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私たちが下す経営上の意思決定やあらゆる事業
活動は、環境、社会、経済面において意義ある社
会変革をもたらすものでなければならないと、私
たちは深く認識しています。私たちの事業活動の
中心にあるのは常に「人」であり、同じ価値観のも
とに、全社一丸で持続可能な社会の実現に取り組
んでいます。

私たちの
ビジョン
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「働く」ことは社会的活動であり、その対価として報酬や充実感、意義やウ
ェルビーングを人々に与えます。サステナビリティ活動はそうした目標を達
成するためにも大きな役割を果たします。

サステナビリティとは、経済、社会、環境的側面から人類や社会が持続的に
繁栄する状況を創り出すことです。持続可能な未来に向けて、その向上に
取り組むことで企業価値を高め、ステークホルダーの皆様の期待に応える
よう努めていくことだと考えています。

この根幹となる考え方をもとに、研究活動や生み出される製品づくりから、
ビジネスチャンスのための投資活動まで、私たちのすべての事業活動が遂
行されています。サステナビリティとは、まさに私たちの事業活動に対する
システム的手法であり、その進捗状況や結果評価は毎年この年次レポート
で公表されています。

ご挨拶

私たちは「人」の成長が延いては企業の繁栄に
つながると考えています。企業としての存在意
義は、世界をリードする家具メーカーとして、オ
フィスや教育、医療施設に向けての製品やソリ
ューション提供といった活動を超えたレベルの
社会的貢献であると確信しています。

その達成項目の例としては：

•	 電気使用量の100%に相当する再生可能エネルギーを購入する。	
•	 製品使用後プログラムを拡大し、不要または製品寿命を迎えた家具
を効果的な方法で処分できるよう支援する。これによって、何百万トン
もの家具が廃棄されずに、再利用されることを目指す。

•	 教育機関とパートナーシップを構築し、画期的な手法で学生の成績
向上を後押しし、卒業率を向上させ、社会での実務経験を通して未来
のリーダーを育てる。

•	 2020年に向けて積極的な目標を達成するために、グローバルな生産
量を上げながらエネルギーや水の使用量と廃棄物を削減する。	

•	 看護師やコーチを配した専用のウェルビーング用ハブの設置、家族
の絆を深めるための長期休暇、最先端なトレーニング方法や人材開
発プログラムの導入など、従業員のウェルビーングに向けた土台を
築く。

こうした様々な活動を通して、その社会的責任を果たすべき、引き続きサス
テナビリティ活動に積極的に取り組んでまいります。

ジェームス・キーン	
社長兼CEO

「サステナビリティとは、
経済、社会、環境的側面
から人類や社会が持続
的に繁栄する状況を創
り出すことだと私たちは
考えます。」
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私たちは相互に連結した世界の中で事業をするグ
ローバル企業として、包括的な価値の創造に向け
て、高い目標とビジョンを掲げています。ステークホ
ルダーに対しては、サステナビリティ活動が現在、未
来に渡って与える影響やその意義など的確な情報
を適時に提供するよう努めております。これまでの取
り組みとは：

 · 経済、社会、環境的側面から、企業の責任に関する 
 全社的診断に着工した。

 · サステナビリティにおいて、企業は何を優先するべ 
 きかを理解するため、お客様アンケート調査を実 
 施し、そのデータを解析した。

 · 多くのステークホルダー、株主、ビジネスパートナ 
 ーの皆様の期待に沿うように、社会的、環境的成 
 果を高めるサステナビリティ項目を特定した。

 · 専門機関と提携し、サーキュラー・エコノミーや 
 報告書の統合といった注目課題を調査し、把握し 
 た。

 · パートナーやお客様、そして、地域社会も含めて、 
 会社としての使命や目標を前進させる役割を担う 
 従業員に対する教育やパートナーシップを徹底さ 
 せた。

真の進歩を遂げるには、経済的、環境的、社会的側面から人類や社会が繁
栄できるような持続的努力が不可欠です。

私たちはその信念を行動に導く強固な行動規範を持ち、より良い社会に
向けて邁進しています。それは決して単独では成り立ちません。私たちは
共通の信条と目標を共有できるグローバル企業や地域社会、そして、個人
との良好な関係を築き、協力しながらその推進に努めています。

すべての事業活動はその企業理念から始まります。
意義のある持続的変化を創造しながら、日々の活動
に存在価値を見出すよう努めています。米国ミシガ
ン州からマレーシアや中国、ルーマニアからローゼ
ンハイム、インドまで、私たちの企業理念はグローバ
ル活動の基盤として、従業員の信念や行動を形成し
ています:

 · 誠実さをもって行動する 
 · 真実を語る 
 · 決めたことは責任を持って履行する 
 · 尊厳と尊敬を持って人に接する 
 · 人との関係を大切にする 
 · 環境を守る 
 · 何事にも全力で取り組む

私たちの信条とは:

 · 「ビジネス」、「地域社会」、「人」を切り離して考える 
 ことはできない。核となる共通の信念で行動を起 
 こすことがその結びつきをさらに強固にする。

 · 世界中に意義のある変化を創り出すことを目的に 
 企業資産を活用し、さらに企業として成長し、企業 
 価値を高める。

 · 真実を語ることが解決を導くという考え方をもと 
 に、自身はもちろん、他者に対しても、情報の透明 
 性と信憑性を維持する。

 · サステナビリティとはイノベーションと健全な財務 
 状況を映す鏡である。

 · 「サステナビリティの中心は「人」であるという考え 
 方をベースに、ユーザー主体のデザインやサステ 
 ナビリティへの責任を徹底的に追求し、製品づくり 
 やサービスの提供を行う。

 · サステナビリティほど重要な設計課題はなく、事業 
 活動のあらゆる側面でシステマチックなデザイン 
 思考が求められる。

私たちは人類が繁栄することを可能にする経済、社
会、環境的システムをより強固にするために、地球規
模でのサステナビリティ課題に取り組んでいます。現
在進行中のプロジェクトとしては：

 · 私たちの世界中の製造施設やサプライヤーに対し 
 て、健全な環境や人の健康、社会的責任、経済的 
 繁栄に重点を置くなどサステナビリティに基づい 
 た行動規範を強化する。

 · 資源を無駄にせず、廃棄物を削減し、クローズドル 
 ープ (閉回路) システムを促進することで、会社や 
 環境、従業員、近隣住民、お客様の健康を維持す 
 る。

 · ステークホルダーの皆様や従業員の意欲向上を 
 強化するために、教育やトレーニングに投資する。

 · サプライヤー、ディーラー、お客様、研究者、環境関 
 連機関などと恊働し、最も効率のよい方法を共有 
 しながら、新たなアイデアを生み出していく。

企業理念 サステナビリティにおける信条 サステナビリティに向けてて行動する ステークホルダーと深く関わる

6

サステナビリティ
への取り組み
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2020年末までに
25%の削減目標

社会面
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温室効果ガス排出量
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Steelcase	財団

男性 女性

Steelcase	Inc.

FY15FY13 FY14

12,130

68% 32%

100%

1%

73%

2%

46%

320 万ドル

31 億ドル

8,610 万ドル

130 万ドル

グローバルレベルで事業全体を社会的、環境的、経済的な目標に照らしあ
わせて、進捗状況を測定しています。また、レポートの内容を拡大し、世界
的に見ても精度が高い既存の測定方法を微調整しながら、質の高い包括
的なサステナビリティ報告書となるよう努力をしています。

風力と水力による再生可能エネルギーの
クレジット	(REC)	への100%投資

2020年末までに
25%の削減目標

2020年までの目標を超える

2012 20152013 2014
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FY12 FY15FY13 FY14

30%

2020年末までに
25%の削減目標

2020年末までに
25%の削減目標

2020年末までに
25%の削減目標

S&P	500	株価指数 ピアグループ Steelcase

目標	+	
パフォーマンス
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お客様

私たちはお客様の事業の成功とサステナビリテ
ィ目標の実現を支援することに全力を注いでい
ます。研究調査に基づいたソリューション、画期
的な製品使用後戦略、強固なサプライチェーン、
ユーザーの成果を高める製品づくりなど、様々な
先駆け的な取り組みがその実現を可能にします。

私たちはお客様の不動産を最大限に生かす			
ことや従業員のウェルビーングをサポートす			
るスペースづくりを支援しています。今後目指
していくことは、これらを超え、未来を見据えた		
「人類に対する約束」に矛先をシフトしていく
ことです。

今日、私たちはお客様の企業目標を達成できる
意図を持った「場」づくりに注力を注いでいま
す。これらの「場」とは、企業戦略を強化する企業
カルチャーの構築から、ブランドアイデンティテ
ィの表現まで、そこで働く人々が「場」を通して
その目的を理解できるようなスペースであり、
創造力や革新力、コラボレーションや信頼感と
いったものを育成する秘めたパワーで、従業員
の能力を最大限に引き出し、エンゲージメント
の向上に貢献します。

私たちはお客様が直面する複雑な課題に
立ち向かえるように、さまざまな方法でサポ
ートを提供できる体制を整えています。例え
ば、Steelcaseのコンサルティング集団である
Applied	Research	+	Consultingチームは、「ス
ペース」と「プロセス」、「テクノロジー」がどう人
々の行動をカタチづくり、より良いワーク体験を
生み出すかについての最先端の情報と査定業
務を提供しています。つまり、お客様と共に、構
築したい企業カルチャーを明確にし、独自の査
定ツールを使用しながら、成果を測定し、改善
点を特定し、企業の戦略や目的を従業員と共有

できる環境を提案します。そして、こうした事例
がインサイトとして集約、変換され、企業の目標
とワーカーの日々のワーク体験が合致する「場」
に向けてのコンセプトとして生かされるという
好循環をつくりだしています。

また、私たちは最近、従業員エンゲージメントと
職場環境に関する実態調査をグローバルレベ
ルで実施し、エンゲージメントと職場環境の間
にある相関関係を見出しました。つまり、非常に
高いエンゲージメントを持つ従業員が多い職
場は従業員にオフィスのどこでどう働くかの裁
量権である「チョイスとコントロール」を与えて
いるということです。

今日、世界のリーディングカンパニーはかつて
ないほど、「場」の重要性を認識しています。そし
て、秀逸な人材を登用し確保すること、革新に満
ちたアイデアを助長すること、従業員が仕事に
意義と充実感を感じることなどを、働く「場」を通
いるということです。	

今日のお客様は「家具」
という製品以上のもの
を求めています。

お客様 人	+	目的
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サステナブルな
調達戦略

お客様

お客様の目的を理解し、良好なパートナーシッ
プ関係を構築しながら、サプライヤーの協力の
もとに、より健康的な職場環境の創造に努めて
います。お客様との強固な関係が新たな発見を
見出し、最新のインサイトや革新的な製品づく
りへとつながるという好循環を生み出し、最終
的にはお客様の期待以上の成果を上げることが
できます。

環境のためのデザイン	
私たちは使用材料の化学組成から、製品使用後
の包括的ソリューションまで継続的な改善を目
指す、クローズドループ手法をデザインプロセ
スに取り入れています。デザイン、製造、物流、使
用・再利用、リサイクル、そして使用後までのすべ
ての段階で主要製品の影響を測定し、常に改善
のための手段を探します。使用する材料や素材
の化学的解析、あるいは不要家具の処分方法は
もちろんのこと、まずは製品の性能をより高め、
その製品寿命を延ばすために慎重な選択をし
ています。

LEED®への貢献	
LEED認定に関しては多くの企業のお客様が常
に関心を寄せており、お客様が建物のLEED認証
を受けるために、私たちは下記のカテゴリーで
LEED認証製品の開発に努めています。

·	 材料と資源
·	 人間工学	
·	 サプライチェーンにおける社会的責任	
·	 デザインにおける革新性	
·	 低排出量材料

製品の環境プロフィール情報は当社ウェブサイ
トの資料センターにアクセスいただくか、直接お
問い合わせください。

環境評価基準レポート	
私たちはお客様用にカスタマイズできる環境評
価基準レポートを作成し、お客様の過去の家具
調達を評価する情報を提供しています。そして、
定評のあるサステナビリティ認定、リサイクル成
分、材料構成、製品重量などの数値を比較しなが
ら、将来の調達ニーズに対して的確な決定がで
きるようにサポートしています。

第三者による認定製品	
私たちが目指すのは単に世界的な認証を取得
することではなく、独自に厳格な社内基準も定
め、パフォーマンスを高め、よりサステナブルな
製品をデザインすることです。室内の空気質から
材料の化学成分、クローズドループのテキスタイ
ルからサステナブルな伐採方法まで、製品が環
境的そして社会的サステナビリティの基準を満
たすように第三者の専門認定機関と共同で作業
を行っています。

私たちはお客様の期待を担
い、経済的、社会的、環境的側
面からのサステナビリティに
おける目標が達成できるよう
に支援しています。

お客様

最近の社内調査では、Steelcaseのお客様の3分
の1が製品使用後におけるサービスと資産管理
サービスを利用していることが明らかになりまし
た。これは決して驚くべき数字ではありません。
企業が新たなオフィス環境にシフトする際、その
多くが即座に機能し、今までの弱点を克服した
新スペースを求めています。私たちは、お客様が
不要な家具を無駄に廃棄するのではなく、再利
用、再販売、リサイクルなどといった環境的、社会
的に責任ある方法で処分できるよう、トータルに
支援しています。

この一連のプログラムは、現在、ある特定の地
域においてのみ利用可能ですが、将来的には世
界中のお客様の不要家具を同じようにサポート
できる体制を検討しています。データや測定値
の集計方法がますます進化するにつれ、グロー
バルに事業を展開するお客様に提供するサポ
ート力も今後ますます拡大していくものと思わ
れます。

Eco’Services	
フランス、スイス、ベルギー、ルクセンブルクと
いったフランス語圏では、トータルな製品使用
後サービスを提供しています。プロセス管理の
専門知識と大規模なネットワークを提供する
Eco’Services（エコ・サービス）は、建物資産の査
定をし、既存家具を再販、寄贈または材料の再
利用を目的とする認定リサイクル業者へと流す
などのさまざまな処分方法をお客様に提案して
います。

何千脚ものチェアをGESTURE®と交換

昨年導入されたGesture® トレードアッププロ
グラムは、古いチェアと最新のGestureチェア
を交換することを提案するものです。その目的
は極めてシンプルで、使用済みの在庫を処分
し、それを一新またはリサイクルすることで、お
客様に新たなチェアを購入するためのクレジッ
トを発行するというものです。これによって、何
千脚ものチェアが再生、または最新のよりサス
テナブルな部品で一新されました。

成果を上げているECO’SERVICES

エコ・サービス（Eco’Services）は、2014年に
過去最大のプロジェクトのひとつを完了しまし
た。それは、パリにある35階建の大規模な政
府関連の建物への2,500台のデスクの納品で
した。この3か月にも及んだプロジェクトにおい
て、7つ以上のオリンピックプールに相当する
61万8000立方フィートにもおよぶ家具を認定
リサイクル業者に引き渡しました。

パフォーマンス管理	
私たちのパフォーマンス管理チームは、複数の
オフィスを有する大企業向けに、その複雑な管
理を容易にするためのシステムを開発し、戦略
的な管理を啓蒙しています。同チームはこのアプ
ローチを適用しながら、20年以上にも渡って、再
利用、リサイクル、再販などの処分方法を提案し
つづけています。

フェーズ	2	
Steelcaseの北米向けプログラムでは、「廃棄を
ゼロに」を目標に、お客様の家具の在庫を査定
し、不要家具の再販、慈善活動として再利用、リ
サイクルなど様々な処分方法を提案することを
率先して行っています。

ReMarket™	
ReMarket（リ・マーケット）は、家具のリース
を組んでいるお客様に対して、リース終了
時に家具を返却するという選択肢を与え、
その後、それらの返却家具を北米の販売代
理店に再販するというプログラムです。こ
のサービスによって、お客様は低予算でよ
り優れた性能の家具を購入できると同時
に、使用後の健全な廃棄方法を定着させる
プログラムとして活用されています。

6,800+ 225+

250+70%

2014年Eco’Servicesが扱うデスクは	
6,800台に拡大

製品環境プロフィールの発行数

カスタマイズされた									
環境評価基準レポート数

2014年のEco’Services報告書によると、取り
扱い家具の70%が認定リサイクル業者に委
託され、残りは寄付や再販されました。

製品使用後
における戦略
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私たちはグローバルに拠点がある自社ビジネス
センターや製造施設に加え、800以上にもおよぶ
販売代理店網をグローバルに構築しています。
その販売網が拡大するに連れ、販売代理店によ
るサステナビリティへの取り組みを積極的に奨
励するサポート体制も整備しています。その結
果、各地域において好影響を与える活発な企業
活動が生まれています。

販売代理店とのパートナーシップは、行動規範
の導入や両社で交わされる約束事をまずはお
互いに理解することを前提に構築し、密に連携
しながら、お客様である世界中の企業やその従
業員、そして、その地域社会のニーズに応えるよ
う努力しています。

また、さまざまな複雑な問題解決に向けて、企業
ビジョンに基づいた意思決定が的確にできるよ
う、人材管理から多様性、包含性といった課題に
も適切に対処できるような協力体制も築いてい
ます。特に、北米のディーラーに対しては、少数
者所有権の構築や事業を行う地域社会を考慮し
た雇用慣行を採用できるように継続的サポート
を提供しています。

そして、販売代理店がより有能な人材を引きつ
け、その才能を最大限に活用するために、効率
的手法を共有したり、人材開発プログラムを開
催するなど、その事業成功のための教育や人
的資源で継続的に販売代理店をサポートして
います。

5年目を迎えるプラチナパートナープログラムで
は、優れた販売代理店を表彰しています。このプ
ログラムの導入は今年、北米地域から、ヨーロッ
パ、中東およびアフリカの各地域の	300社に及
ぶディーラーへと拡大されています。いずれも売
上高、顧客実績、組織力など多数の評価値にお
いて顕著な成果を記した企業であることが条件
になります。

パートナー	

28 11 2
女性所有の販売
代理店数

社会的少数派所有
の販売代理店数

退役軍人所有の
販売代理店数

米国とカナダでは、社会的少数
派に分類される35以上の販売
代理店を有しています：

サクセスストーリー	

グローバルに展開する販売網全体において
も、リサイクル、廃棄物削減、そして、従業員
のウェルビーングなど、広範囲にわたるサス
テナビリティ活動が啓蒙されています。従業
員やお客様のための電気自動車用の充電
ステーションの設置、地方企業への時間と
人材寄与、1600以上もの太陽光パネルの設
置で電気の90%を供給、サステナビリティ担
当マネージャーの登用までその範囲は当初
の計画を超えて、世界中の地域社会やお客
様の生活にまで拡大しています。

情熱を持った献身的なチーム活動が継続的
な変化を生み出します。私たちは業界でも熟
練したサプライヤーとディーラーを抱え、積極
的な地域活動を通して革新的で持続可能な
未来の構築に向けて邁進しています。

販売代理店パートナー
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サステナビリティスポットライトパートナー

私たちは世界中の調達先であるサプライヤー
に対して、当社の行動規範に遵守し、社会的責
任を同様に果たすよう要求し、その行動規範は
5言語に翻訳されています。私たちはサプライ
ヤーと共に、高い倫理基準を共有、維持し、最
高水準の品質と信頼できる業務の実現を目指
しています。		

当社の行動規範には、サプライヤー向けアン
ケート調査、Steelcaseによる現場査察、契約書
の締結という3つのフェーズがあります。このフ
ェーズの導入開始以来、下記が達成されてい
ます。

·	 	518のサプライヤー向けアンケート調査の	
実施
·	 既存および新規サプライヤーに対して行動	
	 規範の遵守を求める165もの契約締結

また、行動規範をグローバルに浸透させること
に加え、その成果を上げるためにサプライチェ
ーンのパートナーとの積極的な協力体制も整備
しています。例えば、チェコ共和国に最近開設さ
れた製造施設では、サプライヤーに対して最新
エコシステムの導入を促しています。サプライ
ヤーとの強固な関係が拡大するにつれ、高水準
のビジネス慣行を通して高品質な製品が確実
に届けられるものと確信しています。

私たちは販売代理店と共に、共通のサステナ
ビリティ目標を掲げ、協力しながらその達成に
向けて邁進しています。高いビジョンを持つサ
プライヤーとパートナーを組み、業界をリード
する最先端のアイデアやベストプラクティスを
共有することで、プラスの効果を生むという好
循環を生み出しています。下記は昨年の実績に
なります:

·	 	プラスチック、紙、木材の100%リサイクルを
開始した。
·	 輸送手段をトラックから鉄道に変えて燃料を	
	 節約した。
·	 	製造施設内での空気質を改善した。
·	 Steelcaseのコンサルタントと共にリーン生	
	 産のクラスに参加し、利用可能なツールをど	
	 う職場に導入すべきかを学んだ。

最高水準の品質を保つには
サプライヤーとの協力体制
は不可欠です。

ビッグデータによって今まで見えなかったニーズやパターンを
視覚化でき、その活用によって画期的なイノベーションが生ま
れています。一方で、この透明性と情報のオープン化がもたら
す問題もあります。例えば、私たちは長年、自社製品で使用する
材料の化学組成に関する情報の共有化を積極的に推進してき
ました。単純な製品の製造においても少なくとも50社の一次
サプライヤー、そしてその二次サプライヤーが関わり、正確な
情報を開示するためには全体のサプライチェーンとの密な協
力体制が要求されます。

つまり、私たちのサプライチェーンのパートナーが極秘にして
いる情報も進んで開示しなくてはならないということです。これ
を実現するために、化学組成情報などを極秘情報として取り扱
うという秘密保持契約を締結しています。これによって私たち
は必要な化学組成情報を知ることはできても、それを他者と共
有することは法律的にできないという義務を負います。

このように、製品に使用する材料が必ずしもいつもお客様が望
むような透明性の高い方法で入手できるわけではありません。
しかし、私たちはメーカーとして、懸念がある材料を検出し、排
除するために最善の努力を怠ることはありません。この意識が
素材やデザインへのイノベーションを生み出し、最終的には人
類や社会の健康につながるものと私たちは考えています。

このビッグデータ時代の真の課題とは、透明性と個人情報保
護だけではなく、より豊かで持続可能な未来を創りだしていく
ことであり、全力でその実現に向けて取り組んでいます。		

詳細を知る:	360マガジン68号

ビッグデータ時代
における透明性と
プライバシーの
バランスを図る

「私たちは世界中のサプライヤー
と協力しながら、サステナビリテ
ィ目標を達成できるように全力を
注いでおり、その努力が徐々に実
りつつあります。」

サプライヤー
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地域社会

マレーシアからメキシコ、ドバイから米国ミシガ
ン州グランドラピッズまで多くの地域で、従業員
は社会的責任委員会を形成し、特定の地域社会
のニーズに基づいて、スキルや興味に基づいた
地域活動を行っています。このような草の根レ
ベルの活動は広がり、大きな変化を引き起こし
ています。

·	 読み書き能力プログラム	
·	 孤児院	
·	 メンタリング	
·	 環境清掃の日	
·	 グリーン・ディへの参加	
·	 非営利委員会と財団

今年、私たちは新たにグローバルなボランティア
プログラムを導入しました。これは従業員のボラ
ンティア活動を奨励するもので、その奉仕時間
のレポート化も実現しました。地域社会に奉仕し
た従業員は、四半期毎の抽選に参加し、自分が
選んだ非営利団体への寄付金250ドルを受け取
るチャンスを獲得できます。このプログラムの導
入によって、従業員の奉仕活動を視覚化でき、社
会的投資の定量化も実現でき、個人やグループ
の貢献に対して表彰することもできるようになり
ました。こうした活動を通して、私たちは、製品を
提供する世界中のあらゆる地域社会の質の向上
に向けて貢献しています。

300人のSTEELCASEのボランティアが
「デイ・オブ・ケアリング」に参加

米国ミシガン州グランドラピッズの
Steelcase本社に在籍する従業員は、
ユナイテッド・ウェイ(United Way)が毎
年主催するボランティア活動、「デイ・オ
ブ・ケアリング」に参加しました。このプ
ログラムは地域社会の従業員が、自分
の時間やスキルで地域の困っている団
体に奉仕するものです。およそ300名
の従業員が28の団体に対して奉仕活
動をし、学校の遊び場の美化、新鮮食
材の買い出し、行政施設への専門的ス
キルの提供などを行いました。

メキシコ、レイノーサの願いを実現

メキシコ、レイノーサのSteelcaseはサ
ンタクロースと同じ住所を持っていま
す。レイノーサの従業員は地域の孤児
院、カーサ・ホガー・マミ（Casa Hogar 
MAMI）と協力し、子供達のサンタクロ
ース宛の手紙に書いた願いをクリスマ
スギフトとして届けました。

私たちが事業を展開する世界
中にいる10,000人以上もの従
業員は、それぞれの地域社会
で、希望とインスピレーション
を与える存在として、地域社会
が前向きな変化を生み出すよ
うな活動を継続的に行ってい
ます。

私たちは、グローバル化時代における地域性も
重んじ、その地域の変化にも着目しています。人
的資源や時間、情報やリーダーシップなどを積
極的に活用、共有することで、教育や環境といっ
た凝り固まった問題にも果敢に取り組んでいま
す。

地域社会 従業員への
インパクト
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地域社会

Steelcaseと同社の財団は合同で、2014年には
450万ドルを寄付し、これには50万ドル相当の
従業員への記念品支給も含まれています。

また、ハビット・フォー・ヒューマニティ（Habitat	
for	Humanity）やウエストミシガン・エンバ
イロンメント・アクション・カウンシル（West	
Michigan	Environmental	Action	Council）など
100以上の社会的影響力の強い団体に対して
130万ドル以上を寄付しています：

·	 芸術と文化
·	 ダイバーシティ	+	包含性
·	 経済開発
·	 都市の公教育
·	 環境
·	 ヘルスケア
·	 福祉サービス

Steelcase財団は、ミシガン州西部の教育に着目
し、地域の公立校、放課後プログラム、および社
会全般・経済問題における革新的な方法などに
支援を提供しています。2014年に同財団によっ
て寄付された320万ドルのうち、教育関連は170
万ドルで、次世代を牽引する人材が学び、成長
する機会を創出しました

私たちは世界中の従業員が、孤児院の改装や
若きリーダーのメンタリング活動など、自分の
時間や専門的知識を地域のために幅広く与え
る活動を奨励しています。昨年、これらの貢献は

合計でほぼ47万5000ドルと1万2000時間以上
で、この数字はフルタイムで3,000週以上の労
働に相当するものです。地域のソーシャル・イン
パクト（Social	Impact	）協会は、差し迫った地域
社会のニーズを明らかにしながら、適切なサポ
ートを提供しています。今、その活動は定着し、
希望と意義を創出しながら社会の変化を後押
ししています。

2014年度の寄付

320 万ドル

130 万ドル

47万4000ドル

12,124

Steelcase	財団

Steelcase	Inc.

従業員への記念品等

従業員のボランティア時間数は12,124
時間で、前年比75%の増加を達成

2014年度ボランティア時間数

2011 20142012 2013

私たちの地域社会や慈善団体
への長期にわたる活動は、意義
ある結果を生み出し続けていま
す。その活動は学生の学業にお
けるギャップに関する調査への
資金提供や地域の公園保護活
動などさまざまです。

世界中の1万人の従業員に「好奇心」を育てる文化を浸透させ
ることから、教室設備提供や都市の公教育に投資することま
で、Steelcaseは「教育」をサステナビリティ哲学の中核に据え
ています。社内教育は企業の存在意義や企業活動にとって不
可欠であり、次世代の労働力にも同様の機会を創出すること
は企業責任であると捉えています。だからこそ、業種を超えて、
パートナーと共に革新的なプログラムに真剣に取り組んでい
ます。

2014年12月、Steelcase財団は、米国やカナダの学校や大学に
対して、最大15のアクティブラーニング教室を設置するという
新たな助成金プログラムを立ち上げました。導入当初は200
ほどの応募を予想していましたが、実際はその予想をはるか
に超えた533件の応募があり、それを12件までに絞り込みま
した。

このプログラムは、28～32人の学生を収容する3つの教室タイ
プに加え、家具、統合テクノロジー、デザイン、設置、変更後評価
をすべて含んでいます。助成金は3万5000ドルから5万ドルの
間で、地域の販売代理店が提供する無償サポートサービスも
付帯されています。

応募者の条件には、教室スペースの提供、Steelcase	
Educationが主催するトレーニングへの参加、そして、今後2年
間に渡る変更後調査の実施とその情報の共有化が義務づけ
られます。

詳細を知る:	教室のデザインが学生エンゲージメントにどう影
響するか

サステナビリティスポットライト

75%

社会的投資 アクティブ
ラーニングセンター
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従業員

企業平等指数で満点の100を獲得

毎年、ヒューマン・ライツ・キャンペー
ン財団（HRC）は企業平等指数を発表
しています。この指数は、ゲイ、レスビ
アン、バイセクシュアル、トランスジェン
ダーの従業員に対する職場での公平
性を示すもので、Steelcaseは雇用均
等機会、配偶者やパートナーへの手
当の公平性、能力開発トレーニング、
公共でのエンゲージメントや市民権
に対する責任といったすべてのカテゴ
リーで100点満点を獲得しました。

私たちは、経済的ステータス、人種、性的指向の
違いなどの多様性を受容する包容力を全社レベ
ルで推進しています。その活力こそが事業の発
展を支えるという考え方です。

昨年、米国では、恐らく他のどの社会的問題よ
りも、LGBT	(レズ、ゲイ、バイセクシュアル、トラ
ンスジェンダーの頭字語)	などの性的マイノリ
ティ（少数者）の包容に焦点が当てられました。
州裁判所から最高裁判所の判決まで、正当化
する法律がかつてない勢いで施行されていま
す。Steelcaseは長年にわたって、LGBTにおける

グローバルに事業を展開するリ
ーディングカンパニーは、価値観
の違いを受容するという土壌を
生かし、多様性に対する理解を
深めながら、イノベーションを生
み、企業として成長しつづけてい
ます。

平等な権利を擁護し、2014年にはアメリカン・シ
ヴィル・リバティーズ・ユニオン（American	Civil	
Liberties	Union	）	やミシガン州の企業と共に、
州のLGBTの権利を脅かす複数の宗教信仰への
復活法案にも反対しました。この法案は優れた
人材登用や確保を著しく妨げるもので、差別を
制度化するものとして強く反対しました。

また、Steelcaseは西ミシガンの地域社会とは長
年にわたり、人材や専門的知識、製品の寄付を通
して、その絆を強化しています。その活動も15年
目を迎え、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア
博士を称えるアーバン・リーグ（Urban	League）
と朝食会を共同開催しました。また、グランドラ
ピッツ市のコミュニティカレッジのダイバーシ
ティ講座の筆頭スポンサーとして、最先端の思
想リーダーを招いた討論会も継続的に実施し
ています。

性的指向に対する差別を禁止

性的アイデンティティまたは表現に対す
る差別を禁止

健康/医療保険をパートナーに提供

パートナーのためのその他の「ソフト」
な手当全般に対する公平性

トランスジェンダーを含んだ健康保険
の適用

会社全体での組織的能力開発プログ
ラム

雇用主によってサポートされる従業員
グループを持つ

積極的に外部のLGBTコミュニティ
に関わる

HRCの企業平等指数の格付け基準

私たちは従業員の「個」としての能力やスキル、
そして、将来に向けての考え方を重要視してい
ます。従業員の力は事業を推進する大きな原動
力であり、その個々の能力や可能性を最大限に
引き出すことができる職場環境の実現を目指し
ています。

従業員 ダイバーシティ
+	包含
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私たちは、全社レベルで、従業員のウェルビーン
グに力を注ぎ、身体的、認知的、情緒的側面から
の包括的なウェルビーングの実現とその機会の
創出を目指しています。

その具体策の1つとして挙げられるのは、米国グ
ランドラピッズ市のミシガングローバルビジネ
スセンターに位置する新たな1,600平方フィー
トの「ウェルビーングハブ」の設置です。この専
用スペースでは、無料の運動やコーチングのた
めの講座の開催や健康管理情報の提供などが
あり、看護師やウェルビーングナビゲーターと
呼ばれるコンサルタントが常駐しています。身
体組成の測定、栄養や体重管理のクラス、ライ
フコーチングなど、さまざまなツールやサービ
スが従業員に無料で提供されています。プライ
ベートスペースには、マンツーマンの個人レッ
スンや集中のための静寂なスペースが配置さ
れています。将来的には、世界中にウェルビーン
グのミニハブが設置され、ウェルビーングの専
門家も登用される計画です。

3箇所の北米の製造施設では、充実したマシン
を装備するジムや個人レッスンのためのスペー

スの設置など、他と比べて、従業員のウェルビー
ングへの取り組みに力を入れています。ミシガ
ン州ケントウッドやアラバマ州アテネの製造工
場には、既存のウェルビーングプログラムに加
え、最新のフィットネス機器、シャワー、個室、フ
ィットネスクラスなどが完備されています。

これらのプログラムに加えて、米国とカナダで
は、従業員の出産後または養子縁組締結後
に、3週間の有給休暇を取れる福利厚生プログ
ラムを導入しました。Steelcaseは、今日のワー
カーの仕事とプライベートの壁が曖昧になる
中、従業員を生活のすべての側面からサポート
するための積極的な対策を講じています。この
新プログラムは、従業員が親としての責任を履
行しながら、充実した仕事生活を送れるように
しっかりと従業員を支援するというものです。
この導入開始以来、この親子の絆を深めるた
めの休暇は人気の福利厚生として定着しつつ
あります。

今日のスピーディに激変するビジネス環境で求められるのが、
企業の業績に結びつく成果主義です。能力を開発し、リスクを
恐れず、誤りを正し、果敢に問題に立ち向かうことができる適
応力は、企業の継続的繁栄には欠かせないスキルです。私た
ちはグランドラピッズにあるミシガングローバル本社ビルの中
に新たに「ウェルビーングハブ」を設置し、従業員を個とチーム
という両方から、その能力を開発、育成しています。	

Steelcaseは従業員のウェルビーングを身体的、情緒的、社会的
な3側面からサポートしています。

·	 人とつながり、活性化するための「場」がある。	
·	 	ブランドとしての「個」を表現できる。
·	 	必要に応じて自分をリフレッシュさせ、家族と過ごす時間を
とることが容易である。
·	 	世界中の地域社会を支援するために時間を割くように奨励
されている。
·	 	職場では健康と安全が重視されている。
·	 	米国においては、身体的ウェルビーングを奨励するために、
フィットネスルームの設置、チームコンテストの実施、バイオ
メトリクスによる認知向上、生活習慣改善のための様々なプ
ログラムが導入されている。

新たな「ウェルビーングハブ」では、下記のような従業員をサポ
ートする資料、スペースやツールなどが配備されています：

·	 身体測定と進捗状況の追跡調査	
·	 	慢性病管理から金銭的相談、キャリア相談に至るまでの個
人的サポート
·	 	ヨガ、瞑想、食品管理などのチーム活動	
·	 	仮眠ステーションやマッサージなど身体をリフレッシュする
ための時間	

私たちは「ウェルビーングハブ」のこのシンプルなコンセプトを
推進するために、専任パートナーを抱え、従業員の個人的ニー
ズや要望を応える「場」を具現化しています。それは同時にお
客様に対しての企業メッセージとしても役に立っています。

「ウェルビーングハブ」から学んだことは組織の知として集積
され、従業員が「個」として、そして「組織」として成長すること
で、革新的で持続可能な企業体になるものと確信しています。

世界中のウェルビーング	

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地
域では、ウェルビーング委員会の指導
により、さまざまな側面からのウェル
ビーング週間が設置されています。身
体的ウェルビーングをサポートするハ
イキングやスキーなどの週末野外活
動は、会社が従業員のためにその費
用を全て負担しています。ルーマニア
のクルージュでは、地域の従業員体験
コミティが休憩所に新鮮な果物を提
供し、1日を通して栄養とエネルギー
補給が可能なように工夫しています。

北米地域では、アラバマ州アテネの
製造施設で働く200人以上の従業員
が、従業員のためのヘルス・アンド・
フィットネスデーに参加しました。従
業員が日々の忙しさの中で簡単に健
康的な生活習慣を取り入れられるよ
うに、このイベントではヘルシーな軽
食、体組成値の管理、マンツーマンで
のコーチング、血圧チェック、マッサー
ジ、バトルロープ、その他の健康相談
などを提供しました。

アジア太平洋地域では、運動として好
まれている「ヨガ」クラスが導入されて
います。オーストラリアからマレーシ
ア、中国地域まで、従業員やお客様ま
でもが一緒に参加できる講師付きヨ
ガクラスをスペース内で開催し、その
高まる需要を受けて、今後はさらにそ
のプログラムが拡大する予定です。

サステナビリティスポットライト従業員

従業員の									
ウェルビーング

ウェルビーング
ハブの設置
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営業トレーニング	
スポットライト

北米、南米での売上成長を目指し
て、40人以上もの営業の新入社員が、
オンボーディングオンボーディングと
呼ばれる6週間にわたる社員研修を
修了しました。さらに、新鮮なモノの見
方と活力に溢れた行動力を組織に持
ち込むために、高い潜在能力を持つ4
人の大卒者を営業部署に配置し、3ヶ
月間の社内体験学習プログラムを体
験させました。

新たな学習法を導入することは、組織内に持続
可能で前向きな変化を起こし、最終的には社会
において、同様の貢献をすることにつながるもの
と考えています。

Steelcaseでは今後数か月内に、組織をよりリア
ルタイムの体験学習型へと移行する計画です。
体験学習とは単にクラスルームやセミナーとい
う限定された「場」にとどまらず、日々、インフォー
マルな方法で学習、成長できる機会を探していく
というものです。この新学習モデルによって、従
業員はよりスピーディにフィードバックを受け、
非公式に社内リーダーを学ぶことでコーチング
という文化を定着させることになります。そして、
その結果として、時代の変化に俊敏に適応し、競
争力のある組織へと進化できます。

7,980
2014年、世界中の従業員を対
象にグローバルビジネススタ
ンダードとして実施したトレー
ニング時間

従業員

私たちにとって、職場での健康と安全に関する
基準は生産効率や品質と同様に重要です。つま
り、すべての意思決定は常に従業員とお客様の
健康と安全を考慮しながら行われているという
ことです。

従業員の健康と安全を重視した企業文化は、労
働意欲を高め、事故を防止するための全員参加
型のアプローチを可能にし、組織のウェルビー
ングを助長するための土台となる要素です。

私たちのヨーロッパの製造施設の多くは、ドイ
ツ、ローゼンハイムにある施設の独創的率先力
からインスパイアされています。例えば、リスク
が多発する「ホットスポット」を特定し、解決策
を見出し、進捗状況を測定するという健康と安
全のための新プログラムを立案、実行していま
す。そして、初期査定では組立部門に注力する
ことが最も高い利益を上げるための道である
ということも判明しました。そのため、リーダー
を先導に皆が共同で、ニーズと優先事項を洗
い出すための安全改善ミーティングを開いて
います。改善とは「継続的改良」を意味する日本
語で、問題を明確化し、解決策で成功へと導く
グループ型アプローチ方法です。このアプロー
チのおかげで、製造施設は現在、疲労防止マッ
トなど最新の安全機器を導入する一方で、リー
ダーと従業員が一丸となって、安全のための解
決策に向けて情報を共有し、実現に向けて努力
しています。		

すべての事故の半数以上は従業員の危険な行
動が要因であることが明らかになっています。
事故ゼロの職場環境に向けて、安全に裏打ちさ
れたデザインが優先課題になっています。今後
数年のうちに、職業上のリスクを査定する取り
組みやプロセスデザインにおける安全性、事故
分析、人間工学ベースの執務環境などをさらに
推進していく計画です。

北米では、従業員のためのオリエンテーション
工程をさらに拡張し、安全のためにより包括的
なオリエンテーションプログラムを実践してい
ます。より安全で生産性の高い仕事の遂行を目
的として導入されたこのプログラムは、仕事を
始める前に、新入社員はまずは一週間、教室で
学習し、その後、現場での実務を徹底的に観察
するというものです。

米国の製造施設で提供
されるマッサージ設備

私たちのすべての米国の製造施設で
は、現在、軽傷を治療する一貫で、定
期的に15分間の無料マッサージを従
業員に提供しています。ほとんどの従
業員が3回の治療で症状が軽減して
います。

従業員

「Steelcaseは、従業員、お客
様、およびビジネスパートナ
ーに向けて、健康で安全な職
場を創造することを目指して
います。」

私たちは従業員のためのグロ
ーバルな画期的学習法と人材
開発プログラムを導入し、推進
しています。

また、北米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア
太平洋地域の従業員を対象に、迅速でリアルタ
イムの開発アプローチ方法を採用したグロー
バル・リーダーシップ・ディベロプメント・エクス
ペリエンス（Global	Leadership	Development	
Experience）と呼ばれる人材開発プログラムを
導入しています。このプログラムは次世代リー
ダーの育成を目的に、リーダー的候補者をつな
ぎ、さらなるスキルを獲得し、その新鮮なエネル
ギーと創造力を活用しながら全社的な課題に取
り組んでもらうというものです。参加者はグルー
プに分かれ、お互いに師やコーチとして訓練を
受けるという学習体験を通して、グループとして
集積した知を共有していきます。2日間に渡って、
ミシガン州グランドラピッズ市のグローバルビ
ジネスセンターで開催されたこの教育イベント
は、SteelcaseのCEOであるジム・キーンを始め、
上級役員たちが出席し、同社の企業文化の柱で
ある、「感情移入」、「謙虚さ」、「信頼」についての
挨拶で幕を締めくくりました。

学習	+	人材開発 職場の健康	+	安全
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私たちは人類の発展に向けて、未来の世代に負
の遺産を残さないように行動していくことが義
務であると考えています。資源消費量の削減や
代替材料の開発などに積極的に取り組み、強い
メッセージを社会に発信しつづけています。

環境

これらの3本の柱を主軸に置くことで、製品性
能を維持しながら、懸念材料を特定、排除でき
ると同時に、社会全体での改善に向けての世
界的な調査研究にも着手できることが可能に
なりました。そして、何より重要なことは、この3
本の柱をもとに「人」を中心に据え、環境を最
大限に考慮した製品やサービスの提供を通し
て、お客様が最大のメリットを受けられるとい
うことです。

材料化学	
新プログラムが導入される度に、材料に対する
期待度が高まる中で、実例を示し、先導してそ
の境界を広げて行くことに、私たちはこだわり

続けています。既存材料、開発プロセス、製品を
継続的に査定し、改良を念頭に置きながら材料
や素材の専門家と恊働した知識の集積や革新
的な材料選定に私たちは注力しています。

私たちは化学物質管理基準を公的政策とする
よう強く提言し、大学の研究機関や先進的企業
とパートナーを組みながら、今日直面している
課題に積極的に取り組んでいます。持続可能な
未来に向けて重要な役割を担うグリーンケミス
トリー（環境への負荷が小さい科学技術）を重
視し、そのためのソリューションを広い視野で
考え、研究成果を実社会で活かせるような活動
を心がけています。

材料の化学組成検査、ライフサ
イクルへの配慮、製品使用後の
デザイン戦略という3つの柱で、
私たちは持続可能な社会に向
けて、革新的な製品づくりや製
品改良を積極的に推進してい
ます。

環境 革新的な製品	+	
ソリューション
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50+

30+ 

Cradle	to	Cradle	Certified™	
認定製品数

製品環境宣言	(EPD)	の発行数

環境

次世代を教育する

グリーンケミストリーへの需要が増す
中で、学生の時期からこの考え方に触
れることで、意識の高い社会人が生ま
れるように、地域の教育カリキュラム
にさまざまな情報や知識を積極的に
提供しています。また、教育現場での
化学教育を考える非営利団体のビヨ
ンド・ベニン（Beyond Benign）とパー
トナーを組み、教師のために半日の
上級グリーンケミストリーワークショッ
プを主催しています。このワークショッ
プでは、グリーンケミストリーの原則
がどう製品や製造プロセスに組み入
れられているかの例を紹介すると同
時に、これらの原則を今後どう教育カ
リキュラムに組み入れていくかを議論
しています。

ライフサイクルアセスメント	
私たちは長年に渡って、製品やサービスに対す
る厳格な世界的環境負荷手法であるライフサイ
クルアセスメン(LCA)を採用し、製品の寿命全体
を通しての環境への負荷を正確に測定、分析し
てきました。この採用によって、製品改良のため
の潜在的ニーズを把握でき、実践方法や意思決
定プロセスをより効率的に効果的に統合するこ
とができました。

社内に専任チームを設け、製品におけるLCA採
用に加え、使用済みリサイクル材をライフサイク
ルの観点から調査をし、その発見が実際の製品
に生かされています。例えば、B-Free™	Cubeのウ
レタンフォーム、Gesture®や新Think®チェアで使
用されているナイロン素材はすべて使用済みリ
サイクル材です。

この産学連携によって、先駆けたイノベーション
を起こし、メーカーと消費者双方にとって利益を
生むプロセスを創り上げています。そして、この
調査結果を地域全体で共有し、学び続けること
によって、LCAへの意識がグローバルに、そして
様々な業種へとさらに拡大されていくことを期
待しています。	

製品使用後とリサイクル	
こういった製品へのアプローチによって、お客様
に対してより豊富な素材、より優れたリサイクル
性能、製品使用後のより賢い選択肢を提供する
ことが可能になっています。私たちは製品に適
応力を持たせるよう設計、デザインしています
が、製品に寿命がきた際にはお客様が責任ある
決定ができるようサポートし、家具の管理、製品
使用後の家具の再販売、再利用、寄贈、あるいは
リサイクルという選択を提案し、家具がゴミとし
て廃棄されない方法をとるよう努めています。

GC3	CHAMPIONS賞を受賞

Steelcaseはグリーン・ケミストリ
ー & コマース・カウンシル（Green 
Chemistry & Commerce Council） 
からチャンピオン（Champions）賞を
授与されました。この賞はグリーンケ
ミストリー（環境への負荷が小さい科
学技術）において、卓越したリーダー
シップで環境汚染の予防と生活の安
全性に著しい貢献をした個人や団体
に与えられるもので、当社の製品開発
での化学組成の分析や毒性の判別
など、地球環境保全に対する献身的
かつ継続的な取り組みが高く評価さ
れました。

THINKの再考

その一例として挙げられるの
が、Thinkチェアの刷新です。まさにラ
イフサイクルアプローチで、継続的な
改良を心がけることがいかに重要か
を示した好例です。新たに採用された
リサイクル材は炭素排出に大きく貢
献し、その削減量は米国だけでも250
万マイルの自動車走行、または年100
回の海外出張に相当するものです。

「私たちは長年に渡って、ラ
イフサイクルアセスメント
(LCA)を採用し、環境への負
荷を正確に測定、分析してき
ました。」

革新的な製品	+								
ソリューション	(続き)
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昨年、グローバルな電力消費の100%に相当す
る再生可能エネルギークレジットを購入すると
いう重要な第一歩を踏み出しました。しかし、こ
れはあくまでも第一歩に過ぎず、今後は再生可
能エネルギー戦略をより強化し、さらに世界へと
拡大していく予定です。

私たちは大手製造メーカーとして、全体のエネ
ルギー消費量やその環境負荷の大きさを常に
意識し、消費量を削減し、グローバルレベルで再
生可能エネルギーへと転換していくことは、持続
可能な未来に向けての企業としての社会的責任
だと捉えています。ますます多くの国が再生可能
エネルギーへの投資を行う中で、企業活動を行
うすべての地域の再生可能エネルギー発電設
備の整備が進み、その利用が可能になることを
待ち望んでいます。

私たちはエネルギー消費量の削減はもちろん、
再生可能エネルギーへのシフトに引き続き注
力していきます。エネルギーの最適化に関する
詳細は、このレポートの「エネルギー消費と効率
化」のページをご覧ください。

南北アメリカ	(159,940,445	kWh)

環境

STEELCASEがEPA
グリーンパワー賞を受賞

Steelcaseは米国の環境保護庁(EPA)
が推進するグリーンパワーパートナ
ーシップ(Green Power Partnership)
のグリーンパワーパートナーシップ賞
(Green Power Leadership Award)
において、その2回目の受賞を果たし
ました。Steelcaseは2001年のグリー
ンパワーパートナーシップの創設メン
バーであり、2009年にはグリーンパワ
ー開発にあたっての先導的活動が高
く評価され、賞を授与されています。

2014	年度再生可能
エネルギークレジット

環境

私たちは再生可能エネルギーへの投資を継続
的に増やすために、エネルギー消費や温室効果
ガス排出について厳しい目標を掲げ、その効果
が徐々に現れ始めています。2020年までに25%
削減という高い目標も、製品の生産量とエネル
ギー消費量はグローバルに及ぶため、1%の削
減でも集積されることでその達成も不可能では
ないと考えています。	

この目標達成のための重要なステップになるの
が、最新の資料と基準をベースにエネルギー消
費量と温室効果ガス排出量をグローバルに監視
するシステムの導入です。温室効果ガスには世
界資源研究所の最新ガイダンスを活用し、間接
的影響も含めるなどデータ収集の対象範囲も拡
大しました。また、評価基準の範囲を拡げ、より
正確に使用状況を追跡し、より一層の削減を追
求するために包括的な戦略も立案しました。

エネルギー消費目標を達成するにあたっての施
策の1つが、北米の製造施設でのリモートメータ
ーの設置です。その機器の資金調達はリサイク
ルで得た利益を充当しています。このメーターに
よって、電気消費量を今までの30日ではなく、15
分毎に監視することができ、月次明細書には建
物全体の消費量はもちろん、個々の詳細やプロ
セス、または機器毎の消費量追跡できるように
なりました。また、より正確なエネルギーの利用
状況に加え、問題の検出や即座の対応、そして、
予防的管理も可能になりました。	

総売上高	(1000米ドル単位)

直接的排出量	(トンCO2相当)

間接的排出量	(トンCO2相当)

200k $5M

$4M

$3M

$2M

$1M50k

100k

150k

2004～2014年度温室効果ガス排出量
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データを利用することで、エネルギー消費量をよ
り効果的な方法での測定、把握、共有、報告、ま
た、従業員自らが裁量権をもって、目標達成のた
めに消費量削減に向けて努力できる体制が整
備されました。この新たなデータを最大限に利
用しながら、今後の追加設置の検討とその戦略
立案も計画する予定です。

100%

ヨーロッパ、中近東、アフリカ(40,007,982	kWh)

アジアパシフィック	(7,379,513	kWh)

再生可能エネルギーに対する
私たちのコミットメントは、短期
間で大きな成果を遂げていま
す。地域への投資というカタチ
で始まった活動は、今や風力と
水力発電という再生可能エネル
ギークレジット	(REC)	で構成さ
れたグローバルなクリーンエネ
ルギーへと拡大しています。

エネルギー消費	
+	効率化

再生可能
エネルギー
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製品と従業員を安全に目的地に届けることはも
ちろん、画期的な梱包方法や出荷方法で、私た
ちは製品のライフサイクル全体を通しての環境
負荷（環境フットプリント）を減らすように最善
の努力をしています。

私たちの梱包チームは、常に梱包におけるイノ
ベーションと継続的改良に向けて、4段階等級
の厳格な検査を設け、等級が上がる毎に厳しく
なる論理的アプローチ法を採用しています。梱
包用段ボールの落下衝撃テストから、温度変
化に対する圧縮テストまで行うことで、お客様
への製品を確実に保護し、より安全にお届けす
ることを目指しています。この一連のプロセス
は損害の発生や資材の削減に大きく貢献して
います。

私たちは初期段階からより効率的な梱包と出荷
のための戦略を包括的に考えることでそのコス
トと浪費を大幅に削減しています。優れた性能
の資材を常に探し、組立式のノックダウン梱包、
軽量の段ボール紙、リサイクル材やリサイクル
可能材などの積極的な使用を推進してきまし
た。合成材やポリウレタンなどの梱包材の代わ
りにリサイクル可能な資材を採用し、出荷に向
けて製品をより保護できる柔軟性の高いストレ
ッチフィルムなどを検討しています。30%の使
用資材の削減、機械稼働時間の大幅な削減、カ
スタマイズ用カッティング機械の設置などによ
り、廃棄物の大幅な削減にも成功しています。	

運送車両に関しては、できるだけ距離を短くか
つ燃費のよい走行ルートを採用しています。ヨ
ーロッパではハイブリッド車、北米でのツアー
バスはバイオディーゼル車を採用するなど、着
々とエネルギー効率目標達成に向けて努力を
続けています。走行距離が短くなっているのは
輸送トラックだけでなく、社員の移動距離も短く
なっています。私たちの高精細ビデオ会議シス
テムとオルタナティブワークの導入は従業員の
出張を削減し、環境フットプリントを減少させて
います。この移動にかかるコストを削減すること
に加え、従業員に家族と一緒に過ごす時間を増
やすという利点も与えています。

‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘14
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2004～2014年度水消費量対総売上高

環境

水の消費量は他の業界と比較しても、その量は
はるかに少ないですが、継続的に水の保全に努
めています。私たちは2020年までには水消費量
をさらに25%減らすという目標を掲げています。

ここ数年間、生産量の増大と施設の増設によっ
て水消費量が増加しました。しかし、水消費量削
減戦略における継続的努力によって、2010年以
降、水消費量を2%削減し、2020年への長期ビジ
ョンの達成を目指しています。

そのハイライトの1つは、チェコ共和国ストリー
ブロにある製造施設での新プロセスの導入で
す。革新的な方法で粉体塗装をすることで廃水
の放出量を大幅に削減できました。この製造施
設は農村地域に位置し、工業用水の放出をゼロ
にする制限があったため、総廃水量を削減する
方法を開発し、1日あたり2台必要なタンカートラ
ックを1週間に1立方メートルの廃水で済むよう
にしました。この成功例を今後は他の製造施設
にも導入する計画です。

私たちは環境管理システムを最大限に活用で
きる最善の方法を追求することで、各製造施設
がより容易に成功例やアイデアを共有していく
ことができると考えています。こうした取り組み
により、私たちは世界中の従業員やパートナー
の力を集結し、集団としての「知」や創意工夫を
通して未来に向けて新たな可能性を実現して
いきます。

1870 万

2% 削減

2014年に達成した水消費削減量（ガロン）

2010年以来の水消費量削減

環境	

より多くの製品とより多くの成果

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ市場
では、media:scape®製品の新たな梱
包方法のおかげで、出荷量が大幅に
増え、海外への海上コンテナの積載
量は増加し、以前より300%多くの製
品を輸送できる状態を実現していま
す。これは資材や燃料、温室効果ガス
削減にも大きく貢献しています。

33%

V.I.A.®製品で、製品のコーナーのガラ
ス部分の梱包を革新的に改善したこ
とで貨物トラックの積載量が増加

水	(ガロン)

総売上高	(1000米ドル単位)

輸送	+	梱包 水の保全
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環境管理システムと社内専任チームの努力によ
り、2010年以来廃棄物を46%削減しています。
これは2020年までに25%の廃棄物削減という
現在の目標を超えるもので、引き続き、更なる
進展に向けて努力していきます。

廃棄物を最適化するということは、高品質な製
品を作るのに必要な材料の量を削減すること、
張り地を精査し、新たなカット法を模索するこ
と、生産プロセスを見直し、受注生産によって
在庫を減らすことなどを意味します。製造施設
での廃棄物削減戦略とは、それが再利用、リサ
イクル、堆肥または焼却、エネルギー再生など
利用可能なすべての方策を検討し、実践しつづ
けることだと考えています。また、同時に、ウッド
の天板、引き出しの取手などの余剰在庫部品を
世界で住宅支援を行う国際NGOのハビタット・
フォー・ヒューマニティ(Habitat	for	Humanity)
に寄付するなど、廃棄を社会への支援に活用し
ています。

ここ数年間、私たちは配送センターの改善にも
着手しました。配送の現場において、様々な実
験を行った過去のデータをもとに、より強健な
リサイクル戦略とプロセスの実践に成功してい
ます。配送センターの幹部と協力してリサイク
ルチームを編成し、従業員に対して個々の作業
現場で変更ができるような裁量権を与えていま
す。高品質なリサイクルと堆肥化技術のための
トレーニングを提供し、従業員が監査のプロセ
スにも参加できるようにしています。

私たちは現在、これらの成功を連鎖的に他の企
業活動でどう付加価値を生み出していくかを模
索しています。私たちの今後の目標は、サプライ
ヤーと恊働しながら、廃棄物削減に継続的に努
め、堆肥化への取り組みを他の施設にも拡大し
ていくことです。

46%

17,286 

149.9

2010年からの廃棄物削減比率

グローバルレベルでのリサイクル量（トン）

食品廃棄物の堆肥化（トン）

サステナビリティスポットライト

過去何年にも渡り、私たちは
何千トンもの資材の廃棄処分
の転換に成功してきました。

現在、廃棄物の削減、資源回復の最大化、革新的な製品やサー
ビス、経済成長をもたらすシステムづくりへのシフトが活発に
議論されるようになりました。これは、現在主流となっている「
取って、創って、捨てる」という「消費型経済」から消費資源を有
効活用する「循環型経済	=	サーキュラー・エコノミー」へと転換
しようとする考え方です。

代表的なシンクタンクは、このサーキュラー・エコノミーが今後5
年間で10万の雇用を創り出し、2025年までに世界経済に1兆ド
ルをもたらすと試算しています。

Steelcaseは最近、100人のサステナビリティリーダーの1人とし
て「サーキュラー・エコノミー（The	Circular	Economy	）100」に
参加しました。サーキュラー・エコノミー	100は英国のエレン・
マッカーサー（Ellen	MacArthur）財団が設立、推進しているも
ので、再生可能な循環型経済に貢献している多業種にわたる
企業や個人で構成され、メンバーにはユニリーバ、フィリップ
ス、シスコ、ルノーなどの企業が名を連ねています。	

世界経済がより多くのものを消費し、資源が枯渇していく中、企
業はエネルギーや資源を今まで以上により効率的に使用する
よう努力を強いられています。次の15年間の間には、開発途上
地域のおよそ30億人もの消費者が中産階級に入り、資源高騰
も予想されるとすれば、この直線型経済モデルでは消費者需
要を決して満たすことはできません。

イノベーションへの道は複雑で困難な道であり、前進するとは
従来通りのやり方を捨てることだと深く認識しています。この時
代遅れとなっていく経済構造からいち早く脱出し、これまでに
経験したことがないような大きなスケールで社会にプラスの
変化を起こしていくことを目指します。

詳細について:	360マガジン70号

2020年末までに25%
の削減目標

環境

廃棄物削減 世界を前進させる
方法を再考する



Steelcase Steelcase38 39コーポレートサステナビリティレポート 2015コーポレートサステナビリティレポート 2015

私たち自身

私たちの経営トップは、企業としての約束を履行し、長期的
視点で株主利益をもたらし、持続可能な社会に向けての社
会的責任を果たすことを常に意識しています。優れた実績と
知識を有するビジネスリーダー、第三世代の創業家メンバ
ー、その他の取締役メンバーなどが一丸となり、情熱を持っ
て私たちの未来に向けてのビジョンを創り上げています。

特に、2014年に創設されたグローバルサステナビリティ運
営委員会は、企業文化、コミュニケーションとプロセスにお
ける戦略を開発し、サステナビリティをさらに事業に組み込
み、企業価値やブランド、事業の効率性を高めることを目的
に設置されました。同委員会は、さらにエンゲージメントを
高めるさまざまなプログラムを模索していく計画です。

·	 	サステナビリティ事業に関するより広範囲にわたる知識
·	 	サステナビリティ、業務成果、組織の弾力性の間にある関
係を視覚化できる構造、そして事例やベンチマーク

運営委員会の役割とは、従業員を激励し、彼らに権限を与え
て、その努力が継続的に組織全体の成功に結びつくように
することです。

Steelcaseの全ての従業員は、個々の業務において、社会的お
よび環境的サステナビリティの方針を遵守する責任があり
ます。これらの方針は従業員に向けての明確なメッセージで
あり、地位や責任範囲に関わらず、すべての従業員がその責
務を負い、同僚や地域社会、ひいては自然界の安全性とウェ
ルビーングに貢献するというものです。

私たちは、引き続きサステナビリティに対して高い意識を持
ち、全社一丸となって、パフォーマンスの強化に努め、その目
標設定を超えるよう積極的に取り組む所存です。

私たちは自身のことを厳しく評価し、経済的、社
会的、環境的側面からサステナビリティを事業戦
略の中枢に組み込み、積極的にその推進に取り
組んでいきます。

「優れた実績と知識を有するビジネスリーダー、第三世代
の創業家メンバー、その他の取締役メンバーなどが一丸
となり、情熱を持って私たちの未来に向けてのビジョンを
創り上げています。」

私たち自身 ガバナンス
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私たちは持続可能な暮らしの実現に向けて、世
界各地で働く従業員の一人一人が強い責任感を
もって日々の業務の中で取り組み、その課題は
事業のあらゆるレベルに浸透しています。その
成功は個々の従業員や部門、各地域の事業所、
製造ライン、お客様、ディーラー、サプライヤーの
皆様の協力による共存があってこそ到達出来る
ものと確信しております。

これからも引き続き対話を大切にし、企業の責
任としてより持続可能な成長へ向けて社員一丸
となって努力することをお約束いたします。ご意
見、ご質問等はsustainability@steelcase.comま
でご連絡ください。

THANK	YOU


