
1 持続可能な開発 将来の世代の要求を満たしつつ、現在の世代の要求も満足させるような開発。
Sustainable
Development

2 環境汚染 人類が様々な資源を大量に消費し、汚染物質を環境に放出すること。

3 ゼロ・エミッション
1994年国連大学提唱。生産などの工程を再編成し、廃棄物の発生をできる限りゼロに近づける新たな循
環型システムの構築を目標にしたもの。

4 環境基本法
平成5年（1993）11月。　環境を構成する大気、水、土壌、生物間の相互関係により形成される諸システム
との間に健全な関係を保ち、それらのシステムに悪影響を与えないことが必要な社会である。

5 環境基本計画

平成6年（1994）12月。　　環境保全に関する施策の総合的かつ長期的な施策の大綱について定めたもの
で、循環、共生、参加、国際的取組みが4つの長期目標である。　　①再生可能な資源は可能な範囲で利
用する。②再生不可能な資源は他の資源で代替不可能な用途での利用にとどめる。③人間活動を生態
系の機能を維持できる範囲内に留める。④環境負荷の排出を環境の自浄能力の範囲に留める。⑤不可
逆的な生物多様性の減少を回避する。

6 環境負荷 環境に悪影響を与える物質の量

7 資源生産性
その財により入手することができるサービス単位の総計を、その財を生み出すために要する物質･エネル
ギーの総量で割ったもの

Factor

8 環境効率

1992年世界経済人会議。人間のニーズを満たすことを前提に、生活の質を高めるモノとサービスを、その
ライフサイクル全体にわたる環境絵の影響と資源の使用量を地球が耐えうる限度以下に引き下げなが
ら、競争力のある価格で提供する。製品やサービスの物質集約度の低減･エネルギー集約度の低減、製
品の利用密度の低減。

Eco-Efficiency

9 拡大生産者責任(EPR)
生産者が製造した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分につ
いて一定の責任を負う

Extended
Producer

10 3R Reduce(ごみを減らす）、Reuse(ごみを再利用する）、Recyle（ごみを再利用する）
11 環境経営 地球環境への負荷を削減し、環境を新たな競争力の源泉として捉え、効率的に企業活動を行うこと。

12 環境保全
環境を構成する大気、水、土壌、生物間の相互関係により形成される諸システムとの間に健全な関係を
保ち、それらのシステムに悪影響を与えないこと

13 エコファンド 環境配慮・環境パフォーマンスに優れた企業に積極的に投資すること。
14 グリーンインベスター 金銭的な利益だけでなく、環境問題に対して十分な取り組みを行っている企業に投資したいと考える人
15 大気汚染防止法 組織活動などの起因する大気汚染を規制するための法律
16 水質汚濁防止法 組織活動などの起因する海域や湖沼、河川の水質汚染を規制するための法律
17 土壌汚染 土壌がダイオキシン、PCB,カドミウムなどの有害物質で汚染されること。
18 地球温暖化対策推進大綱
19 地球温暖化対策推進法 平成10年10月。　地球温暖化対策の推進

20
循環型社会形成推進基本
法

製品など製造者が果たすべき責務を規定し、これに関する措置の実施を国に義務付け、拡大製造者責
任の概念を明記している。

21 資源有効利用促進法 国としてリサイクルを推進するための一般的な仕組みを制定したもの。
22 リサイクル 再利用
23 循環型社会 廃棄物の適正処理とリサイクルの推進
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24 廃棄物処理法 廃棄物の定義、処理責任、処理方法や処理施設にかかる基準を定めた法律

25 廃棄物
自ら利用したり他人で有償で譲ることができないため不要になったもの。ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、
糞尿などの汚物または不要物で固形状または液状のもの。

26 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物で、家庭ごみ、オフィスや飲食店の事業ごみ、し尿。処理は市町村の責務
27 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法施行令で定めた2１品目

28 特別管理一般廃棄物
爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じる恐れのあるもので、①PCB使用製
品、②感染性一般廃棄物、③ばいじん

29 特別管理産業廃棄物
爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じる恐れのあるもので、①高燃焼性廃
油、②強酸･強アルカリ、③感染性産業廃棄物、④PCB・石綿

30
産業廃棄物管理制度（マ
ニフェスト制度）

排出事業者は 終処分まで適正に処理を行う必要があり、排出事業者がマニュフェストを交付し、収集･
運搬･処分の各業者が処理事項等を記入して帳票の写しを排出事業者に返すことにより、排出事業者が
廃棄物処理の流れを管理し、適正処理が履行できる仕組み。

31
マニフェスト（産業廃棄物
管理票）

廃棄物を管理するための帳票

32 汚染者負担の原則（PPP) 廃棄物を排出する事業者は、事業活動で生じた産業廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
Polluter-Pays
Principle

33 容器包装リサイクル法
容器包装のリサイクルの推進。一般廃棄物のうち体積で50％、重量で20％以上を占める。消費者＝分別
搬出、市町村＝分別収集、事業者＝リサイクル

34 家電リサイクル法
家電メーカーや小売販売店に対する収集･運搬･リサイクルの責任について明示した法律。テレビ、冷蔵
庫、洗濯機、エアコン。企業＝リサイクル、小売業者＝販売した機器について引き取り、製造者に渡す、
消費者＝リサイクル費用を負担、市町村＝回収品を製造者に渡す。

35 食品リサイクル法 食品の製造･加工･販売業者が食品廃棄物の再資源化を行うことを求める。
36 建設資材リサイクル法 工事の受注者が、建築物の分別解体、建設資材などの再資源化を行うことを求める。
37 自動車リサイクル法 製造業者のシュレッダーダストの引き取りと再資源化、関連業者の使用済み自動車の引取りと引渡しを
38 グリーン購入 環境への負荷ができるだけ少ない商品やサービスを優先的に調達、購入する消費行動のこと。

39 グリーン購入法
2001年。環境負荷の少ない持続可能な社会を構築するため、環境物品等を国など公共部門が積極的に
調達すると共に、情報提供を勧めていくための法律。

40 環境物品 環境負荷の低減に資する物品
41 エコマテリアル 環境物品を製造するために、材料のレベルから検討すること。

42 環境ラベル
環境に配慮した製品であることの証し、目印として様々なラベルがある。国が認めたマークの中に、エコ
マーク、省エネ性マークが代表的。

43 エコマーク
  環境保全に役立つ商品を推奨し、消費者の日常の暮らしから環境への配慮を促すために、（財）日本環
境協会によって認定された商品に付けられる環境ラベル

44 省エネ性マーク
省エネ性能の優れた製品(省エネ基準達成率１００％以上の製品）については緑色、未達成（１００%未満）
の製品には橙色のマークを表示しているもので、省エネ性能の優れた製品を選ぶときの目安になる。
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45
国際エネルギースター
マーク

経済産業省と米国環境保護庁との相互承認の元に実施している国際エネルギースタープログラムに基づ
くもので、このプログラムで定めたエネルギー消費抑制の基準を満たす省エネ型OA機器に付けられる
マーク。コンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリ、コピー機等のOA機器を対象に、特に待機
時の省エネ効果の高い機器に表示される。

46 Ｒマーク ごみ減量化推進国民会議が推奨する再生紙使用マーク。古紙配合率及び白色度を表示する。

47 白色度
紙の白さを表す指標。真っ白なコピー用紙の白色度は80％、新聞紙は55％程度、白色度７０％程度の用
紙であれば、支障なく使用できる。

48 グリーンマーク
古紙使用製品の利用拡大と自然環境の保護や森林資源の愛護などの意識向上を目指して、（財）古紙
再生促進センターが認定するマークで、古紙を再生使用した製品であることを示す。

49 グリーン購入ガイドライン
グリーン購入ネットワーク（GPN)は我が国のグリーン購入の取り組みを促すため1996年(平成8年）に設立
された企業・行政・消費者のネットワーク。このGPNが情報提供する環境情報

50 商品情報データベース グリーン購入ネットワークの提供する環境情報の一つ
51 ブルーエンジェル ドイツのエコラベル

52 化学物質審査規正法
製造や輸入の前に、新規の化学物質について、難分解性、高蓄積性、慢性毒性の有無に関する検査を
義務付ける法。

53 PRTR
有害性のある化学物質の環境への排出量および廃棄物に含まれての移動量を登録して公表する仕組
み。

Pollutant Release
and Transfer
Register

54 PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の把握や管理の改善の促進に関する法律。
55 化学物質管理指針 PRTR法による対象化学物質は政令で指定され、公表しているガイドライン

56
化学物質等安全データ
シート（MSDS)

事業者が化学物質や製品を他の事業者に出荷する際、その相手方に該当する化学物質に関する情報を
提供するもの。

Material Safwty
Data Sheet

57 レスポンシブル・ケア
「開発から廃棄まで」の環境管理方式の1つであり、化学物質を扱う企業が開発から廃棄に至る全ての過
程において、自主的に環境･安全･健康面の対策を行う活動のこと。

58 環境基準
59 ダイオキシン 環境ホルモンの一種。発がん性や奇形性がある他、性ホルモンに影響を与えて生殖器に異常をもたら
60 四大公害裁判 熊本水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病（富山県）、四日市ぜんそく（三重県）
61 受認限度
62 環境権
63 環境評価
64 環境報告書 企業の環境保全に関する全体的な取り組みについての情報を掲載した書物

65 環境マーケティング
財やサービスの環境属性、生産している企業の環境保全に対する取り組み、その結果としての企業の環
境イメージに関わる生産者による消費者とのコミュニケーション

66 限界便益 便益曲線を環境利用水準で微分した値
67 便益曲線

68 費用便益分析
あるプロジェクトが実行されるべきか否かについて、純便益＝（環境利用に伴う便益）－(費用）＞0で決定
する手法
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69 表明選好型評価 個々人の選好を測定しその結果を用いて環境に対する評価を行う手法
70 支払意思額（WTP) 環境の経済的価値を測定する手法で、環境の改善に対する費用を払っても良いと思う額 Willingness to Pay

71 受け入れ意思額（WTA) 環境の経済的価値を測定する手法で、環境の悪化に対して容認できる範囲の額
Willingness to
Accept

72 仮想評価法
ある環境について関係する人々を対象に、アンケートなどで直接に支払い意思額や受け入れ意思額を聞
きだすことにより、環境に対する社会的評価を貨幣額で捉えようという手法

73 コンジョイント分析
意思決定者がある選択肢を選好する場合、それぞれの評価項目がどの程度それに影響を与えているか
を知るための分析手法

74 顕示選好型評価
現実に人々が市場に出ている財に支出している額から、間接的に環境に対する社会的評価を捕らえよう
とする方法。

75 トラベルコスト法 ある環境サービスへのWTPを、その環境サービスまでのアクセス費用で代替して測定しようとする方法。

76 ヘドニック価格法
環境改善の便益は地価の上昇に反映されるので、一定の留保条件付ながら、地価を観察することによっ
て便益を正当化することができるという考え方。キャピタリゼイション仮説。

77 環境アセスメント

大規模工業団地の造成や都市開発を行う場合に、その結果としての自然環境に与える影響を事前に調
査すること。　スクリーニング＝環境アセスメントをするか否かの判定手続き。　スコーピング＝環境アセス
メントの手法を決定し、環境影響評価書を作成する。（手順、項目、検討方法を公表し、実施方法を決定
する）　フォローアップ＝事業着手後の調査等。

78 環境影響評価法
1997年。環境アセスメントの手続きを定めた法律。第一種事業（必ず環境アセスメントを実施しなければな
らない事業）、第二種事業（環境アセスメントをするか否かの判定手続きが必要となる事業）

79 大気汚染
二酸化窒素（NO2)、一酸化炭素（CO)、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄（SO2)、光化学オキシダントは環境
基準で定められた測定方法で測定する。拡散モデルを用いた数値計算、風洞実験、野外実験

80 水質汚濁 水質汚濁物質の発生負荷量算出による水質変化予測、水質拡散モデル、水理模型実験

81 戦略的環境アセスメント
政策（Policy)、計画（Plan)、プログラム（Program)の3つのPを対象とする環境アセスメントで、事業に先立
つ上位計画や製作のレベルで環境への配慮を意思決定に統合するための仕組み。

82
ライフサイクル・アセスメン
ト（LCA)

製品及びサービスにおけるライフサイクル全般にわたっての、総合的な環境負荷を客観的に評価する環
境問題の考察手段の一つ。製品の環境負荷を評価するには、資源採取・製造・流通・使用・廃棄・リサイ
クル等の製品ライフサイクル全体を考慮する考え方。

Life Cycle
Assessment

83 エコバランス
企業全体で環境に与える負荷を測定・把握し、環境負荷の入出力を表にまとめる。そして各物量値に重
み付けを行って、共通の環境負荷単位に変換する方法が利用されている。

84 産業連関法
産業関連表により、必要となる部品や材料の関連やその間恐怖かを把握でき、対象とする製品の官許負
荷を計算することが可能となる。

85 積み上げ法
ある財の生産の各段階で与えた環境負荷を積み上げて、生産にかかった環境負荷の全体を把握するも
の。ISO規格は積み上げ法である。

86 産業連関表
経済システムにおける財の取引を、400～500の財分類、または産業部門分類について、行列形式に整理
したもの。

87
ライフサイクル・インベント
リ分析（LCI)

ある製品が製造から消費、廃棄に至る各段階において発生する環境負荷を把握するため、各段階やサ
ブシステムにおける環境負荷を定量的に把握・整理して表示する。

Life Cycle
Inventory Analysis
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88 影響評価
インベントリ分析で得られた結果を、自然環境、人の健康、資源などの環境影響項目と関連付けて、製品
の環境影響度に関する評価を実施する。

89 環境適合設計（DfE) 環境負荷の少ない製品の開発・設計に関わる活動。
Design for
Enviroment

90 品質機能展開(QFD)
設計の初期段階から環境側面を考慮した方が環境負荷低減効果が大きくなるため、製品規格の段階で
利用する設計手法のこと。

Quality Function
Deployment

91 環境管理活動

92 環境アカウンタビリティ
企業が株主や債権者に対する財務的な説明責任だけでなく、非財務的な自然・環境に関わる事項まで社
会に報告する責任

93 環境管理システム
環境方針を体系的に実行していくためのシステムのことで、企業が環境管理を実施するための構成（仕
事の仕組み）を意味する。

94 環境方針 環境に対する経営方針

95 環境活動評価プログラム
中小事業者などの幅広い事業者を対象とした環境管理に用いることができる簡易な方法。このプログラ
ムに参加することにより、簡易に環境保全への取り組みが展開でき、その結果を環境行動計画としてとり
まとめて、公表できるように工夫してある。

96 環境会計
企業が、外部報告と内部管理の両面において効率的な経営を実現するためのツール。環境会計情報を
環境報告書として社会に開示でき、内部的にも、自らの環境保全に関する投資額や費用額を正確に認
識・測定して集計・分析を行い、その投資や費用に対する効果を知ることにより、取り組みのいっそうの効

97 環境パフォーマンス指標
自らが発生させている環境への負荷やそれに関わる対策の成果（環境パフォーマンス）を的確に把握し、
評価するために選択する指標。環境省は環境パフォーマンス指標(2000年度版）を公開している。

98 環境会計ガイドライン
企業などを対象とする環境会計について、その集計方法や環境会計公表用フォーマットが示されている。
環境省発行

99
ＩＰＣＣ(気候変動に関する
政府間パネル）

各国の気候分野の研究者が参加し、地球の温暖化について調査・研究を行う組織。世界気象機関と国連
環境計画が共同して1988年(昭和63年）に設立した。

100 地球サミット
1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された｢環境と開発に関する国際会議」（ＵＮＣＥＤ）のこと。地
球温暖化防止のための気候変動枠組み条約、生物多様性条約への各国首脳の署名や、環境と開発に
関するリオ宣言、アジェンダ21、森林原則声明が合意された。

101 アジェンダ21
1992年ブラジルのリオデジャネイロで開催された「地球サミット」で採択された持続可能な開発の原則であ
り、「環境と開発に関するリオ宣言」を受け、21世紀に向け、持続可能な開発を実現するために各国・各国
際機関が実行すべき行動計画を具体的に規定したもの。

102 オゾン層
成層圏に存在するオゾンの層のこと。太陽光に含まれる有害な紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物
を守っている。

103
温室効果ガス（温暖化ガ
ス）

温室効果ガスとは、温室効果をもたらす大気中のガスのことで、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハ
イドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄の6種類である。温室効果とは、温室効果
ガスが地表面から放出され逃げていく熱の一部を吸収するため、地表面がより高い温度となることをい
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104 気候変動枠組条約

地球温暖化に対する国際的な取り組みの枠組みを設定した条約。　1997年（Ｈ９年）の｢地球温暖化防止
京都会議」ＣＯＰ３（気候変動防止枠組条約第3回締結国会議）はこの条約の下に開催され、我が国の温
室効果ガス総排出量を、2008年～2012年の期間に1990年（Ｈ2年)レベルから６％削減する目標が京都議
定書として定められた。

105 フロン
我が国独自の呼び名で、炭化水素に塩素、フッ素が結合したフルオロカーボンのこと。特に、オゾン層を
破壊する力の強いＣＦＣ-11などの５つを特定フロンと呼ぶ。

106 モントリオール議定書
オゾン層の保護に関する国際的な条約（ウィーン条約）に基づき1987年(昭和62年）にカナダのモントリ
オールで開催された第1回目の締結会議のことで、特定フロンなどのオゾン層破壊物質について、具体的
な規制措置を盛り込んだ議定書。

107 ＥＳＣＯ事業
工場やビルの省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、それまでの環境を損なうことなく省エネ
ルギーを実現し、省エネ効果を補償する事業

108 アイドリングストップ
自動車の停車中にエンジンのアイドリングを自粛する運動。普通自動車が1日5分間アイドリングをストッ
プすると1年で３９ＫｇのＣＯ2を削減できる。

109 ウォームビズ 環境省が提唱した暖房に頼り過ぎない、働きやすく格好の良い秋冬のビジネススタイル ｗａｒｍ　ＢＩＺ
110 クール・ビズ 環境省が提唱した夏を涼しく過ごすための、ノーネクタイ、ノー上着ファッションのこと ｃｏｏｌ　ＢＩＺ
111 新エネルギー 太陽、風力、地熱、海洋などの自然エネルギーや燃料電池、廃棄物発電、熱供給システム等の総称

112
コージェネレーションシス
テム

一つのエネルギー源から電気と熱などを同時に発生させ供給するシステム。一般的には、原動機で発電
を行い、その際の廃熱を利用して冷暖房や給湯に利用するシステムを言う。
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