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「脱炭素社会の実現」へ向けた
温室効果ガス排出量削減への取り組み
地球環境問題が年々深刻化し、さまざまな脅威が人々の生活を脅かしつつあるなか、

当社は中長期環境ビジョン「Environment Challenging Ono Vision （ECO VISION 2050）」を掲げ、

2050年の未来を見据えて環境課題の解決に挑戦しています。

重点項目の一つである「脱炭素社会の実現」についても、2020年度に策定した

中長期的な温室効果ガス排出量削減目標のもと、全社でさまざまな取り組みを進めています。

気候変動への対応特集 . 01

　 脱炭素社会の実現に向けて当社が掲げる「温室効果ガス排出

量（スコープ1＋2）を2050年度までにゼロにする」という目標

は、国際的イニシアティブである「Science Based Targets 

initiative（SBTi）」から最も意欲的な目標「1.5°C目標」に分類

されています。2021年3月末時点で「1.5°C目標」に分類されて

いる企業は、日本では30社のみです。このようにチャレンジング

な目標を達成するため、当社は「令和元年度SBT達成に向けた

CO2削減計画策定支援モデル事業」（環境省主催）に参加し、専

門家の調査・助言のもと、将来の新技術などを取り入れた実現性

の高い温室効果ガス排出量削減計画を策定しました。 

脱炭素社会実現へ向けた意欲的な目標を策定

　2020年度は、昨今のエネルギー市場動向、コスト、排出係数変

動予測などを踏まえ、温室効果ガス排出量削減方針について改

めて検討しました。具体的には、IEMAの温室効果ガス（GHG）管

理ヒエラルキーを参考に、施策の優先度を「省エネルギー活動の

推進」、「再生可能エネルギー設備の導入」、「カーボンフリーエネ

ルギーの調達」、「クレジットの活用」の順とし、クレジット活用と比

してカーボンフリーエネルギーの調達割合を高める見直しを行い

ました。このような見直しは、事業環境の変化や取り組みの進捗

状況に合わせて、今後も随時行っていく予定です。2050年の未

来においても、革新的な医薬品の創製を通して「健康で健全な社

会づくり」を推進するとともに、当社は「製薬業界における環境

リーディングカンパニー」をめざし、脱炭素社会の実現に向けた

取り組みを一層加速させていきます。

最新の市場動向や将来予測を取り入れ、
施策の優先度を見直し

▶当社の温室効果ガス排出量削減施策の優先度と主な取り組み

▶先進的な技術の導入

優先度 当社施策の優先順位 主な取り組み

IEMAの
温室効果ガス
（GHG）管理
ヒエラルキー

出典：ENECHANGE株式会社資料を参考に当社作成 

高

低

回 避

削 減 省エネルギー活動の推進

再生可能エネルギー設備の導入

カーボンフリーエネルギーの調達

代 替

相 殺 クレジットの活用

◎熱源設備をモジュールタイプヒートポンプチラーへ更新
◎待機電力が極めて低い超高効率型アモルファス変圧器
　の導入
◎低風量型（プッシュ・プル型）超高速VAV（可変風量）式
　局所排気装置の導入
◎高清浄度エリアを限定できる無菌アイソレータシステム
　の導入
◎照明を蛍光灯からLEDに更新

▶運用改善

▶クールビズ・ウォームビズの実施

◎高温排水から熱回収を行い温熱源として使用
◎設備運転時間や設定温度などの見直し

▶太陽光発電設備の導入・運用
◎本社ビル（2003年度）
◎水無瀬研究所（2015年度）
◎東京ビル（2017年度）

▶再エネ電力メニュー契約による買電
◎水無瀬研究所（2019年度～）（2020年度に、トラッキン
　グ付かつより安定的に調達できる定量契約へ切り替え） 

▶グリーン電力証書（2018年度～）および
　J-クレジット（2019年度～）の購入 

▶環境に配慮したオフィス設計
◎米国：新オフィスにLEEDのGold認証を取得している
　ビルを選定
◎東京ビル：CASBEE®のSクラスを取得

モジュールタイプ
ヒートポンプチラー
（水無瀬研究所）

写真

太陽光発電パネル
（水無瀬研究所）

自社発電のグリーンなエネルギー
（温室効果ガスを排出しない）

電力会社からカーボンフリーエネルギーの調達
（温室効果ガスを排出しない）

クレジット（証書等）で相殺
（温室効果ガスを排出するがクレジットで相殺）

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

ENVIRONMENT
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環境マネジメント 気候変動関連の情報開示

　当社は、環境への取り組みの指針として「環境グローバルポリ

シー」を定めています。本ポリシーに基づき2050年に向けた中

長期環境ビジョン「Environment Challenging Ono Vision

（ECO VISION 2050）」を策定し、環境に対する企業の社会的責

任を認識するとともに、事業活動の全分野において環境に配慮

し、豊かな地球環境実現に向けて活動を推進しています。

環境グローバルポリシー・環境ビジョン

　当社は、代表取締役社長を環境経営の責任者とする環境マネジ

メント体制を構築しています。代表取締役社長の下では、環境担当

執行役員としてCSR委員長である常務執行役員/コーポレートコ

ミュニケーション統括部長が全社の環境マネジメントを統括し、

CSR推進室が運営、各部門の委員で構成された環境委員会が具体

的な現状把握と管理推進に当たるように環境マネジメント推進体

制を整備しています。特に、3つの重点項目である「脱炭素社会の

実現」、「水循環社会の実現」、「資源循環社会の実現」に対しては、

環境委員会の下に設置した分科会（気候変動分科会、水分科会、資

源循環分科会）において、環境負荷低減に向けた取り組みを検討

し、拠点別年度目標としてブレークダウンし対応を実施しています。

さらに、環境負荷の大きい生産事業所と研究所では、それぞれに

小委員会を設置しており、加えて、生産事業所では、ISO14001認

証を継続的に取得し、環境負荷低減に向けて取り組んでいます。な

お、これらの取り組みの進捗状況は、社長を議長とする経営会議に

おいて、年に一度以上報告することになっています。

　また、環境に影響を与える可能性のある作業を担当する従業員

に環境管理上必要な教育訓練を行い、環境リスクの低減に努めて

います。さらに、緊急事態対応のための事故を想定した訓練および

実地教育、各種マニュアルの策定により、環境への影響を最小限に

とどめるよう、体制を整備しています。 

環境マネジメントの推進

　「ECO VISION 2050」の実現に向けて、「脱炭素社会の実現」、

「水循環社会の実現」、「資源循環社会の実現」の3つを重点項目と

定め、温室効果ガス、水、廃棄物についての具体的な中長期目標を

2019年に設定するとともに、年度目標を毎年設定しています。

　当社の中長期温室効果ガス排出量削減目標（スコープ1＋2）は、

国際的イニシアチブである「Science Based Targets initiative

（SBTi）」から最も意欲的な目標「1.5°C目標」に分類されていま

す。エネルギーについてはRE100（2020年6月加盟）に沿い、

再生可能なエネルギーの利用を高めていきます。

中長期目標と年度目標

▶目標（中長期目標・年度目標）と実績

重点項目

脱炭素社会
の実現

温室効果ガス排出量（スコープ1+2）
（マーケットベース※1）

2030年度に55％削減、2050年度にゼロにする
〈2017年度比〉 

2017年度比
12.6％以上削減 

2017年度比
12.6％削減 

温室効果ガス排出量（スコープ3）

水資源使用量（取水量）

産業廃棄物の最終埋立処分率

産業廃棄物の排出量

2030年度に30%削減、2050年度に60%削減する
〈2017年度比〉 

2030年度に生産数量原単位で15%削減する
〈2017年度比〉 

2030年度に生産数量原単位で15%削減する
〈2017年度比〉 

2017年度比
4.6％削減※2 

前年度以下
（2019年度:296.7千㎥）

前年度以下
（2019年度:430.8t）

2017年度比
27.6％削減※2

製品包装の材質や
包装形態の変更など
により環境負荷を低減

245.6千㎥

全消費電力に占める
再生可能エネルギー利用率 2030年度に55％以上、2050年度に100%にする

毎年1%以下とする※3

事業活動において、環境負荷低減を推進する

12.6％以上 13.2％

0.2％1％以下

水循環社会
の実現

資源循環社会
の実現

指標 中長期目標 2020年度目標 2020年度実績

（TCFDに基づく開示）

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/106#943

環境グローバルポリシー・環境ビジョン

　当社は、2019年10月に「気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）」の提言への賛同を表明しました。TCFDは気候変動がも

たらす財務的影響を把握し、開示することを目的に、金融安定理事

会（FSB）によって設立されたタスクフォースで、2017年6月に情報

開示のあり方に関する提言を公表しています。当社ではこの提言

を踏まえ、気候変動に関連するリスクと機会の評価や管理を行い、

適切な情報開示に努めています。

　また、当社は、TCFD提言へ賛同する企業や金融機関等が、企

業の効果的な情報開示や開示された情報を金融機関等の適切

な投資判断につなげるための取り組みについて議論する場で

ある「TCFDコンソーシアム」に参加しています。2020年度に

は、TCFDコンソーシアムが主催する機関投資家との小規模な

意見交換会（ラウンドテーブル）に参加しました。

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/107#957

環境マネジメント体制・ISO14001認証取得状況

▶気候変動に関するリスク

　気候変動問題に対する責任者として環境担当執行役員を選任し

ています。環境担当執行役員は環境委員会の委員長を務め、気候

変動問題についての検討を四半期に1回以上の頻度で行っていま

す。また、環境担当執行役員はCSR委員会の委員長も兼任している

ほか、経営会議のメンバーでもあり、CSR委員会や経営会議におい

て、環境委員会の活動結果を半年に1回以上の頻度で議題に挙げ

報告・討議しています。CSR委員会や経営会議での検討結果は、年

1回以上、取締役会にて報告し、全取締役にも共有しています。 　 

　2019年度にTCFDワーキンググループを立ち上げ、気候変動に

おけるリスクと機会の特定ならびに評価、対応について検討を重ね

ました。特定したリスクと機会は、TCFDワーキンググループにおい

て毎年見直します。ワーキンググループは、環境担当執行役員が責

任者となり、関連主要部署責任者（財務責任者、経営企画責任者）

やリスクマネジメント室の責任者もメンバーに加えることで、経営

戦略の一環として気候関連課題に取り組んでいます。

ガバナンス

　気候変動に関するリスク・機会については、TCFDワーキング

グループが中心となり、1.5℃シナリオおよび4℃シナリオを用い

て分析、評価を行っています。2020年度は、製品構成や仕入れ

先の変更等を勘案し、物理的リスク※1について影響額を見直し

ました。なお、移行リスク※2の影響額については、算定時の前提

条件に特に変更はないため、見直しは行いませんでした。分析

の結果、どちらのシナリオにおいても当社が財務上重大と認める

リスクはありませんでした。国際社会の動向を継続して確認する

とともに、財務的影響の比較的大きいリスク・機会の影響を注視

していきます。 

戦略
〈気候変動に関するリスク・機会の分析・評価〉

※1 物理的リスク：脱炭素政策が不透明で、気候変動によってもたらされる災害等による
　　急性あるいは慢性的な被害。

※2 移行リスク：脱炭素政策が世界中で強化され、例えば気候変動政策および規制や、技術
　　開発、市場動向、市場における評価等の変化によってもたらされるリスク。

※1 マーケットベース：各電力事業社が公表している排出係数を基に算定した温室効果ガス排出量。
※2 スコープ3については、算定時点で当社の主要取引先および医薬品卸の2020年度データが公表されていないため、2019年度の排出量で算定。
※3 非リサイクル（=埋立・単純焼却）の割合を総量の1%以下とすることを、当社の「ゼロエミッション」の基準と定義しています。  

（生産数量原単位で
2017年度比4.6%増加）

502.7t
（生産数量原単位で

2017年度比13.2％増加）

ー ー

要因

1.5℃を
めざす
社会 

規制に
よるリスク

炭素税の
負担増

調達価格
への炭素税
の転嫁

洪水
リスク
（急性）

水不足
リスク
（慢性）

自社 19億円

6億円

34億円

0億円

調達先

自社、
製造委託先、
サプライヤー

物理的
影響に
よるリスク

4℃
上昇した
場合

バリュー
チェーン リスクと影響 財務影響※ 管理手法

※ 財務影響：1.5℃もしくは4℃における2020～2030年の最大値（規制によるリスクは累計値）。 

気候変動の原因となる温室効果ガスの排出削減対策緩 和 すでに生じている（あるいは、将来予測される）気候変動の影響による被害の防止・軽減対策 適 応

気候変動に関する規制が強化され、温室効果ガス
排出量への炭素税負担が増加する可能性がある

気候変動に関する規制が強化され、調達先の温室効
果ガス排出量にかかる炭素税負担が増加し、当社調
達価格へ転嫁されコストが上昇する可能性がある

急性的な台風等の被害（洪水）リスクが大きくな
り、製造設備毀損による操業の中断や貯蔵設備の
毀損により収益の低下を招く可能性がある

充分な在庫を確保しているため、長期的な水資源
枯渇により、水の使用制限による操業の中断が発
生し、収益の低下を招くリスクは現時点ではない

緩 和

緩 和

適 応

適 応

■1.5℃目標に沿った温室効果ガス排出量削減目標
　（スコープ1+2）の達成
■達成のための省エネルギー、再生可能エネルギー投資
　計画の実施 

■温室効果ガス排出量削減目標（スコープ3）の達成
■達成のためのサプライヤーへのエンゲージメントの強化 

■主要拠点への非常用発電機導入および定期メンテナンス
　の実施
■全社的リスクマネジメント（ERM）への気候リスクの統合
■取引先との協力体制の確保
　（製品保管先、取引先の防水対策の検討等）
■複数供給先の確保
■取引先選定プロセスにおける気候変動による洪水の影響
　を勘案

■機会損失を起こさない適正在庫の確保
■取引先との協力体制の確保

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

ENVIRONMENT

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/106#943
https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/107#957
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環境マネジメント 気候変動関連の情報開示

　当社は、環境への取り組みの指針として「環境グローバルポリ

シー」を定めています。本ポリシーに基づき2050年に向けた中

長期環境ビジョン「Environment Challenging Ono Vision

（ECO VISION 2050）」を策定し、環境に対する企業の社会的責

任を認識するとともに、事業活動の全分野において環境に配慮

し、豊かな地球環境実現に向けて活動を推進しています。

環境グローバルポリシー・環境ビジョン

　当社は、代表取締役社長を環境経営の責任者とする環境マネジ

メント体制を構築しています。代表取締役社長の下では、環境担当

執行役員としてCSR委員長である常務執行役員/コーポレートコ

ミュニケーション統括部長が全社の環境マネジメントを統括し、

CSR推進室が運営、各部門の委員で構成された環境委員会が具体

的な現状把握と管理推進に当たるように環境マネジメント推進体

制を整備しています。特に、3つの重点項目である「脱炭素社会の

実現」、「水循環社会の実現」、「資源循環社会の実現」に対しては、

環境委員会の下に設置した分科会（気候変動分科会、水分科会、資

源循環分科会）において、環境負荷低減に向けた取り組みを検討

し、拠点別年度目標としてブレークダウンし対応を実施しています。

さらに、環境負荷の大きい生産事業所と研究所では、それぞれに

小委員会を設置しており、加えて、生産事業所では、ISO14001認

証を継続的に取得し、環境負荷低減に向けて取り組んでいます。な

お、これらの取り組みの進捗状況は、社長を議長とする経営会議に

おいて、年に一度以上報告することになっています。

　また、環境に影響を与える可能性のある作業を担当する従業員

に環境管理上必要な教育訓練を行い、環境リスクの低減に努めて

います。さらに、緊急事態対応のための事故を想定した訓練および

実地教育、各種マニュアルの策定により、環境への影響を最小限に

とどめるよう、体制を整備しています。 

環境マネジメントの推進

　「ECO VISION 2050」の実現に向けて、「脱炭素社会の実現」、

「水循環社会の実現」、「資源循環社会の実現」の3つを重点項目と

定め、温室効果ガス、水、廃棄物についての具体的な中長期目標を

2019年に設定するとともに、年度目標を毎年設定しています。

　当社の中長期温室効果ガス排出量削減目標（スコープ1＋2）は、

国際的イニシアチブである「Science Based Targets initiative

（SBTi）」から最も意欲的な目標「1.5°C目標」に分類されていま

す。エネルギーについてはRE100（2020年6月加盟）に沿い、

再生可能なエネルギーの利用を高めていきます。

中長期目標と年度目標

▶目標（中長期目標・年度目標）と実績

重点項目

脱炭素社会
の実現

温室効果ガス排出量（スコープ1+2）
（マーケットベース※1）

2030年度に55％削減、2050年度にゼロにする
〈2017年度比〉 

2017年度比
12.6％以上削減 

2017年度比
12.6％削減 

温室効果ガス排出量（スコープ3）

水資源使用量（取水量）

産業廃棄物の最終埋立処分率

産業廃棄物の排出量

2030年度に30%削減、2050年度に60%削減する
〈2017年度比〉 

2030年度に生産数量原単位で15%削減する
〈2017年度比〉 

2030年度に生産数量原単位で15%削減する
〈2017年度比〉 

2017年度比
4.6％削減※2 

前年度以下
（2019年度:296.7千㎥）

前年度以下
（2019年度:430.8t）

2017年度比
27.6％削減※2

製品包装の材質や
包装形態の変更など
により環境負荷を低減

245.6千㎥

全消費電力に占める
再生可能エネルギー利用率 2030年度に55％以上、2050年度に100%にする

毎年1%以下とする※3

事業活動において、環境負荷低減を推進する

12.6％以上 13.2％

0.2％1％以下

水循環社会
の実現

資源循環社会
の実現

指標 中長期目標 2020年度目標 2020年度実績

（TCFDに基づく開示）

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/106#943

環境グローバルポリシー・環境ビジョン

　当社は、2019年10月に「気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）」の提言への賛同を表明しました。TCFDは気候変動がも

たらす財務的影響を把握し、開示することを目的に、金融安定理事

会（FSB）によって設立されたタスクフォースで、2017年6月に情報

開示のあり方に関する提言を公表しています。当社ではこの提言

を踏まえ、気候変動に関連するリスクと機会の評価や管理を行い、

適切な情報開示に努めています。

　また、当社は、TCFD提言へ賛同する企業や金融機関等が、企

業の効果的な情報開示や開示された情報を金融機関等の適切

な投資判断につなげるための取り組みについて議論する場で

ある「TCFDコンソーシアム」に参加しています。2020年度に

は、TCFDコンソーシアムが主催する機関投資家との小規模な

意見交換会（ラウンドテーブル）に参加しました。

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/107#957

環境マネジメント体制・ISO14001認証取得状況

▶気候変動に関するリスク

　気候変動問題に対する責任者として環境担当執行役員を選任し

ています。環境担当執行役員は環境委員会の委員長を務め、気候

変動問題についての検討を四半期に1回以上の頻度で行っていま

す。また、環境担当執行役員はCSR委員会の委員長も兼任している

ほか、経営会議のメンバーでもあり、CSR委員会や経営会議におい

て、環境委員会の活動結果を半年に1回以上の頻度で議題に挙げ

報告・討議しています。CSR委員会や経営会議での検討結果は、年

1回以上、取締役会にて報告し、全取締役にも共有しています。 　 

　2019年度にTCFDワーキンググループを立ち上げ、気候変動に

おけるリスクと機会の特定ならびに評価、対応について検討を重ね

ました。特定したリスクと機会は、TCFDワーキンググループにおい

て毎年見直します。ワーキンググループは、環境担当執行役員が責

任者となり、関連主要部署責任者（財務責任者、経営企画責任者）

やリスクマネジメント室の責任者もメンバーに加えることで、経営

戦略の一環として気候関連課題に取り組んでいます。

ガバナンス

　気候変動に関するリスク・機会については、TCFDワーキング

グループが中心となり、1.5℃シナリオおよび4℃シナリオを用い

て分析、評価を行っています。2020年度は、製品構成や仕入れ

先の変更等を勘案し、物理的リスク※1について影響額を見直し

ました。なお、移行リスク※2の影響額については、算定時の前提

条件に特に変更はないため、見直しは行いませんでした。分析

の結果、どちらのシナリオにおいても当社が財務上重大と認める

リスクはありませんでした。国際社会の動向を継続して確認する

とともに、財務的影響の比較的大きいリスク・機会の影響を注視

していきます。 

戦略
〈気候変動に関するリスク・機会の分析・評価〉

※1 物理的リスク：脱炭素政策が不透明で、気候変動によってもたらされる災害等による
　　急性あるいは慢性的な被害。

※2 移行リスク：脱炭素政策が世界中で強化され、例えば気候変動政策および規制や、技術
　　開発、市場動向、市場における評価等の変化によってもたらされるリスク。

※1 マーケットベース：各電力事業社が公表している排出係数を基に算定した温室効果ガス排出量。
※2 スコープ3については、算定時点で当社の主要取引先および医薬品卸の2020年度データが公表されていないため、2019年度の排出量で算定。
※3 非リサイクル（=埋立・単純焼却）の割合を総量の1%以下とすることを、当社の「ゼロエミッション」の基準と定義しています。  

（生産数量原単位で
2017年度比4.6%増加）

502.7t
（生産数量原単位で

2017年度比13.2％増加）

ー ー

要因

1.5℃を
めざす
社会 

規制に
よるリスク

炭素税の
負担増

調達価格
への炭素税
の転嫁

洪水
リスク
（急性）

水不足
リスク
（慢性）

自社 19億円

6億円

34億円

0億円

調達先

自社、
製造委託先、
サプライヤー

物理的
影響に
よるリスク

4℃
上昇した
場合

バリュー
チェーン リスクと影響 財務影響※ 管理手法

※ 財務影響：1.5℃もしくは4℃における2020～2030年の最大値（規制によるリスクは累計値）。 

気候変動の原因となる温室効果ガスの排出削減対策緩 和 すでに生じている（あるいは、将来予測される）気候変動の影響による被害の防止・軽減対策 適 応

気候変動に関する規制が強化され、温室効果ガス
排出量への炭素税負担が増加する可能性がある

気候変動に関する規制が強化され、調達先の温室効
果ガス排出量にかかる炭素税負担が増加し、当社調
達価格へ転嫁されコストが上昇する可能性がある

急性的な台風等の被害（洪水）リスクが大きくな
り、製造設備毀損による操業の中断や貯蔵設備の
毀損により収益の低下を招く可能性がある

充分な在庫を確保しているため、長期的な水資源
枯渇により、水の使用制限による操業の中断が発
生し、収益の低下を招くリスクは現時点ではない

緩 和

緩 和

適 応

適 応

■1.5℃目標に沿った温室効果ガス排出量削減目標
　（スコープ1+2）の達成
■達成のための省エネルギー、再生可能エネルギー投資
　計画の実施 

■温室効果ガス排出量削減目標（スコープ3）の達成
■達成のためのサプライヤーへのエンゲージメントの強化 

■主要拠点への非常用発電機導入および定期メンテナンス
　の実施
■全社的リスクマネジメント（ERM）への気候リスクの統合
■取引先との協力体制の確保
　（製品保管先、取引先の防水対策の検討等）
■複数供給先の確保
■取引先選定プロセスにおける気候変動による洪水の影響
　を勘案

■機会損失を起こさない適正在庫の確保
■取引先との協力体制の確保

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

ENVIRONMENT
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水・資源循環社会の実現に向けた取り組み

　リスク・機会の特定については、リスク・機会ごとに発生時期や

発生確率、影響を及ぼす範囲を分析し、対策内容などを評価した

うえで、総合的に優先度合を決定しています。事業への影響が大

きいものや発生確率の高いもの、対策の費用対効果が高いもの

を優先して特定し、環境委員会にて管理しています。特定したリス

クについては、全社リスクマネジメント委員会にて対策を検討の

うえ、経営会議に提案し、承認を得ています。経営会議で承認され

た対策に基づき、生産事業所や研究所等の責任者がその実行に

あたり、総合的にリスクを管理しています。リスク・機会の影響は

毎年見直し、その管理状況について環境委員会とCSR委員会お

よび経営会議において報告しています。

リスク・機会の管理

　中長期環境ビジョンに基づく温室効果ガス排出量削減目標を

達成するためのロードマップ（P43参照）を作成し、目標達成に必

要な施策やコストの検討などを行っています。中長期目標の達成

に向けて、単年度目標を設定し、目標に対する結果（進捗状況）に

ついて評価を行っています（P45参照）。また、当社のバリュー

チェーンにおける温室効果ガス排出量（スコープ3）についても、

環境省のガイドラインに従い15のカテゴリーに分け、2014年度

分から国内事業所を対象に算定しています。

　水リスクについては、年に1回リスク分析を行い、全社リスクの

一つ「災害／気候変動リスク」として取り上げ、BCP（事業継続計

画）に基づき、適正な製品在庫の確保等の対策を実施しています。

今後、取引先との協力体制の構築や複数供給先の確保、取引先選

定プロセスにおける気候変動による洪水・水不足の影響の勘案等

についても検討していきます。

指標と目標

https://www.cdp.net/en/saml/new

気候変動に関するリスクと機会、温室効果ガス排出量などの
詳細はCDP Climate Changeで回答していますので、
CDPのホームページからご確認いただけます（CDPのIDが必要です）。

▶温室効果ガス排出量（スコープ1＋2）

▶エネルギー使用量

▶電力消費量と再生可能エネルギー利用率※

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/106#946

バリューチェーンにおける温室効果ガス排出量（スコープ3）

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/106#947

水に関するリスクと機会の分析の評価

　限りある水資源への負荷を減らすため、中長期目標（P45参照）

を設定し、水循環社会の実現に向けて取り組んでいます。水に関す

るリスクや機会については、環境委員会が中心となり調査を行い、

事業に影響を及ぼすと考えられるリスクと機会を把握し、分析、評

価を行っています。

　水使用量が多い主要拠点（生産事業所および研究所）の水リスク

評価は、世界資源研究所の水リスク評価ツール（WRI AQUEDUCT）

を用いて実施しています。2020年度末時点で当社の主要拠点は水

ストレスが「非常に高い（Extremely high risk）」に分類される

地域での操業を行っておらず、事業に必要となる良質な淡水の利

用が可能な地域での操業を行っており、事業活動への影響を受け

ていません。なお、当社は英国CDPが実施している水セキュリティ

の調査において、2018年度のBから2019年度にはAマイナスへ

と評価が向上し、2020年度もAマイナスの評価を維持しています。 

水循環社会の実現に向けて

　2020年度の取水量は245.6千㎥で、2019年度比で17.2％

（51.1千㎥）削減を達成しました。水使用量削減のため、生産事業

所での熱排水タンクの設定温度調整による冷却水の削減、研究所

での空冷チラー・全熱交換器への水噴霧停止等の取り組みを進め

ています。また、事業所の増改築時や設備更新時には、節水型衛生

器具を採用しているほか、福井研究所では再利用水設備を導入し、

取水量を抑制しています。

水循環社会の実現に向けた進捗

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/118

環境への取り組みや環境データの詳細は、
当社のサステナビリティサイトで紹介しています。

　書類の電子化による紙資料の削減など、全社で廃棄物発生の

抑制に努めるとともに、研究所と生産事業所では不要になった紙

くず・金属くずなどを有価物として売却、研究所では使用しなく

なった実験機器の売却を行っています。さらに、研究所、生産事業

所から発生する産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）につい

ては、埋立処分せずにリサイクルを行っている中間処理委託先を

選択しています。

　製品包装においても、プラスチックから紙素材への切り替えや

包装形態の変更などを通して、環境負荷低減を推進しています。

資源循環社会の実現に向けた取り組み

　環境委員会の下部組織である資源循環分科会が中心となり、

全社での取り組みを進めています。分科会では、「4R（refuse・

reduce・reuse・recycle）の推進」と「環境負荷低減素材の選

択」という基本方針のもと、廃棄物発生工程の調査や分析、資源

循環社会の実現に向けた施策の検討や評価を行い、環境保全を

通して持続可能な社会に向けて、取り組みを強化しています。 

資源循環社会の実現に向けて

※取水量、排水量の対象：フジヤマ工場/城東製品開発センター/山口工場（2018年度より
　追加）/水無瀬研究所/福井研究所/筑波研究所/本社/各支社・営業所等

※温室効果ガス排出量、エネルギー使用量の対象：フジヤマ工場/城東製品開発センター/山口
　工場（2018年度より追加）/水無瀬研究所/福井研究所/筑波研究所/本社/各支社・営業所等

※ 再生可能エネルギー利用率：再生可能エネルギー利用量/全電力消費量

▶気候変動に関する機会

要因

1.5℃を
めざす
社会 

資源の
効率性に
よる機会

高効率
製薬

プロセス
自社 23億円

バリュー
チェーン 機会と影響 財務影響※1 管理手法

※1 財務影響：1.5℃もしくは4℃における2020～2030年の最大値（規制によるリスクは累計値）。 
※2 グリーン・サステイナブル・ケミストリー：持続可能な社会を実現するため化学物質のライフサイクル全体において環境負荷を低減しようとするコンセプト。 

高効率製薬プロセス（グリーン・サステイナブル・ケミスト
リー※2等）技術の導入により、原材料コストの削減等の機会
と成り得る

■資源効率に関する指標の設定
■体制の整備

4℃
上昇した
場合

事業に
よる機会

予防・
治療製品

顧客 5億円
温暖化により疾病動向が変化した際に、それらに対する既存
医薬品（メラノーマ治療薬等）の需要が高まる、または新薬を
開発販売することで収益に好影響を及ぼす可能性がある

■既存医薬品の効能追加
■新規化合物ライブラリーの充実
■オープンイノベーションの活用等 

1.5℃を
めざす
社会 

評判に
よる機会

企業価値
向上

投資家、
顧客、
採用市場

(企業価値
創出として
寄与) 

当社の気候変動への取り組みが顧客からの信頼獲得、従業員
の定着、人財採用での評価向上、ESG投資家からの評価向上
等の企業価値創出に寄与することが想定される

■実施した活動結果の適正な外部公表 

■生産事業所および研究所　■本社およびその他の国内事業所（テナント入居含む）
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■非再生可能エネルギー利用量　■再生可能エネルギー利用量
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■生産事業所および研究所　■本社およびその他の国内事業所（テナント入居含む）
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▶排水量

■フジヤマ工場   ■城東製品開発センター   ■山口工場   ■水無瀬研究所   ■福井研究所   
■筑波研究所   ■本社およびその他の国内事業所（一部テナント含む）

■フジヤマ工場   ■城東製品開発センター   ■山口工場   ■水無瀬研究所   ■福井研究所   
■筑波研究所   ■本社およびその他の国内事業所（一部テナント含む）
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▶取水量（水資源使用量）と取水量原単位
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▶産業廃棄物最終埋立処分量および最終埋立処分率

※産業廃棄物最終埋立処分量および最終埋立処分率の対象：フジヤマ工場/城東製品開発
　センター/山口工場（2018年度より追加）/水無瀬研究所/福井研究所/筑波研究所
※2017年度の産業廃棄物最終埋立処分量は、城東製品開発センターの改修工事に伴う排出量
　（5.8t）を含む。

■産業廃棄物最終埋立処分量　　　　産業廃棄物最終埋立処分率
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▶産業廃棄物排出量に関わる原単位

※ 2017年度は、城東製品開発センターの改修工事に伴う排出量（25.64t）を除いて算出。
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スコープ2：マーケットベース
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水・資源循環社会の実現に向けた取り組み

　リスク・機会の特定については、リスク・機会ごとに発生時期や

発生確率、影響を及ぼす範囲を分析し、対策内容などを評価した

うえで、総合的に優先度合を決定しています。事業への影響が大

きいものや発生確率の高いもの、対策の費用対効果が高いもの

を優先して特定し、環境委員会にて管理しています。特定したリス

クについては、全社リスクマネジメント委員会にて対策を検討の

うえ、経営会議に提案し、承認を得ています。経営会議で承認され

た対策に基づき、生産事業所や研究所等の責任者がその実行に

あたり、総合的にリスクを管理しています。リスク・機会の影響は

毎年見直し、その管理状況について環境委員会とCSR委員会お

よび経営会議において報告しています。

リスク・機会の管理

　中長期環境ビジョンに基づく温室効果ガス排出量削減目標を

達成するためのロードマップ（P43参照）を作成し、目標達成に必

要な施策やコストの検討などを行っています。中長期目標の達成

に向けて、単年度目標を設定し、目標に対する結果（進捗状況）に

ついて評価を行っています（P45参照）。また、当社のバリュー

チェーンにおける温室効果ガス排出量（スコープ3）についても、

環境省のガイドラインに従い15のカテゴリーに分け、2014年度

分から国内事業所を対象に算定しています。

　水リスクについては、年に1回リスク分析を行い、全社リスクの

一つ「災害／気候変動リスク」として取り上げ、BCP（事業継続計

画）に基づき、適正な製品在庫の確保等の対策を実施しています。

今後、取引先との協力体制の構築や複数供給先の確保、取引先選

定プロセスにおける気候変動による洪水・水不足の影響の勘案等

についても検討していきます。

指標と目標

https://www.cdp.net/en/saml/new

気候変動に関するリスクと機会、温室効果ガス排出量などの
詳細はCDP Climate Changeで回答していますので、
CDPのホームページからご確認いただけます（CDPのIDが必要です）。

▶温室効果ガス排出量（スコープ1＋2）

▶エネルギー使用量

▶電力消費量と再生可能エネルギー利用率※

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/106#946

バリューチェーンにおける温室効果ガス排出量（スコープ3）

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/106#947

水に関するリスクと機会の分析の評価

　限りある水資源への負荷を減らすため、中長期目標（P45参照）

を設定し、水循環社会の実現に向けて取り組んでいます。水に関す

るリスクや機会については、環境委員会が中心となり調査を行い、

事業に影響を及ぼすと考えられるリスクと機会を把握し、分析、評

価を行っています。

　水使用量が多い主要拠点（生産事業所および研究所）の水リスク

評価は、世界資源研究所の水リスク評価ツール（WRI AQUEDUCT）

を用いて実施しています。2020年度末時点で当社の主要拠点は水

ストレスが「非常に高い（Extremely high risk）」に分類される

地域での操業を行っておらず、事業に必要となる良質な淡水の利

用が可能な地域での操業を行っており、事業活動への影響を受け

ていません。なお、当社は英国CDPが実施している水セキュリティ

の調査において、2018年度のBから2019年度にはAマイナスへ

と評価が向上し、2020年度もAマイナスの評価を維持しています。 

水循環社会の実現に向けて

　2020年度の取水量は245.6千㎥で、2019年度比で17.2％

（51.1千㎥）削減を達成しました。水使用量削減のため、生産事業

所での熱排水タンクの設定温度調整による冷却水の削減、研究所

での空冷チラー・全熱交換器への水噴霧停止等の取り組みを進め

ています。また、事業所の増改築時や設備更新時には、節水型衛生

器具を採用しているほか、福井研究所では再利用水設備を導入し、

取水量を抑制しています。

水循環社会の実現に向けた進捗

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/118

環境への取り組みや環境データの詳細は、
当社のサステナビリティサイトで紹介しています。

　書類の電子化による紙資料の削減など、全社で廃棄物発生の

抑制に努めるとともに、研究所と生産事業所では不要になった紙

くず・金属くずなどを有価物として売却、研究所では使用しなく

なった実験機器の売却を行っています。さらに、研究所、生産事業

所から発生する産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）につい

ては、埋立処分せずにリサイクルを行っている中間処理委託先を

選択しています。

　製品包装においても、プラスチックから紙素材への切り替えや

包装形態の変更などを通して、環境負荷低減を推進しています。

資源循環社会の実現に向けた取り組み

　環境委員会の下部組織である資源循環分科会が中心となり、

全社での取り組みを進めています。分科会では、「4R（refuse・

reduce・reuse・recycle）の推進」と「環境負荷低減素材の選

択」という基本方針のもと、廃棄物発生工程の調査や分析、資源

循環社会の実現に向けた施策の検討や評価を行い、環境保全を

通して持続可能な社会に向けて、取り組みを強化しています。 

資源循環社会の実現に向けて

※取水量、排水量の対象：フジヤマ工場/城東製品開発センター/山口工場（2018年度より
　追加）/水無瀬研究所/福井研究所/筑波研究所/本社/各支社・営業所等

※温室効果ガス排出量、エネルギー使用量の対象：フジヤマ工場/城東製品開発センター/山口
　工場（2018年度より追加）/水無瀬研究所/福井研究所/筑波研究所/本社/各支社・営業所等

※ 再生可能エネルギー利用率：再生可能エネルギー利用量/全電力消費量

▶気候変動に関する機会

要因

1.5℃を
めざす
社会 

資源の
効率性に
よる機会

高効率
製薬

プロセス
自社 23億円

バリュー
チェーン 機会と影響 財務影響※1 管理手法

※1 財務影響：1.5℃もしくは4℃における2020～2030年の最大値（規制によるリスクは累計値）。 
※2 グリーン・サステイナブル・ケミストリー：持続可能な社会を実現するため化学物質のライフサイクル全体において環境負荷を低減しようとするコンセプト。 

高効率製薬プロセス（グリーン・サステイナブル・ケミスト
リー※2等）技術の導入により、原材料コストの削減等の機会
と成り得る

■資源効率に関する指標の設定
■体制の整備

4℃
上昇した
場合

事業に
よる機会

予防・
治療製品

顧客 5億円
温暖化により疾病動向が変化した際に、それらに対する既存
医薬品（メラノーマ治療薬等）の需要が高まる、または新薬を
開発販売することで収益に好影響を及ぼす可能性がある

■既存医薬品の効能追加
■新規化合物ライブラリーの充実
■オープンイノベーションの活用等 

1.5℃を
めざす
社会 

評判に
よる機会

企業価値
向上

投資家、
顧客、
採用市場

(企業価値
創出として
寄与) 

当社の気候変動への取り組みが顧客からの信頼獲得、従業員
の定着、人財採用での評価向上、ESG投資家からの評価向上
等の企業価値創出に寄与することが想定される

■実施した活動結果の適正な外部公表 

■生産事業所および研究所　■本社およびその他の国内事業所（テナント入居含む）
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■非再生可能エネルギー利用量　■再生可能エネルギー利用量
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■生産事業所および研究所　■本社およびその他の国内事業所（テナント入居含む）

（年度）

（MWh）

0

80,000

100,000

120,000

2016 2019 202020182017

89,323.5 89,163.1 93,763.8
101,605.6 103,204.3
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49,802.4 52,655.5 55,878.0 55,816.5
▶排水量

■フジヤマ工場   ■城東製品開発センター   ■山口工場   ■水無瀬研究所   ■福井研究所   
■筑波研究所   ■本社およびその他の国内事業所（一部テナント含む）

■フジヤマ工場   ■城東製品開発センター   ■山口工場   ■水無瀬研究所   ■福井研究所   
■筑波研究所   ■本社およびその他の国内事業所（一部テナント含む）
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▶取水量（水資源使用量）と取水量原単位

（年度）

（千m3） （m3/生産数量）

0

100

200

300

400

0

0.05

0.10

0.15

0.20

2030
（目標）

20202016 2017

298.4

2018

325.1

2019

348.0
296.7

245.6

0.104

0.127
0.100

0.082
0.096

▶産業廃棄物最終埋立処分量および最終埋立処分率

※産業廃棄物最終埋立処分量および最終埋立処分率の対象：フジヤマ工場/城東製品開発
　センター/山口工場（2018年度より追加）/水無瀬研究所/福井研究所/筑波研究所
※2017年度の産業廃棄物最終埋立処分量は、城東製品開発センターの改修工事に伴う排出量
　（5.8t）を含む。

■産業廃棄物最終埋立処分量　　　　産業廃棄物最終埋立処分率
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▶産業廃棄物排出量に関わる原単位

※ 2017年度は、城東製品開発センターの改修工事に伴う排出量（25.64t）を除いて算出。
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スコープ2：マーケットベース
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