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はじめに
エコリーンは創業以来、
サステナビリティ
（持続可能性）
を企業の DNA として重視し、
社会に
貢献するための企業目標を高く掲げてきました。
当社のサステナビリティ フレームワークの要
でもある本レポートは、
今後の発展に向けて重要な優先事項をまとめています。
当社のサステ
ナビリティ目標は GRI スタンダードに準拠し、
適切な情報開示を行っています。
その目標は次
の 2 つのフォーカス エリアに分けて設定しています。
エコリーンのご紹介
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– 当社が抱える社会的な課題や社会そのものに関連する人々
（People）
と、
当社のビジネスと

2 0 1 9 年 ハイライト

4

して環境に影響を及ぼす包装ソリューション
（Packaging Solutions）
です。

C E O メッセージ
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当社は、
食品の安全を守り、
食品廃棄物を削減し、
資源効率の高い包装ソリューションを提供

エコリーンのサステナビリティ
アプローチ
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ます。
これらの目標を中心に構成した当社のサステナビリティ戦略は国連の持続可能な開発目

エコリーン サステナビリティ目標

7

標とエコリーンのビジネス戦略にも明確に結び付けられています。

し、
あらゆる活動や事業において責任あるビジネスをグローバルに展開することに注力してい

エコリーンは安全性、
利便性、
そして環境配慮に特化した最適な包装ソリューションを世界中
のお客様に提供することを目指しています。
ユニークな形状とデザインのエコリーン パッケー
ジは、
いかなる流通経路や気候条件においても、
世界中に安全な食品をお届けします。
また、
当社のビジネスが及ぼす影響を評価、
理解、
軽減するためにライフサイクル アプローチ
を採用しています。
当社事業におけるカーボン フットプリントの導入や環境への影響を最小限
に抑えるための軽量包装アプローチもこれに含まれます。
エコリーンは、
全ての製品に対して
環境製品宣言を出している唯一の包装システム サプライヤーです。
さらに、
当社のサステナビ
リティ プログラムは従業員、
お客様、
サプライヤー、
そして社会に対する責任遂行にも取り組ん
でいます。
当社が発行する年次サステナビリティ レポートはこちらからアクセスしてください。

ecolean.com/sustainability。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

アナ・パルミンガー、
サステナビリティ マネジャー

anna.palminger@ecolean.se
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エコリーンのご紹介
エコリーンは液体食品用の軽量包装および充填システム サプライヤ
ーとして急成長を続けるグローバル企業です。
エコリーンは、
パッ

ケージングに対して軽量包装に向けたアプローチを採用していま

す。
それが、
お客様と環境にとって大切であると考えるからです。
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2 0 1 9 年 ハイライト

生産能力
の拡大
3 番目の工場

を新設。

469 名

従業員数が 2018 年の
401 名から
2019 年は 469 名に増加。

14 0 %
2 年間で 4 機種目のローンチとな
る EL1+ を 8 月に発表。
生産能力を
最大 140% に拡大しながら、
資源を

サステナビリティ
トップ 5%
サステナビリティ評価を実施する独立
機関

を獲得。
世界中で対象となった企業

60,000 社のうちトップ 5% に入りま

25%
女性管理職の割合を 2017 年の

2019 年は 25% まで引き上げました。

削減し環境負担を低減。

活用して実施したパルス
サーベイに 5,000 名以
上の従業員が回答。

2019 年はメキシコ、ブラジル、
アラブ首長国連邦の市場に進出。

す。

19% から

2019 年には、Peakon を

15 カ国に営業拠点。

EcoVadis のサステナビリティ調

査においてエコリーンはゴールド評価

再生可能電力 81%。
使用する電力のほとんど
が再生可能な資源による
ものです。

2019 年 4 月、サステナビリティ マネ

ビジネス

成長

パキスタンに当社

パキスタンのフードイベント
Coke Fest（ラホール市）
と
Karachi Eat（カラチ市）に
参加。約 2,000 名分の有益
な消費者インサイトを獲得。

サステナビリティ

2,000 名

2030 年までに達成を目指す目標。

ージャーが中国杭州で開催された Food

Beverage Innovation Forum に登壇
し、
包装システムのサステナビリティ
の評価方法について説明しました。

リサイクルを推進。
エコリーンの透明パッケージは、

SUEZ.Circpack® に従ってリサイクルを
前提に設計しています。
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C E O メッセージ
当社の液体食品用パッケージ ビジネスの基礎にある企業理念
エコリーンは、世界中のお客様と消費者がより良い生活をできるよう、
地球に優しい軽量包装の提供に努めて

2019 年には、より多くの市場が持続可能なソリューションを選択できるよう地理的にも

います。液体食品メーカーが当社の軽量包装ソリューションを採用し、
お客様がその商品を店頭で購入する度

拡大を続けました。
パキスタンのラホールでは、
当社の

に、小さいながらも重要な選択がなされています。
それは、
食品や資源を無駄にせず、
地球に少しでも優しく

し、
域内で拡大している軽量で利便性の高い包装ソリューションへの需要に対応するた

する選択です。

めに本格的な生産へと準備を進めています。
また、
ブラジルとメキシコに新たに開設し

生産された食品はきちんと誰かの口に届くことが大切だと考えています。
これはとてもシンプルで重要なこ
とです。WHO（世界保健機構） によると、毎年 10 人にほぼ 1 人が汚染された食物を食べて病気になっている
1

と言われています。安全に食品を包装することは不可欠であり、
重要な役割を担っています。
各地の流通経路

た営業所ではすでに新規顧客を獲得しています。
さらに、MENA 地域への進出にむけた戦
略の一環としてアラブ首長国連邦のドバイにも営業所を新設しました。
同年には、
この

2 年間で 4 機種目のローンチとなる EL1+ 充填機を発表しました。

や気候条件に関わらず、食品を安全に多くの人々に届けるパッケージは大きな意味を持ちます。
当社の軽量包

これまでの機種よりも生産能力を最大

装ソリューションは、消費者の利便性を損なうことなく自然資源への影響を最小限に抑えながら、
世界中の

リティ消費量の削減を実現しています。

人々に安全な食品を毎日提供しています。
世界中のパッケージ業界では、顧客と消費者行動の変化や持続可能な選択肢への需要の高まりへの対応を進

3 箇所目となる生産工場を新設

140% に拡大しながら、資源の効率化とユーティ

エコリーンが組織として、
また従業員がそれぞれ違いを生み出すために日々献身的に
取り組む姿には特別なものを感じます。
地域や年齢、
エコリーンでの社歴は関係なく、

めています。
この変化は有意義であり、
必要なものでしょう。
エコリーンは、
全ての事業や製品において正確

社員が一丸となってサステナビリティを維持、
改善するために努力しています。
その成

で透明性の高い環境データを開示する業界リーダーとして、
他社への模範を示しています。
液体食品メーカー

果を本レポートにてご紹介します。

が異なる包装ソリューションのサステナビリティ パフォーマンスを比較できるようにすることが、
業界全体の
発展に繋がる事実に基づいた包括的なアプローチだと考えています。
一方で、高い透明性を保つことで、
企業は成長を続けることができる側面を特定し、
取り組んでいかなけれ
ばなりません。例えば、
リサイクルはパッケージの持続可能性に不可欠であり、
エコリーンにとって優先事項
でもあります。CEFLEX 2 のメンバーとして、
従来のリサイクル システムにおけるフレキシブル パッケージのリ
サイクル性の向上に取り組み、
回収、
仕分け、
廃棄物処理システムが不足している市場では、
お客様と緊密に
連携してリサイクル機会の拡大を目指しています。
当社は、
2025 年までにはリサイクルしやすい新しいパッケ
ージを提供するとことを目標に掲げ、士気を高めています。
サステナビリティをエコリーンの DNA の一部として、
全ての活動、
部署、
ステークホルダーとの関係に反

ピーター・L・二ルソン、
エコリーン グループ CEO

映しています。
1996 年の創業以来、当社が及ぼす経済的、社会的、環境的な影響を真っ直ぐに受け止めてきま
した。
当社の戦略的な取り組みは、
サステナビリティ評価を実施する独立機関 EcoVadis のゴールド評価を獲
得しています。
これは、評価の対象となった 155 カ国、195 の業界の企業 60,000 社の中でも、
エコリーンが
トップ 5% に入ることを示します。
この評価は、
責任のある包装サプライヤーとして環境負担を抑え、
業界で
の地位を強化するためのコミットメントを反映しています。

1 WHO (世界保健機構); 食の安全（information on food safety）
2 CEFLEX (Circular Economy for Flexible Packaging); a collaboration between companies representing the entire value chain of flexible packaging

5

サス テ ナビリティ レ ポ ート 概 要

サス テ ナビリティ レ ポ ート 概 要

エコリーンのサステナビリティ
アプローチ
2015 年の国連サミットで全ての加盟国が合意し、採択された持続可能な開発目標（SDGs）の 17 の目標は、世界規

中でも当社ビジ
液体食品の包装ソリューションのグローバル サプライヤーとして SDGs 達成への貢献に励んでいます。

模で経済、社会、環境面での持続可能な開発を掲げています。SDGs は私たちの世界をより良くするために、一丸と

ネスが特に貢献できる 6 つ の目標とそのアプローチをご紹介します。
当社のビジネスがどのように SDGs の全ての目標
に関係し、
どのように貢献できるかについては、Ecolean Sustainability Report 2019 の全文
（英語）
をご参照くださ

なって取り組むべき課題やその方法を明確に定義しています。

い。

各地の消費者やリサイクル業者と連携し、
フレキシ
エコリーンは安全性の高い包装ソリューションの

ブル パッケージのリサイクル機会の拡大に努めて

提供により、
流通経路や気候条件に関わらず世界中に

います。
また、
エコリーンの包装ソリューションは

安全な食品を届けます。

最後まで使い切ることができるため、食品廃棄物の
削減にもつながります。
.

生産工場では、
消費エネルギーの削減と 100% 再利
用可能エネルギーの使用に努めています。
エコリー
ンは充填能力とエネルギー使用が効率的な充填機を
開発、
生産しています。

エコリーンは軽量包装アプローチと資源効率の高い包
装システムで低炭素な包装ソリューションを実現しま
す。当社は全ての包装システムにおいて透明性の高い
環境データを開示することで、
お客様が事実に基づい
た意思決定を行うことをサポートします。

エコリーンの事業拠点では、
就労環境を整え、
現地雇用

パッケージを使用することは廃棄物も生み出します。

を進めています。
また、
地域によっては現地の規定より

これらは適切な廃棄物処理プロセスとリサイクル制度

も厳しい当社の行動規範に従って、
オペレーションとサ

によって対処する必要があります。
エコリーンは、
フ

プライチェーンの両方で従業員の権利の保護に努めてい

レキシブル パッケージのリサイクル機会を拡大する

ます。

取り組みを支援しています。
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エコリーン
サステナビリティ目標

2019 年度持続可能性レポートの英語版をご一読いただくことを推奨します。英語版の文書では、すべて
の目標やエコリーンの持続可能性への取り組みを完全にご理解いただけることを保証しております。

人々
（People）

エコリーン
サステナビリティ目標

本文書はエコリーンの持続可能性目標の翻訳版です。
内容によっては翻訳しにくいものもあるため、

アクション

2019 年の活動と成果

贈収賄防止.

エコリーンは贈収賄、腐敗行為
を一切容認しません。
エコリー
ン グループは一貫して積極的
に贈収賄防止を徹底しています。

当社行動規範にて明確に贈収賄防止を掲げています。違反及び疑わし
2019 年の報告はありませんでし
い行動は全て適切に報告されます。
た。

人権の尊重.

国連グローバル・コンパクトに
定められた人権を尊重し、企業
活動において従業員や社会に対
してその責任を遂行しています。

当社行動規範とサプライヤー行動規範に人権について制定してい
ます。人権侵害には、児童労働、強制労働、労働組合を結成する
権利の侵害などを含みます。2019 年に人権侵害に関する報告はあ
りませんでした。.

性別や国籍、年齢、民族など
の違いに関わらず全ての人に
平等な機会を提供しています。

特定の人々にとってビジネスチャンスの妨げになりえる障害を打破
するために、
まずは職場での平等に取り組んでいます。

ダイバーシティ &
インクルージョ
ン

人種差別やハラスメントのな
い企業文化と職場作りに努め
ています。

サステナビリティ目標

差別は不平等の現れです。些細な不平等の兆候でもエコリーン経
営層へ報告、
または内部通報制度で通報する仕組みを確立してい
ます。2019 年に差別に関する報告はありませんでした。

従業員に健康と安全に関わる適
切な情報とトレーニングを提供
しています。

健康と安全はサステナビリティをもたらす最も重要な要素の一つ
です。エコリーンでは無事故無災害を目標としています。2019 年
に報告された負傷者は 12 件でした。2020 年 3 月には新たな報
告システムを確立し、
負傷事例やリスクのありそうな事案につい
て情報を吸い上げることで全社的に改善を目指しています。

人材開発

専門性の高い環境で能力と意欲
の高い人材開発を目指していま
す。

従業員の増加に伴い、適切なトレーニングのニーズも高まっていま
す。社内ポータルサイトのエコリーン アカデミーは世界中の従業員
に様々な研修やオリエンテーション、eラーニングを提供していま
す。2019 年は eラーニングに新たに 8 コースを追加しました。

安全で利便性の
高い液体食品包
装ソリューショ
ンを世界中へ

エコリーンが製造、販売する
製品は、
バリューチェーン全
体において製品の安全性に関
連する全ての法規と規定を厳
守しています。

製品の品質管理を徹底するために、
当社が製造し販売する製品の安全
性に関する全ての法規と規定を厳守しています。
さらに、
パキスタン
同工場にて ISO 9001 認証と FSSC
工場が稼働開始した 2019 年は、
認証を取得しました。

正確性と透明性
の維持.

当社のシステムに関する情報
は、適切な基準とガイドライ
ンに沿って常に事実に基づき
透明性の高い情報を開示して
います。

環境問題に関する情報が溢れているこの世界では、事実に基づき透
明性の高いコミュニケーションがこれまで以上に重要となります。
当社では、
ライフサイクル アセスメントに基づいて環境に関する発
信をしています。根拠に基づき確証のある発言に徹します。

無事故無災害

エコリーン

包装ソリューション
（Packaging Solutions）
アクション

2019 年の活動と成果

温室効果ガス排出
量の削減

温室効果ガス
（GHG）排出量の削
減のために原材料を削減、再利用可
能エネルギーの使用、生産と輸送の
最適化などに取り組んでいます。

エコリーンは 2017 年から温室効果ガス排出量のモニタリングを実施しています。
2019 年には、直接的および間接的な温室効果ガスの排出量は 44,354 トン
でした。
そのうちの最も大きな割合（66%）
を占めたのは原材料の生
（CO2 換算）
産と、
サプライヤーからパッケージ材料の生産拠点への輸送でした。
お客様への製
品の輸送は 19% を占めました。

2030 年までに全
ての生産工場で
100% 再生可能電
力を使用

RE100 基準に基づいて再生可能電
力を使用しています。

エコリーンが製造プロセスにおいて最も使用するエネルギーは電力です。再生可能
電力に切り替えることで、環境負担を抑え、社会における再生可能エネルギーの浸
スウェーデンの生産工場は水力発電とバイオガス由
透を促進できます。2019 年、
来の 100% 再生可能電力で稼働しました。生産工場全体での割合は 81% でし
た。

パッケージのライフ
サイクルに着目し、
原材料から生じる
環境負担を継続し
て低減

原材料の使用量と研究成果を検証しな
がらパッケージのライフサイクルに着
目して原材料による環境負担の低減に
取り組んでいます。

エコリーンの信念とは、食品の安全性を保ちながら原材料と消費エネルギーを最適
このほと
化することです。2019 年に使用した原材料の総量は 27,991 トンでした。
んどはパッケージ生産に当てられましたが、充填機や製品をお客様へ輸送する際に
使用する梱包材も含まれます。
当社では包装フィルムの約25%に自社内でリサイク
ルした材料を活用しています。

2030 年までに生
産工場から出る
埋立廃棄物をなく
します

EU廃棄物枠組指令（Directive
2008/98/EC）の廃棄物ヒエラルキ

2019 年は、生産工場から排出した廃棄物の 97.6% をリサイクルしました。

フレキシブル パッケージのリサイ
クルに関する取り組みを支援し、
充填ライン機器の循環型経済の実
現をサポートしています。

エコリーンはフレキシブル プラスチック パッケージのリサイクル機会を拡大し、循
2019 年には、スウェーデン規格協会（SiS）に
環型経済の実現を目指しています。
参加し、
プラスチック技術委員会においてプラスチック リサイクルの基準策定に貢
献しました。
また、
同年、
当社の透明パッケージである Ecolean® Air Clear と
Ecolean® Air Aseptic Clear が SUEZ.Circpack® により「Designed for
Recycling（リサイクルを前提とした設計）」の認証を受けました。本認証は同製品
の包装方式が、第三者機関により混合ポリオレフィン プラスチックのリサイクル シ
ステムが可能な市場においてリサイクル可能であることを証明されたものです。

包装ソリューショ
ンの循環型経済
の実現

ーに従い、生産工場から出る廃棄物
を埋め立ではなく別のより良い方法
で処理することを廃棄物処理業者と
共に模索しています。

22000

エコリーンのサステナビリティ目標は年次レポートにまとめています。
当社の

12 の目標は 2 つの主な分野に分けられます。

当社が抱える社会的な課題に関連する人々
（People）
と、
環境に関連する包装ソリューション
（Packaging
詳細は

Solutions）です。

2019 Sustainability Report をご参照ください。
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サステナビ
リティ アプ
ローチに関
する詳細は
こちらから
レポート全
文
（英語）
をご参照く
ださい。

