
Voice

　ロームグループでは、環境の国際規格
ISO14001を基本とした共通の環境マネ
ジメントシステムを展開し、環境負荷低減
に取り組んでいます。 
　「統括内部環境監査」では、ロームの
監査員がグループ各社における環境管理
システムの有効性や関連法の遵守状況を
確認し、システムの継続的な改善につな
げています。
　また2015年度は、さらなるレベルアップ
をはかり、拠点間による相互監査として「統括
内部環境監査クロスチェック」を国内外で
実施するとともに、世界各拠点の環境担当者

　2015年にCOP21(※)が開催され、世界
規模の地球温暖化・気候変動対策が求め
られるなか、ロームグループでは、設備の使
用電力、オフィスのエネルギーなどの見える
化を進めムダなエネルギーを削減する
とともに、CO₂やそれを大幅に上回る温室
効果があるPFCガス類の排出量の削減に
積極的に取り組んでいます。
　また、すべての事業活動から排出される

CO₂排出量の低減に取り組むため、自社
の算定範囲であるスコープ 1、2だけでなく、
バリューチェーン全体のCO₂排出量である
スコープ3まで拡大し、算定しています。
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統括内部環境監査クロスチェックの様子

統括内部環境監査クロスチェック 実施担当者

ROHM Electronics Dalian Co., Ltd. 
管理部 環境管理課

姜 莉斌

　2015年11月、私たち中国・大連の生産
拠点と天津の拠点は、統括内部環境監査
クロスチェックを実施しました。
　クロスチェックは、環境マネジメント
システムの運用や現場における管理状況
を互いに確認し、先進的な取り組みを共有
することを目的としています。今回は、より
安全な薬品保管方法や、環境目標達成
に向けた管理手法などを現場で確認する

が集まる「グローバル環境連絡会議」を
開催し、最新の環境規制などの動向や
グループ内における先進的な取り組みを
共有しました。

グループで連携した
環境マネジメント
システムの構築

ISO26000中核主題と活動

バリューチェーン全体でCO₂
およびその他温室効果ガス
排出量を削減

(※ )COP21…国連気候変動枠組条約第21回締約国
　　　　　　  会議。2015年11月にフランス パリで
　　　　　　  開催され、2020年以降の温暖化対策
　　　　　　  の国際枠組みが採択された。

環境に関する詳細情報
http://www.rohm.co.jp/web/japan/
environment

ことができ、非常に有益でした。
　この経験を通じてさらに環境に関する
知識やスキルを高め、グループの環境管理
システムをより向上させていけるよう
取り組みを継続していきます。
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ベンチマーク（BM）：2005年（国連気候変動枠組条約第19回締約国会議基準年）
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消費者課題
（お客様への対応）

コミュニティへの
参画および発展

ロームグループでは、環境方針を軸に、
地球環境に配慮したさまざまな活動を
実施しています。

環境

検証報告書

外部評価について 　環境負荷データに関して、より透明性、
信頼性の高い形で社会に情報公開する
ため、ビューローベリタスジャパン株式会
社による第三者検証を受審しました。
　また、2012年度よりCDP 気候変動に参
画して情報公開に努め、2015年度はトッ
プクラスの評価を得ることができました。
　さらに、2015年度よりCDP Waterにも
参画しています。（P.8をご参照ください。）

タイの販売拠点での教育風景

海外販売拠点の社員に対し
環境教育を実施

　ロームグループではお客様に安心して
製品を使用していただくため、環境負荷物
質の管理に継続して取り組んでいます。
　海外のお客様の窓口となる販売拠点では、
社員の環境に関する知識向上を目的とし、
環境負荷物質管理の仕組みやお取引先様
との連携の重要性について教育しています。

ISO26000中核主題
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