるため、規格の箇条 4.1 の要求事項では、
組織に対して EMS を運用する状況を確立することを求めていま

に保管倉庫のエネルギー削減を図るよりも、より低価格での販売

す。その文言は、ライフサイクル思考について直接言及はしてい

を目指して低エネルギー製品の購入方針を導入するほうが、サプ

ませんが、『 ISO 14004 環境マネジメントシステム - 原則、シス

ライチェーンでさらに効率的に環境への影響を小さくできること

テム及び支援技法の一般指針』内の現行の手引きで、状況の確立

がわかります。このシナリオでは、管理よりも優れた手法を選択

に関してライフサイクルについて言及していることは注目すべき

するというよりは、商業的な見方で目標を促進することにより、

点です。製品又はサービスのライフサイクルには、EMS の適用範

純粋な利益を超えて、さらに収益性の高い効果をもたらします。

囲に対する影響だけでなく、組織の状況全体に対する影響があり
ます。ライフサイクル思考を適用すると、組織が活動のチェーン
内で存在する位置によってライフサイクルに関連する事象に大き
く影響を与える能力が明確になります。

ライフサイクル思考を図示することによって、卸売業者は、単

したがって、計画段階では、ライフサイクル思考を利用して優
先事項を推進するのではなく（これは、後の EMS の導入で実行で
きます）、「大局的な全体像」とその中における組織の位置を把握
します。

改善のための適用範囲
組織の有効な管理範囲は、活動を直接管理する範囲以外にもあ

任に関連する直接管理について考えている場合は、段階の数は 1

るということはすでに述べました。組織は単独で存在しているの

つか 2 つほどになります。直接隣接する段階、運用の各サイド、

ではなく、購買、販売、取引といった複雑なシステムの一部とし

影響の可能性を考察することで、視野が大きく広がります。

て存在しています。それぞれの取引機会には、有害な環境影響を
最小にするか、又は有益な環境影響を増進するための意思決定を
行う機会があります。
これまで、ほとんどの組織は、最小限の範囲で直接管理を行っ
てきました。すなわち、運用現場の物理的境界とその内部に注目
するアプローチです。多くの組織は、その見地を越えることはあ
りませんでした。
組織によっては、管理又は運営上の変更を理由に適用範囲を改
正したり、原材料の調達では、環境マネージャの関心によりメリッ
トが享受できるという考えを採用して、財政上と評判上のメリッ
トをもたらす調達の方針の機能を明確にしたりしたところもあり
ます。これらすべてのマネジメントシステムの適用範囲にはメリッ
トがありますが、すべて、限定的な観点をとる意図的な意思決定
が伴っています。
次に必要なステップは、既存の EMS の適用範囲を製品又はサー

この場合、ライフサイクル思考の推進元が内部の取組み、外部
製品又は原材料に関する法令のいずれであっても、新たなアイディ
アや新たな機会が生み出され、新たな課題やこれまで予測できな
かったリスクの影響も明らかになります。
最終的には、企業の信頼性、評判、又は社会的責任に関する選
択だけにはとどまりません。このアプローチを採用すると、機会
を特定し実現することにより、組織の回復力、継続性、リスクマ
ネジメント、及び改革の推進が向上します。
組織が「ライフサイクルの視点」の要求事項を考慮していること
を示す必要がある場合、EMS の適用範囲とそれに関連するライフ
サイクルの具体的な特性との明らかな不一致を説明する必要もあ
ります。例えば、供給者、輸送、又はエンドユーザの廃棄物処理
など、EMS の目的の適用範囲外の領域をライフサイクルの視点の
適用範囲外のままとする場合、これらの要素を除外する明確な意
思決定を行うには、さらなる証拠が必要です。

ビスのライフサイクルの各段階に関連付けることです。通常、責
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計画について
箇条 6.1.2 の要求事項を読むと、管理、影響、及びライフサイ

といっても過言ではありません。プロセスにマネジメントシステ

クルの 3 つの要素が連携して機能しなければならないことがわか

ムの適用範囲が正確に反映されていなかったり、可能性のあるす

ります。これらの要素は一貫した状況に基づき、各要素間で継続

べての側面及び影響にプロセスの評価構造が一貫して適用されて

的かつ動的に情報を共有しなければなりません。ある要素に新し

いなかったりすると、システムの他の部分ではこのような問題を

い情報又は情報の変更があると、残りの要素にも変更が反映され

修正することができません。

なければなりません。
同様に、システム全体にも、行使される管理及び影響の程度、

製品の購買習慣、情報提供、又は設計要素の再思考によって、
適用範囲を拡大したり影響力を行使しようとしたりすることは、

並びに運営の上下どの領域まで情報が有効に適用されるかに関し

それ自体すべて優れた意思決定ですが、このような変更には、特

て行われる意思決定が反映されなければなりません。

定された関連する環境側面との整合性も必要です。

さらに重要なことは、著しい側面の特定及び評価のプロセスは、

箇条 6.1.1 の要求事項を満たすために、側面及び影響の評価から

そのライフサイクルの視点を考慮しなければならない点です。ラ

のアウトプットをさらに調査し、リスク及び機会を特定する必要

イフサイクルの視点がこれまでプロセスに適用されていなかった

があります。同時に、箇条 4.1 で特定された組織の状況の課題に

場合、考慮対象となる影響を受ける領域の増加を反映するために

関連するリスク機会の考慮にこれらのアウトプットを追加します。

新たな側面が追加されるため、重大度の評価全体が変更される可

前述の箇条に関連してすでに取り上げられているライフサイクル

能性があります。

の視点によって推進される変更は、計画策定プロセス全体で取り

各側面をこのように評価することがシステムの主要要素である

上げなければなりません。

管理の継続
すべての計画からのアウトプットは、日々の運用で実現されま

多くの場合、影響を受ける領域が顕著になります。ライフサイ

す。一連の管理に計画と複雑な運用とのインタフェースが規定さ

クルには次のような機能があります。

れている主要な「運用」箇条に、ライフサイクルの視点の具体的な

• 購買方針に十分に詳細な支援が必要であるため、社交辞令に

言及があることは当然と言えます。
これらの管理の計画及び設計は、それ自体専門的な活動です。
関連する組織が直接雇用している従業員がいない場合、プロセス
が外部委託されている場合、組織と供給者又は請負業者間で管理
が共有されている場合は特にそうです。個々のプロセスのマネジ
メントが一貫していて完全でありながら、制限しないことを確実
にするためには、管理の影響を行使するポイントを決定すること
も重要な考慮事項です。
前述のライフサイクル思考のアウトプットにおいて一貫性が維
持されることにより、これまでは明確に考慮されなかった領域又
は単純な部門アプローチを行使していた領域が改善される可能性
があります。

4

終わらない。
• リスク及び機会の両方を入手し管理することによって情報が
提供され、サービス品質保証契約を策定できる。
• 請負業者と供給者相互の利益のために、契約の種類が改正で
きる。
• 環境上又は資源に関連するパフォーマンスのレベルを新たに
又は改善して実現することにより、プロセスの外部委託で、
コスト削減以外の利益を実現する又は実現可能である（財政上
の観点からも測定可能）。

プロセスについて
ライフサイクルの視点を取り入れると、プロセスアプローチを

ただし、個々の組織の目標及び優先事項は、より部分的なイン

採用するメリットも多く享受できることがわかります。例えば、

センティブやゴールへと広く展開する傾向にあります。そのよう

バリューチェーンの図（図 1）では、ライフサイクルの多くの段階

な理由から、ライフサイクル全体の管理を考察することは、プロ

が異なる組織の管理下にあることがわかります。

セスとそのインタフェースを上位レベルで考察することを意味し
ます。

サービス又は製品の配送を支援するために、チェーン内のすべ
ての組織が協力して業務を行い、実施すべき内容及び目指す成功

サイクル内の組織間にインタフェース又は概念上の境界が存在

について共通する認識を持つことが理想です。実際には、各組織

する場合は必ず、管理された明確な引き渡しが行われる必要があ

の短期的な目標が優先される傾向にあります。これは、連続する

ります。一方、マネジメントは、サイクル全体を俯瞰的に観察す

複数の段階が 1 つの組織の管理下にありながら、その組織内の複

ることで初めて、上位で行われた意思決定によって下位での問題

数部門に及んでいる場合にも起こりうることです。

解決の機会が制限される状況を把握することができます。

図1：ライフサイクルの視点
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エコデザイン
どんな製品又はサービスでも、問題点を後のライフサイクルの

性があります。この場合、真に独創的な思考を行うことができます。

変更につなげたり、その問題を排除したりすることができます。

多くは組織の健全性及び継続性に関する技術革新の必要性につい

設計段階における原材料の選択は、その使用又は廃棄に関して、

て記述されます。なお、望ましい特性の障害となるものを排除す

重大な影響を与える可能性があります。

る方法についても言及されます。ライフサイクルの視点によって、

ライフサイクルの視点から見ると、一部の製品では、最初に製

こうした望ましい機会を与えます。

品を製造する際の影響に比べて、製品が工場を出た後の影響のほ

本指針は、『 ISO 14006:2011 環境マネジメントシステム - エ

うがはるかに大きいことがわかります。このような製品は、サイ

コデザインの導入のための指針』には、「エコデザイン」を組織内

クルの下流でこのような影響を認識する設計のインプットによっ

で管理する方法についての手引き及び支援が数多く記載されてい

て大きなメリットを得ることができます。ライフサイクルの視点

ます。ISO 14001 で使用できるように記載されているものですが、

により、環境にやさしい現実的な設計機能が明確になります。元

必要に応じて、ISO 9001 で使用できるような柔軟性も備えてい

の設計概要を再思考したり別の用語で再構成したいと考える場合、

ます。

設計者が従来の対応策の多くをもう使用できない状況になる可能
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ライフサイクルの概要をつかむと、調査に関する戦略から運用

のではなく、ライフサイクルのある部分から別の部分に移行され

に至るまでの考えや議題が限りなく発生します。アウトプットを

るに過ぎない場合があることが明らかになっています。結果とし

意思決定プロセスに効果的に生かさなければ、これらはすべて意

て、定量化と責任に関連する困難な問題を含め、事実に基づく重

味がありません。ライフサイクルに関する考察をうまく統合する

要な意思決定が行われることが重要であるかもしれません。

カギは、リスク及び機会に関する意思決定プロセスを構造化し、
ゆりかごから墓場まで方式のアプローチに基づく意思決定を行う
ことにあります。

同様に、向上していくサプライチェーンの機能を利用して、原
材料又はエネルギーコストの節減、プロセスの最適化、又は改革
を実現するための機会が、限定的な視点の下に隠されている可能

ライフサイクルの概念は、製品の有害な環境影響全体を最小限に

性があります。描いていた業務の構想や方法を変更して、新たに

抑えることにとどまらず、改革、機会、及び製品の貢献度の向上の

定義する共通の目的のために新しい連携方法を管理する必要があ

ための調査（改善のための可能な限り広範な調査）にも及びます。

ります。

これは、一様に単純明瞭なプロセスではない場合もあります。

ただし、それには、新しい視点で考察する能力が必要です。物

組織では、自社の製品及びサービスにおいて環境に対して最善の

事をいったん別角度から見ることができると、今まで見えなかっ

選択を行う際に、確固たる信念の一部が問題となる場合がありま

たところが見えてきます。メリットを考えれば、これを実行しな

す。調査によると、最初の取組みでは、環境上の負荷を除去する

い理由はありません。

マネジメントシステム規格を使用するメリット
マネジメントシステム規格を使用するメリット
業務パフォーマンスの改善

効率の向上

規格を使用することで、すべての業務プロセスが統合され、組織

規格によって堅牢な枠組みと注目点が示されることで、運用効率

の事業戦略との整合性が維持されます。業務管理ツールとして使

が向上し、コストのかかるミスが軽減するため、時間とコストが

用することで、パフォーマンスの改善、複雑さの軽減、実質価値

節減されます。

の向上、継続的改善の導入が可能になります。

関与の向上

リスク及び機会の管理の改善

組織がマネジメントシステムを採用することで、すべての従業員

組織に影響を与えるリスク及び機会を特定するための要求事項に

が事業戦略に基づく共通目標に従って業務を行うことができます。

より、リスク及び機会をさらに効果的に管理できるため、運用効
率が向上し、重複が軽減し、時間とコストが節減されます。

統合の改善
すべてのマネジメントシステム規格に共通する新たな構造によっ

評判の向上

て、必要以上に多くの時間と費用をかけることなく、複数のシス

規格を採用することで、組織が先進的で革新的かつ積極的な業務

テムを容易に統合できます。

管理アプローチを採用しているという明確なメッセージが、既存
顧客及び潜在顧客に伝わります。

ISO 14001:2015の最新情報は、下記Websiteをご覧ください。
www.bsigroup.com/ja-JP/ISO14001/ISO14001rev/
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