
企業の社会的責任 

2020年 年次報告

変化す
る世界
で前進
する



 

企業の社会的責任 2020

1

この1年は多くの変化をもたらし、多くの
混乱がありました。急速に進化する職場
に適応し、運用のためのプロトコルを開発
し、「新しい生活様式」の中で仕事をする
には、かなりの努力が必要でした。急速な
変化の中で、サステナビリティは全社的に
高い優先順位を維持しています。ソーシ
ャル・ディスタンスを取るための新製品
は、健康的な材料を使用し、リサイクル可
能であるというHumanscaleの要求を満た
しつつ、迅速なスケジュールで開発されま
した。私たちの運営にも工場にも、サステ
ナビリティの文化が育っています。私たち
が働くあらゆる場所で、廃棄物、水、生
物多様性に関するサステナビリティの目標
を達成するために、多くの人々が貢献しま
した。大きな変化と不確実性の時代におい
て、サステナビリティと人と地球の向上
は、Humanscaleの基本的な価値観であり続
けています。

2020年に向けて
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サステナビリティの先へ —  
具体的・積極的な影響を及ぼす。

2020年のハイライト

廃棄物

現在、世界中のすべての
工場では、通常は廃棄物
として処理される材料の
削減、リサイクル、およ
び革新的な使用方法を見
つけることにより、廃棄
物の90％以上を利用し
ています。

水

世界のすべての工場
では、生産において
100％取り込んだ雨
水を使用しており、
水処理に懸念される
化学物質は一切使用
していません。

生物多様性

全世界の工場では、在
来種の野生生物や生物
多様性を支援するため
の造園計画を策定し、
実施しています。
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CEOからのメッセージ

Bob King 
Humanscale 創業者兼CEO

CEOからのメッセージ

2020年、そして世界的な流行病は、人類に未曾有の苦

難と不安をもたらしました。健康は人生の最大の資産の

一つであることが明らかにされ、私たちの世界がいかに

相互につながっているかも改めて知らされました。すべ

ての行動は、近くでも遠くでも影響を与えます。

この1年間、想像を絶する逆境にもかかわらず、私たち

のチームは人々の生活と地球をより良くするソリューシ

ョンを提供し続けました。現場で働く人々に医療用カー

トを提供したり、世界各地の工場で廃棄物、エネルギ

ー、水を最適化するなど、最も困難な時期にあっても、

当社がより良い世界を目指す立場にあることに身が引き

締まる思いがします。

今日の世界的な危機は、メーカーがどのように問題に関

わっているかを考え、それに対処することがこれまで以

上に重要であることを明らかにしています。私たち、そ

してすべての企業の決断は、将来の世代がこの地球上で

どのように生きていくかに直接影響を与えます。木が周

りの世界に恩恵を与えているように、私たち全員が未来

に向けて世界をより良くするために自分の役割を果たす

ことができると強く信じています。今後1年以内に、製

品の60％がネット・ポジティブ認証を取得する予定で

す。これは、自律のための大きな一歩であり、最終的に

は環境にも貢献することになります。

サステナビリティのリーダー
として、私たちは、他の人々
がその取り組みを加速させ、
私たちだけでできるよりもは
るかに大きな影響をもたらす
ことを願っています。
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影響を減ら
すだけでは
不十分

サステナビリティを超えて

サステナビリティを超えて

グローバルなメーカーとして、私たちは世界への影響を認

識しています。世界とは私たちの日常業務から、従業員、

ベンダー、顧客、そして私たちが間接的に関わっている地

域のコミュニティやグローバルコミュニティとの関係にわ

たります。これを、エキサイティングな機会であると同時

に、重大な責任であるとみなします。野生生物の絶滅や野

生空間の喪失、海洋プラスチックの増加、気候変動による

悪天候や海面上昇、製造業で懸念が持たれている化学物質

の継続的な使用による健康への影響の増加など、社会や環

境の悪化が報告されるにつれ、企業が有害な影響を削減す

るだけではもはや十分ではないことを実感しています。

私たちはソリューションの一部となり、使用した以上のも

のを還元します。私たちは、サステナビリティに関する取

り組みの最前線に立ち、イノベーションと資源管理を通じ

て模範を示します。

木の例えを考えてみましょう。森の中の木は、可能な限り

成長し、拡大していきます。同時に、木はその葉を通して

日陰や酸素、さらには肥料を提供します。木は成長するた

めに資源を使いますが、最終的には奪った資源以上のもの

を還元します。地球との共存を目指すなら、工場は木のよ

うに、会社は森のようでなければなりません。

画
像
：
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すべての場所
をより快適な
作業場にする

HUMANSCALEの特徴

当社のアイデンティティ 

Humanscaleは、すべての仕事場で健康と快適性を向

上させる人間工学的製品の第一級のデザイナーであり

メーカーです。チェア、照明、テクノロジーサポート

など、私たちは、より良いヒューマンエクスペリエン

スのために、革新的で機能的なワークツールを開発し

ています。

すべての製品とサービスは、純粋にお客様の健康と安

全を促進するために存在し、開発中にその有効性を確

認する評価が行われます。私たちの製品は、動きを製

品に合わせる必要がなく、仕事中の動きに合わせるこ

とができ、自由で自発的な動きを促します。

@HumanscaleHQ



製品

チェア＆スツール

モニターアーム&統合型ドッキング

シッティング/スタンディングソリ
ューション

セパレーションパネル

照明

テクノロジーツール

キーボードシステム

フットロッカーとマット

ノートパソコンホルダー

ケーブルマネジメント

デスクアクセサリー

CPUホルダー

部門 

Humanscale

Humanscale Healthcare

Humanscale Consulting 
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持続可能な
革新を導く

設立

1983
従業員数

1166
32カ国で活動

16カ国で重要な事業を展開

48
オフィス・ショールーム

30
工場

4
製造パートナー

4
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最高サステナビリティ責任者からのメッセージ

Jane Abernethy 
Humanscale最高サステナビリティ責任者

CSOからのメッセージ

世界的なパンデミックは、大きな不確実性と急激な変化

をもたらしました。各部署がリモートワークに移行した

り、工場が新しいプロトコルを導入したりする中、全員

が会社を存続させるためにこれまで以上に努力しまし

た。しかし、当社のサステナビリティへの取り組みは最

優先事項であり続けました。私たちのチーム、特に工場

では、サステナビリティの目標を達成するために集中

し、意欲的に取り組んでいました。

私はいつもチームを誇りに
思っていますが、特に2020
年の働きは誇りです。

各工場では、廃棄物の90％以上を埋め立てずに再利用

し、敷地内の雨水を100％使用するシステムを導入し、

敷地を利用して地域の生物多様性を支援する包括的な計

画を策定しました。2020年には様々な課題がありまし

たが、私たちのチームは、当社がサステイナビリティー

に置く高い価値を維持し、これを実践し続けました。
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私たちの製品 会社概要

私たちにとっての意味

ネット・ポジティブになるということは、事業全体が環境

に与える影響をいかにして測定可能な形で改善できるかを

考えることです。実践的には、当社が与える主要な影響を

理解するために、製造および運営活動を評価しています。

エネルギー、水、排出量、資源の削減、野生生物の保護、

社会的責任、健全な材料などです。各インパクトに対し

て、私たちを取り巻く世界に真にポジティブな影響を与え

るために、「サステナビリティを超える」ためには何が必

要かを考えます。

そこにたどり着くために 

ネット・ポジティブな目標を達成するためには、ローカル

とグローバルの両方のスケールで自分たちの影響力を継続

的に検証する、バランスのとれたアプローチが必要です。

例えば、施設での廃水を最小限に抑えることで、地域の自

治体の水処理システムへの負担を軽減します。一方、製品

のライフサイクルアセスメントを行うことで、グローバル

なサプライチェーン全体での水使用量を調べることができ

ます。私たちは、Living Product Challengeのフレームワ

ーク、Net Positive Projectのダイアログ、MITのSHINEプ

ログラムのガイダンスを用いて、堅牢な方法でマイナスと

プラスの両方の影響を計算しています。

各インパクトカテゴリーにおいて、ネット・ポジティブに

なるために何が必要になるかを明らかにした後、具体的な

短期的な進捗を示す年間目標を設定し、毎月、業務担当者

やトップレベルの役員とレビューを行います。私たちは、

害よりもむしろ益をもたらすことを目標に、自分たちの進

行状況を常に評価しなければなりません。

そして、私たちはまだ始まったばかりです。

健全な材料 資源の削減 気候 エネルギー 水 社会的責任 野生生物の保護

ネット・ポジティブ



毎年、私たちはネット・ポジ
ティブになるための次のステ
ップを明確にし、その年の具
体的な目標を設定します。
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健全な材料 

2020年には、製品ライン
全体からPFASを100％除
去するという目標を達成
しました。

*PFAS化学物質は「永遠の化学物質」として知られており、環境や私たちの体内に極めて残留性の高い、潜
在的に数千種類に上る合成化学物質の一群です。肝臓障害、甲状腺疾患、生殖能力の低下、高コレステロー
ル、肥満、ホルモン抑制、がんなど、PFASにさらされることで健康に悪影響を及ぼす可能性があることが、
科学的に明らかになってきています。

資源の削減

受け入れ段ボールを93,600 
MT（6％）削減するという目
標を達成しました。
私たちの工場では、廃棄物の
90％以上を埋め立てずに再利
用しています。

害よりもむ
しろ益をも
たらす

気候

私たちは、科学的根拠
に基づいた排出削減目
標を設定することに注
力しており、2021年に
向けて国際基準を検討
しています。



社会的責任 

私たちの目標は、80％
のサプライヤーを監査
することでした。
コロナ禍で旅行が制限
される前に、21％を監
査しました。

野生生物の保護

 製造に使用される海洋プラスチ
ックは、サプライチェーンの課題
により31％減少しました。
これらの課題にもかかわらず、3
社の新しいサプライヤーパートナ
ーが設立され、海洋プラスチック
を含む新製品が開発されました。

エネルギー

企業全体のエネルギー使
用量を1004,791 MJ削減
しました。
（企業の総エネルギー使用量の4.4％）

11
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水

すべての工場で雨水回収シ
ステムを導入し、生産水の
100％を供給しています。

社内の主要なステークホルダー（目標に取り組む人や目標の影響を受ける人）が、目標が

実現可能な限りアグレッシブなものであることを確認するために意見を出し合い、最終的

にCEOが承認します。このようにして、社内のすべてのチームが一致団結し、モチベーシ

ョンとインスピレーションを保ちながら、より良い世界を残すために活動しています。
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より良い世界を残すためには、自分が世界にどのような

影響を与えているのかを正確に知る必要があります。

私たちは、ライフサイクルアセスメントを用いて負の影

響を計算し、フットプリント（カーボンフットプリン

ト、ウォーターフットプリント、エネルギーフットプ

リント）を知ります。同じ計算方法で、私たちが世界に

どれだけのポジティブな変化をもたらすか、つまり私た

ちのハンドプリントを見極めることができます。

私たちが作り出すポジティブな変化は、さまざまな創造的で

革新的な方法で達成することができます。私たちは、測定可

能なプラスの影響を与えるプロジェクトに継続的に取り組ん

でいます。

ここでは、2020年からのプロジェクトの例をご紹介します。

毎年、 
フットプリントよ
りも多くのハンド
プリントが生成さ
れます。



 太陽エネルギー設置のスポンサーシップ
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コリンズ・レイク・オーティズム・センター

コリンズ・レイク・オーティズム・センターは、ニューメキシコ州

にある自閉症の人たちのための住居、サポート、サマーキャンプ、

サービスセンターです。

「私たちは幸運にも、この素晴らしい資産の管理者であ

り、スチュワードシップの役割を真剣に考えています。将

来の世代に利益をもたらすためにも、ソーラー発電は重要

な役割を果たします。

Glen Carlberg, 
コリンズレイク・オーティズムセンター エグゼクティブディレクター

サーフェス・クリーク・アニマルシェ

ルター

サーフェス・クリーク・アニマルシェ

ルターは、コロラド州にあるボランテ

ィアで運営されているアニマルシェル

ターです。

「私たちが設置した太陽光発電は、ク

リーンで信頼できる電力源となりま

す。シェルターは、気候変動に対処す

るために、二酸化炭素排出量を削減す

る役割を果たしています」。

Bruce Joss 
理事長、取締役

エネルギー 773,173 kWh

水 349,266 ガロン

気候 293,257 kg CO2e

エネルギー  54,728 kWh

水 24,722 ガロン

気候  20,75 kg CO2e

プロジェクト

インパクトカテゴリー
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CHIP-パラダイスビレッジ

CHIP- パラダイスビレッジは、キャン

プワイルドファイヤーで荒廃した家

を再建しているカリフォルニア州の

低所得者や農村部の住民を支援する

ための低価格住宅組織です。

プロジェクト アルトー 

サンフランシスコの代表的なアーテ

ィスト・コミュニティのひとつであ

るProject Artaudには、3つの劇場と2

つのダンススタジオがあります。ま

た、70人以上の画家、彫刻家、デザイ

ナー、写真家、映画監督、作家、音楽

家、パフォーマーが所属しています。

彼らはメンバーが運営し、メンバーが

サポートする非営利団体です。

プロジェクト

ノース・ステート・フード・バンク 

ノース・ステート・フード・バン

クは、カリフォルニア州の ビュー

ト、グレン、コルサ、プルマス、シ

エラ、テハマの各郡を含むサービス

地域で食料を収集し、配布していま

す。低所得者層が毎月必要な食料や

栄養を得られるよう、複数のプログ

ラムを提供しています。

エネルギー  3,277,569 kWh

水 1,480,579 ガロン

気候  1,243,149 kg CO2e

エネルギー 2,986,803 kWh

水 1,349,231 ガロン

気候 1,132,865 kg CO2e

エネルギー  1,161,137 kWh

水 524,521 ガロン

気候  440,408 kg CO2e

インパクトカテゴリー

太陽エネルギー設置のスポンサーシップ
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私たちの 
デザイン哲学

グッドデザインの指針は、最も持続可能な製品にもつながります。

機能 

当社の製品は、真
のニーズを解決す
るものであり、今
後もそうであり続
けるでしょう。

シンプル

機能を集約し、不
要な部品を取り除
くことで、より少
ない材料でより頑
丈な製品を作るこ
とができます。

長寿命 

私たちの製品は、
耐久性と効果に優
れているだけでな
く、時代を超えた
美しさを持ってお
り、できるだけ長
く使いたいと思う
製品です。

サステナビリティを超えて 

私たちは、マイナ
スの影響を減らす
だけでなく、プラ
スの、再生可能な
影響を与えます。

デザイン哲学
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材料

材料

私たちが製品を製造するごとに、より健全な材料を選択するという決断は大きな影響をもたらします。 

サステナビリティは新製品の開発プロセスに組み込まれており、健全な材料、生物由来の材料、容易にリサイクルでき

る材料など、可能な限りサステナブルな材料を使用し、これまで廃棄物とされていた材料を使って製造する方法を模索

しています。
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環境に配慮したデザイン

研究＆開発 

ユーザーやステークホルダーを調査し、サステ

ナビリティ目標を含めた製品への期待値を設定

します。

デザイン 

アイデアを出し、試作品を作って評価します。

コンセプトを選び、ライフサイクルアセスメン

トを行います。

エンジニアリング 

ここで、量産に向けた準備を行います。最小限

の材料の使用を考えて部品やコンポーネントを

改良し、材料を選択し、分解やリサイクルが可

能かどうか、製品がサステナビリティの目標を

満たしているかどうかを確認します。私たちは

ベンダーに働きかけ、レッドリストの原材料を

回避していることを確認します。

事前生産 

材料、プロセス、組み立ての選択を最終的に行

います。Health Product Declaration（HPD）基

準により、健康と環境への影響を考慮して材料

を評価し、サプライヤーと協力して最大限のリ

サイクル材料を調達しています。パッケージや

輸送方法の選択、製品の規格や耐久性の確認な

どを行います。

大量生産 

製品発売時には、HPDおよびDeclareラベルを発

行し、すべての材料成分を0.01％まで開示して

います。製作期間中、製品やプロセスの評価を

続けながら、有益な資料やベンダーを中央のラ

イブラリーに記録し、再び利用できるようにし

ています。
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2016年

13,163,114 kg
100％

0 kg

利用可能なデータなし

2019年

15,553,445 kg
83.8％

3,015,177 kg
16.2％

6,093,980 kg
32.8％

2020年

14,587,333 kg
80.7％

2,820,285 kg
19.3％

4,904,258 kg
33.6％

材料

金属のように短期間で更新されない再生不能と呼ばれ
る資源。

短期間ですぐに補充される豊富な天然資源、以下のも
のを含むがそれらに限定されない： 竹、アジファイバ
ー、ウール、コルク、大豆。 
リニューアブルとして知られている。

組織によって生産された副産物や非製品として出た
ものではない、バージン材に代わる材料。リサイク
ルとして知られる。

生産および包装に使用される材料の総重量。

私たちのBuilding Equipment and 

Material（BEAM）プログラムは、お客
様が私たちの製品に新たな命を与え、
より循環型の経済を構築することを支
援します。このプログラムでは、まず
地元の非営利団体への寄付を優先し、
次にリサイクル、そして必要に応じて
廃棄物のエネルギー化を行うことで、
できるだけ多くの材料を埋め立てずに
再利用することを目指しています。

材料

2020年には、 

6,351 kg 
を再生しました。

これはBEAMプログラムの再生

利用パートナーから報告による

と、当社の製品および包装材の

0.044％に相当します。



 

企業の社会的責任 2020

19材料の成分と透明性

Humanscaleでは、身の回りの材料が私たち自身の健康や環境の健康に影響

を与えると考えています。そのため、私たちは製品を作るために使用する

各材料のすべての成分に関心を持っています（製品の100ppmまで）。懸念

される化学物質が見つかった場合は、その成分を排除した製品に変更しま

す。それぞれの変更には、代替材料を見つけて検証するための完全な研究

開発プロジェクトが必要ですが、私たちは健全な材料を使用することが重

要だと考えています。

また、透明性のあるラベルが建築業界に強い影響を与えることもわかって

います。食品の栄養表示と同様に、Health Product Declarations（HPD）や

Declareラベルには、製品の全成分が記載されています。すべての成分を表

示することで、お客様が十分な情報を得た上で購入を決定できるだけでな

く、業界が変化するきっかけにもなります。

もちろん、材料の透明性は、すべて健全な材料を使用するという大きな目

標へのステップにすぎません。Humanscaleは、すべての製品からレッドリ

ストの成分を排除することに積極的に取り組んでいます。

残ったわずかな成分のうち、毎年少なくとも1つは排除しています。

2019年 

クローム 6 排除 

 

2020年、私たちは材料の透
明性において家具業界をリ
ードし続けました。

100％
のHumanscale新製品が成分表

示付きで発売されました。* 

81％
のDeclareラベルが第三者監査

人によって検証されました。

26％
の家具業界全体のDeclareラベ

ルをHumanscaleが発行して

います。売上高では業界の4

％にも満たないにもかかわら

ずの数字です。

* OEMまたは「ホワイトラベル」製品をプロダ
クトラベリングから除外

2020年

PFAS/PFC/C6/C8化学物質の排除
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Humanscaleが2016年にSmart 

Oceanチェアを発売したとき、
私たちは海で回収されたプラス
チックを使って、耐久性のある
高品質な製品を製造できること
を示すことに興奮しました。

海洋から 
オフィスへ

世界で最もサステナブルなタス
クチェアを作ることは、決して
小さなことではありませんでし
た。しかし、これで終わりでは
なく、もっと大きな夢がありま
した。

SMART OCEAN
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私たちの目標は常に、Smart Oceanにとど
まらず、より多くの製品、より多くのサプ
ライヤー、そして他の種類のプラスチック
を含めて、海洋プラスチックの提供を拡大
することでした。

2020年、私たちはそれを実現しました。

追加サプライヤー： 

私たちのソーシングチームとサステ

ナビリティチームは、海洋プラスチ

ックを回収してリサイクルに利用で

きる革新的なサプライヤーを見つけ

るために密接に協力しました。私た

ちは現在、4倍の数の海洋プラスチ

ックのサプライヤーと協力していま

す。

追加のタイプのプラスチック： 

まずは、部品にナイロンの射出成形

品を使用している「Smart Ocean」か

ら始めました。昨年は、ポリプロピ

レンや繊維用ポリエチレン、新しい

グレードのナイロンなど、より多く

の種類のプラスチックをエンジニア

リングチームがテストしました。

追加の製品： 

私たちのエンジニアリングチーム

は、さらに2つの製品ラインで海洋プ

ラスチックをテストしました。これ

により、海洋プラスチックを使用し

た製品の数は、まもなく1つから3つ

に増える予定です。近日中にこれら

の製品を発売できることを楽しみに

しています。

海洋からオフィスへ
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+

想像してみてください。あな
たが買ったり使ったりするも
のすべてが、世界をより良い
場所にするものだとしたら？
 
 LIVING PRODUCT CHALLENGE SM 2.0

Living Product Challenge （LPC）は、サステナビリ
ティに関する最も厳格な認証であり、ポジティブなイ
ンパクトを持つ製品を評価するための素晴らしいフレ
ームワークです。LPCは、International Living Future 

Instituteによって運営されており、20のサステナビリ
ティ・カテゴリーから製品を評価し、製品のインパク
トを総合的に判断します。メーカーには、通常のビジ
ネスによる害を減らすだけでなく、測定可能な方法で
実際に世界をより良い状態にすることが求められま
す。第三者の監査人がすべての計算と活動を検証し、
ポジティブな影響が現実で意味のあるものであること
を確認します。

急務になっていること

01.   責任ある場所

02.   生態系間の交換

03.   リビング・エコノミー・ソーシング

04.   ウォーターフットプリント

05.   ネット・ポジティブ・ウォーター

06.   エネルギーフットプリント

07.   ネット・ポジティブ・エネルギー

08.   レッドリスト

09.   透明な材料の健全性

10.   人間の繁栄

11.   責任ある産業

12.   再生材料

13.   ネット・ポジティブ・ウェイスト

14.   ネット・ポジティブ・カーボン

15.   エシカル・サプライチェーン

16.   公平な投資

17.   公正な組織

18.   社会的コベネフィット

19.   インスピレーション&教育

20.   ビューティー＆スピリット

LIVING PRODUCT CHALLENGE

http://living-future.org/lpc/
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リビング・プロダクト

Humanscaleでは、作るたびに世界が
より良くなるような製品作りに取り
組んできました。これは野心的な目
標であり、測定するのは難しいかも
しれません。幸いなことに、私たち
は測定基準を作り、大きな目標を達
成することが好きです。

Humanscaleは、LPC（Living Product 

Challenge）認証の全項目（20の必須
項目すべて）を達成した唯一のメー
カーです。 
2016年は2つの製品ラインがLPC認
証を取得しました。Floatテーブルと
Diffrient Smartチェア。

2020年には、LPC認証の対象を25製
品、全世界の工場に拡大することを
開始しました。コロナ禍による渡航
制限やビジネスの変化により、2020

年には監査を終えることができませ
んでしたが、2021年には認証を拡大
できることを期待しています。



世界でのインパクト

世界中の400のサプライヤー
47のオフィス・ショールーム
4つの生産施設
世界32カ国で展開 
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私たちの販売オフィス点は世界各地にあり、私たちが

直接環境や社会に影響を与える範囲を示しています。

本社
ニューヨーク

オフィス/ショールーム
北米

アトランタ、米国

ボストン、米国

バーミンガム、米国

シンシナティ、米国

シカゴ、米国

デンバー、米国

ヒューストン、米国

カンザスシティ、米国

ロサンゼルス、米国

メキシコシティ、メキシコ

ミネアポリス、米国

モントリオール、カナダ

ニューヨーク、米国

オークブルック、米国

オレンジカウンティ、米国　パーシ
ッパニー、米国

フィラデルフィア、米国

レッドバンク、米国 

サンフランシスコ、米国

サンディエゴ、米国

シアトル、米国

ワシントンDC、米国

トロント、カナダ

欧州、中東、アフリカ（EMEA）

アムステルダム、オランダ

ニュルンベルク、ドイツ

ロンドン、英国

マンチェスター、英国

ミラノ、イタリア

パリ、フランス

ドバイ、アラブ首長国連邦

アジア

メルボルン、オーストラリア 

ソウル、韓国 

インド、バンガロール

シンガポール、シンガポール

セントラル、香港

北京、中国

上海、中国

製造 

アイルランド・ダブリン

米国・フレズノ

メキシコ・ノガレス

米国・ピスカタウェイ

グローバル・プレゼンス

製造拠点は私たちの最大の影響を示す場所

であり、サステナビリティプログラムの大

部分は施設に焦点を当てています。

販売パートナー 
アルゼンチン

コロンビア

チェコ共和国

インド

インドネシア

イスラエル

日本

マレーシア

ニュージーランド

ポーランド

南アフリカ

スペイン

スイス

タイ

トルコ

ベトナム
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私たちの工場

ニューヨーク、NY

Humanscaleの本社は、ニューヨーク

の象徴的なLEEDシルバー認証を受け

たGraceビルの15階にあります。交

通機関に近く、ブライアントパーク

の並木道を見渡せ、キッチン（健康

的なスナックが置かれています）に

は緑のリビングウォールがあり、自

然からインスピレーションを得た、

実際のショールームとしても機能し

ているこのスペースは、サステナビ

リティに対する私たちの哲学を体現

しています。これまでの3階建ての本

社とは異なり、新しいスペースでは

全員が1つのフロアに集まり、コラボ

レーションのためのスペースが十分

に確保されています。オフィスとシ

ョールームが融合した明るく広々と

した空間で、お客様には実際に使わ

れている製品をご覧いただき、ご自

身でもお試しいただくことができま

す。また、オープンスペースでは、

レセプションや生涯教育セッション

などの大規模なイベントを開催する

ことができ、コミュニティへの貢献

の一環となっています。

建設/オープン： 2019年

従業員： 110名

部門： 

製品開発、 

法務、営業、マーケティング、エルゴ

ノミックコンサルティング

ピスカタウェイ、NJ

ピスカタウェイの施設では、当社製

品の最大の割合を生産しており、そ

の結果、当社のネット・ポジティ

ブ・イニシアチブの多くの実験場と

なっています。当社の2つのLPC認定

製品である「Diffrient Smart」チェア

と「Float」テーブルはここで製造さ

れており、ここで最初に行った製造

方法の変更は、他の施設でも多く採

用されています。この施設では、環

境への影響を軽減するために、雨水

の貯留とソーラーパネルの両方を使

用しています。また、受賞歴のある

強化されたリサイクルプログラムに

より、廃棄物の追跡と削減を行って

います。

建設/オープン： 2003年

従業員： 407名

部門： 

製造、人事、情報技術、法務、会計

アイルランド・ダブリン

ダブリンにあるHumanscaleの施設

では、欧州のお客様に製品とサービ

スを提供しています。ここでは、モ

ニターアームをはじめ、ほとんどの

チェアラインの組み立てを行ってい

ます。ダブリンの従業員の多くは

Humanscaleに長年勤務しており、オ

ンサイトで庭を一緒に育て、その収

穫を毎年バーベキューで祝うなど、

緊密なコミュニティを築いていま

す。

建設/オープン： 2000年

従業員： 101名

部門： 

製造、 

人事、 

会計

フレズノ、CA

フレズノの施設では、小規模な

がらも献身的なチームが活動し

ています。従業員の5人に1人

は、Humanscaleに10年以上勤務し

ています。チームは一緒に成長し、

定期的なグループランチやグループ

のイニシアチブを取ることで密接な

関係を保っています。

建設/オープン： 2013年

従業員： 35名

部門： 製造

メキシコ・ノガレス

2017年に生産を開始したノガレスの

拠点では、主にフレズノとピスカタ

ウェイの拠点が完成品を作るための

部品やサブアセンブリの生産に注力

しています。

建設/オープン： 2016年

従業員： 182名

部門： 製造 
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コロナ禍の間にお
けるサステナビリ
ティの達成

スポットライト 2020 / コロナ禍の間のサステナビリティ達成 

スポット
ライト 2020年
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ダブリン、フレズ
ノ、ノガレス、ピ
スカタウェイ

サプライチェーンの遅延、工場作業に対する要
求の変化、新しい製品ラインなど、当社の工場
とオペレーションは世界的なパンデミックの影
響を受けました。

しかし、サステナビリティは最優先事項であり
続けました。絶え間ない変化と不確実性のため
に、インフラや設備への大規模な投資はできま
せんでしたが、工場で働く人々は、私たちのサ
ステナビリティ目標を達成するために革新的な
方法を見つけ出しました。史上最も困難な年の
一つであるこの年、私たちの工場はサステナビ
リティの面で大きく前進しました。
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HUMANSCALEは現在、
全世界の生産に100％雨
水を使用しています。

スポットライト 2020 / コロナ禍の間のサステナビリティ達成 

水

画
像
：

 P
ey

m
an
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ar

m
an

i
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水不足は世界的な問題となっており、その影響
は地域のコミュニティにまで及んでいます。

私たちの製造工程では水を使用しますが、コミュニティへの影響を

最小限に抑えたいと考えました。私たちが最初に行ったのは、水を

非常に効率的に使い、継続的に再使用する方法を見つけ、必要な水

の量を減らすことでした。そして、有害な化学物質を一切使用せず

に、現場の雨水を回収・浄化し、生産のインプットとして利用する

システムを導入しました。

年間生産使用量 

約2000ガロン

約2000ガロン

約182,000ガロン

0

システムの設置 

2016年8月

2020年2月

2021年1月

該当なし

施設

ピスカタウェイ

ダブリン

ノガレス

フレズノ

水の用途 

成形時の冷却 

成形時の冷却

粉体塗装 

水を使わない生産

Humanscaleが自然を利用して製造工程に供
給すれば、都市の水資源を地域に向けること
ができます。このような取り組みを行う企業
が増えれば、干ばつに悩まされることもなく
なるでしょう。
 
Deisy Borbon プロジェクトマネージャー（ノガレス、MX）
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スポットライト 2020 / コロナ禍の間のサステナビリティ達成 

全世界の工場から排出さ
れる廃棄物の90％以上
は、埋め立てずに再利用
されています。

スポットライト 2020 / コロナ禍の間のサステナビリティ達成 

廃棄物

画
像
：

 A
nn

a 
A

uz
a 



 

企業の社会的責任 2020

31

モノを作るためには、資源や材料を使う必要がありま
す。私たちは、これらの材料をできるだけ持続的に使用
し、埋め立てに送らないことを目指しています。

ここ数年、私たちは「廃棄物」となっているものを注意深く観察し、再使

用できる方法を探したり、利用できる人を探したり、リサイクルが困難な

材料をリサイクルする方法を探したり、そもそも使われないようにする方

法を探したりしてきました。

廃棄物の削減には、大きな文化的変化が必要です。そのためには、さまざ

まな部署が積極的に動いて解決策を見つける必要があります。何百人もの

従業員が行動を変えれば、きちんとした仕分けができるようになります。

そして、それは現在進行形のプロジェクトです。常に新しい従業員を教育

しなければならず、新しい材料の使用法を見つけなければなりません。毎

月、進捗状況を確認する会議を行い、2020年には各工場で非有害廃棄物の

90％以上を埋め立てずに再利用するという目標を達成しました。

再利用法 

• 入荷パッケージの最小化と在庫の最適化に
よる廃棄物の防止

• 輸送用パレットの再使用やサプライヤーと
の再使用可能なパッケージの開発など、材
料の再使用を増やす

• 材料を発生源で分離し、従業員を教育し、
埋立用の容器へのアクセスを制限し、標示
を改善したより多くの容器を追加して、リ
サイクルを行う。

• 入荷パッケージの最小化と在庫の最適化に
よる廃棄物の防止

• 配送用パレットの再使用や、サプライヤー
による再使用可能なパッケージの開発な
ど、材料の再使用を増やす

• 材料を発生源で分離し、従業員を教育し、
埋立用の容器へのアクセスを制限し、標示
を改善したより多くの容器を追加して、リ
サイクルを行う

• 発泡スチロールのリサイクル方法を発見
• 材料を発生源で分離し、従業員を教育し、
埋立用の容器へのアクセスを制限し、標示
を改善したより多くの容器を追加して、リ
サイクルを行う

• リサイクルのための材料の選別

廃棄物の再利用 

91.6％

90.2％

93.8％

94.7％

施設

ピスカタウェイ

ダブリン

ノガレス

フレズノ

廃棄物の種類 

段ボール、配送用パレッ
ト、ストレッチラップ、
ポリ袋、金属くず（鉄・
アルミ）、薬品用トー
ト、オフィスペーパー、
ボトル、缶
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生物多様性

スポットライト 2020 / コロナ禍の間のサステナビリティ達成 

ダ
ブ
リ
ン
の
施
設
の
敷
地
内
に
は
菜
園
が
あ
り
、
従
業
員
は
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
を
楽
し
み
な
が
ら
健
康
的
に
過
ご
し
て
い
ま
す
。

施設内の自然環境を生物
多様性のある原生花園に
変えるための景観計画を
策定しました。
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工場間で一貫した生物多様性計画を共

有しています。オペレーションチーム

は月に一度、成果を祝い、目標に向け

ての調整を行います。全体的な目標

は、私たちの工場でより健康的な環境

を作ることによって、資源の面で私た

ちが取る以上のものを還元することで

す。この取り組みは、ネット・ポジテ

ィブ・インパクトを達成するための取

り組みの一例です。

当面の計画は、敷地内の植物の健康状

態を見直し、評価し、外来種を取り除

き、在来種の植物に置き換えることで

す。それを繰り返すことで、密度を高

め、生物多様性を高め、野生生物の生

息地を増やしていくのです。

計画では、飲料水を使用する灌漑シス

テムを撤去し、雨水の貯留を拡大し

て、必要に応じて一部のガーデンエリ

アにオンサイトで灌漑を行います。

Humanscaleの生物多様性計画 

Humanscaleでは、各拠点に特化した3年間の生
物多様性計画を策定しています。この計画では、
製造拠点が土着の生態系の機能を確実に模倣する
ために、生物多様性、密度、植物の継代、水の使
用、栄養の必要性を考慮します。
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302-1 E

エネルギー消費は、温室効果ガス（GHG）排出の大きな
要因となるため、当社では、エネルギー消費量の測定と
削減を、当社のサステナビリティの主要な指標と考えて
います。私たちは、生産時に使用するエネルギーを注意
深く記録し、エネルギー使用をより少なくする方法を模
索しています。

当社のサステナビリティチームは、毎月のエネルギー使
用量を追跡し、予想される年間目標と照合します。毎
年、当社の経営陣は、年間の総エネルギー使用量とその
進捗状況を確認しています。私たちは、使用量を削減す
る機会を常に探しています。

*温暖化ガスプロトコルに準じた財務管理方法で適格とされるオフィスおよびショールームを含みます。企業会計および報告標準

エネルギー

再生可能エネルギーによる電力の割合

*大幅な製造加工を行うHumanscale Nogalesの施設は、2016年末にオープンしました。 
これにより、電力使用量、つまり組織全体のエネルギー使用量が大幅に増加しました。

2016年

54％

2017年

47％

2018年

79％

2019年

85％

2020年

94％

2021年 

予測

98％
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2016年 2019年 2020年

開示 ユニット 組織 ピスカタウェイ ノガレス フレズノ ダブリン その他

 302-1 エネルギー消費量

A
燃料消費量 
非再生可能資源

MJ 7,647,159 14,697,913 13,430,683 5,346,386 6,682,892 141,154 1,182,011 78,239

B
燃料消費量 
再生可能資源

MJ 0 0 0 0 0 0 0 0

電気 
非再生可能資源

MJ 3,133,588 1,553,173 11,010,952 3,367,538 5,447,196 644,750 1,317,434 234,033

電気 
再生可能資源

MJ 3,411,577 8,585,075 11,010,952 3,367,538 5,447,196 644,750 1,317,434 234,033

C-i 総電力消費量* MJ 6,545,165 10,138,248 10,138,248 3,549,433 3,818,196 601,460 1,553,173 615,987

D-i 販売エネルギー - 電気 MJ 0 0 0 0 0 0 0 0

E 総エネルギー消費量* MJ 14,098,309 24,836,162 24,441,635 8,713,924 12,130,088 785,905 2,499,445 312,272

302-3 エネルギー原単位

A エネルギー原単位 J/100k$ 37,600 47,173 54,846 31,391 221,911 14,198 43,074 701

ベースライン年の生産量に 
正規化された総エネルギー

MJ 7,049,155 10,305,461 11,807,553 4,744,119 8,308,280 354,011 1,700,303 150,856

302-4 エネルギー消費量の変化

ベースライン MJ 17,843,114 17,843,114 17,843,114 10,857,482 3,306,022 278,501 2,752,457 648,652

A 絶対値 MJ -3,744,805 6,993,048 6,598,521 -2,143,557 8,824,066 507,404 -253,011 -336,380

A 絶対値 ％ 28％ 39％ 37％ -20％ 267％ 182％ -9％ -52％

ベースライン J/100k$ 67,855 67,855 67,855 71,841 88,448 11,154 55,624 2,467

生産量に対して正規化 ％ -59.2％ -42％ -34％ -56％ 151％ 27％ -38％ -77％

A 原単位 J/100k$ -30,255 -20,095 -13,008 -40,450 133,463 3,044 -12,550 -1,766

A 原単位 ％ -45％ -30％ -19％ -56％ 151％ 27％ -23％ -72％

C ベースライン年 2011年 2011年 2011年 2011年 2011年 2017年 2011年 2013年 2011年

生産正規化スケール因子 2.05 2 2.07 1.84 1.46 2.22 1.47 2.07

*大幅な製造加工を行うHumanscale Nogalesの施設は、2016年末にオープンしました。 

これにより、電力使用量、つまり組織全体のエネルギー使用量が大幅に増加しました。

エネルギー運用データ 302
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排出量と気候 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第
5次報告書では、気候変動による被害が陸と海
のすべての生物に影響を与え、まもなく不可逆
的なものになることが強調されています。気
候変動への対応がこれ以上ないほど急がれる
中、Humanscaleはその影響を最小限に抑えるた
めの努力をしていきます。

私たちはまず、自社の施設からの直接的な貢献
（ コープ1&2）と、サプライチェーンや輸送、
従業員の活動による間接的な貢献（スコープ3）
を確認し、理解することから始めます。

最も重要な排出源を見つけ、これらの最も影響
力のある分野の改善を目標とします
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2016年 2019年 2020年

開示 ユニット 組織 ピスカタウェイ ノガレス フレズノ ダブリン その他

305-1

A スコープ1 GHG総排出量 mTCO2e 427 785 705 279 350 6 66 4

D 基準年 2011年 2011年 2011年 2011年 2017年 2011年 2013年 2011年

D-ii 基準年の排出量 mTCO2e 459 459 459 338 58 1 62 17

305-2

A 拠点ベースのスコープ2排出量 mTCO2e 875 1,129 1178 305 690 40 121 20

B 市場ベースのスコープ2排出量 mTCO2e 391 164 0 0 0 0 0 0

D 基準年 2011年 2011年 2011年 2011年 2017年 2011年 2013年 2011年

D-ii 基準年の拠点排出量 mTCO2e 1,130 1,130 1,130 544 294 20 211 61

D-ii 基準年の市場排出量 755 755 755 464 0 19 211 61

総直接排出量 

（スコープ1＋市場ベースのスコープ2） mTCO2e 818 949 705

305-3

A スコープ3 GHG総排出量 mTCO2e 計算外 224,265 225,722 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

E 基準年 該当なし 該当なし 2019年 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

E-ii 基準年の排出量 mTCO2e 計算外 224,265 224,265 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

305-4

A
GHG排出量原単位* 
（拠点ベースのスコープ2）

mtCO2e/ 100k $ 3 4 4 2 19 1 3 0

A
GHG排出量原単位* 
（マーケットベースのスコープ2）

mtCO2e/ 100k $ 2 0 2 1 6 0 1 0

305-5

A GHG削減

絶対値 スコープ1の変化 mTCO2e -32 326 246 -59 292 5 5 -13

絶対値 スコープ2 - 拠点での変化 mTCO2e -255 119 75 -238 396 17 -90 -11

絶対値 スコープ2 - 市場での変化 mTCO2e -364 -591 -755 -464 0 -19 -211 -61

絶対値 スコープ3 計算外 1,457 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

絶対値 スコープ1（％） ％ 7％ 71％ 54％ -18％ 502％ 353％ 8％ -77％

絶対値 スコープ2 拠点（％） ％ -23％ -11％ -7％ -44％ 135％ 88％ -43％ -17％

絶対値 スコープ2 市場（％） ％ -35％ -78％ -100％ -100％ 0％ -100％ -100％ -100％

生産正規化スケール因子 2.41 2.07 2.1 1.46 2.22 1.47 2.07

ベースラインに対する基準 スコープ1排出量 mTCO2e 計算外 326 341 133 240 3 45 2

ベースラインに対する基準 スコープ2 - 拠点での排出量 mTCO2e 計算外 518 582 146 473 18 83 24

ベースラインに対する基準 スコープ2 - 市場での排出量 mTCO2e 計算外 68 0 0 0 0 0 0

ベースラインに対する基準 スコープ1の変化 mTCO2e 計算外 -133 -118 -205 181 2 -16 -15

ベースラインに対する基準 スコープ2 - 拠点での変化 mTCO2e 計算外 -611 -548 -398 178 -3 -129 -37

ベースラインに対する基準 スコープ2 - 市場での変化 mTCO2e 計算外 -687 -755 -464 0 -19 -211 -61

ベースラインに対する基準 スコープ1の変化（％） ％ 計算外 -29％ -26 -61％ 312％ 104％ -27％ -89％

ベースラインに対する基準 スコープ2 拠点での変化（％） ％ 計算外 -5％ -49 -73 61％ -15％ -61％ -60％

ベースラインに対する基準 スコープ2市場での変化（％） ％ 計算外 -91％ -100％ -100％ 0％ -100％ -100％ -100％

運用データ 305

*温暖化ガスプロトコルに準じた財務管理方法で適格とされるオフィスおよびショールームを含みます。企業会計および報告標準

排出量と気候 



企業の社会的責任 2020

38表の脚注

排出量

計算にはプロトコルに準じた財務管理方法で適格とされるオフィスおよびショ
ールームを含む。企業会計および報告標準

305- 1 および 305- 2 - スコープ 1 および スコープ2のGHG排出量 

計算に含まれるガス： 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素。

当社の排出係数およびGWP率は、EPA Hub 表 1-9およびWRI Emission Factor 

Libraryから選択しています。. 連結アプローチ： 運用管理。

305-3 - スコープ3のGHG排出量

計算に含まれるガス： 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素。ほとんどのカテ
ゴリーは、CO2 eqのみで報告されています。

Humanscaleは、有機的スコープ3の排出は無いため、報告はありません。

Humanscaleは、カテゴリー1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13を含む
当社の事業に該当する間接排出を追跡し、開示しています。

当社の排出係数およびGWPは、EPA Hub 表 1-9、WRI Emission Factor 

Library、CBECs Real Estate Emission Factor Libraries、Life Cycle 

Assessment of Humanscale Products、および活動の種類に基づく標準化され
たコストベースの排出係数から選択しています。

Humanscaleは、温室効果ガスプロトコルのスコープ3ガイダンス文書に従
い、間接排出量を算出しました。

排出量の収集・計算ツールとして、ソフトウェア「スコープ5」を使用しまし
た。

305-4 - GHG排出量原単位

原単位の分母となる指標： 
年間生産量（単位：ドル）。

スコープ1と2は原単位計算に含まれる

計算に含まれるガス： 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素

305-5 - GHG排出量の削減

計算に含まれるガス： 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素。正のパーセンテ
ージは増加、負のパーセンテージは減少を表します。

削減があったスコープ： スコープ2、マーケットベース。

エネルギー

*大幅な製造加工を行うHumanscale Nogalesの施設は、2016年末にオープン
しました。これにより、電力使用量、つまり組織全体のエネルギー使用量が大
幅に増加しました。

302-1

温暖化ガスプロトコルに準じた財務管理方法で適格とされるオフィスおよびシ
ョールームを含みます。企業会計および報告標準。クラウドベースのモニタリ
ングソフトウェアプラットフォームである「Scope5」を使用して、個々のエ
ネルギー源に基づいてエネルギー使用量を計算しています。組織が生産した太
陽エネルギーのクレジットはすべて販売され、すべての電力はグリッドから供
給されると想定されています。

換算係数は「Scope5」を通じて提供され、EPAとWRIに由来します。

302-2

Humanscaleは、組織外のエネルギー消費を報告していません。

302-3 エネルギー原単位

エネルギー原単位を算出するために選択された指標は、米ドルでの年間売上高
です。私たちのエネルギー源は組織の中にあり、それは以下の通りです。電
気（グリッドとソーラー）、天然ガス、プロパン、車両燃料（ガスとディーゼ
ル）。これらは、利用可能なユーティリティーや各施設の特定のニーズに応じ
て、拠点によって異なります。

302-5 エネルギー要件の変更

Humanscaleは、販売した製品やサービスのエネルギー要件を変更していませ
ん。
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運用データ 303 - 1

2016年 2019年 2020年

組織 ピスカタウェイ ダブリン フレズノ ノガレス

303-1 水の使用

i 地表 0 0 報告期間中、表面水の使用はありませんでした。

ii 地下 0 0 報告期間中、表面水の使用はありませんでした。

iii 雨水 7 m3 8 m3 15 m3 8 m3 8 m3 0 0

iv 廃棄物 0 0 Humanscaleは、他の組織から廃水を回収することはありません。

v 自治体 14,325 m3 16,358 m3 14,619 m3 4,806 m3 該当なし 3,892 m3 5,921 m3

水は私たちの生活に欠かせない最も重要な天然資源です。

注意を払わなければ、私たちのオペレーションは大量の水

を消費し、地域のコミュニティに影響を与える可能性があ

ります。そのため、当社は定期的に消費量を削減する方法

を模索し、全世界の工場で生産量の100％を自然雨でまか

なっています。

ほとんどの場合、Humanscaleの生産水は閉ループシステ

ムで使用され、継続的に再使用されており、システムへの

追加の水の投入は主に蒸発損失によるものです。システム

内に計量器がないため、再使用量を正確に推定することは

できません。

非生産水はすべてトイレや水飲み場に使用され、地元の自

治体から供給されています。この施設にはフルキッチンや

シャワーがないため、水の使用量は最小限に抑えられてお

り、Humanscaleの事業によって大きな影響を受ける水源

はありません。私たちの長期的な目標は、非生産用の水の

投入量を減らし、すべての施設からの水の排出量を減らす

ウォーターハンドプリントを生成することで、地域の公共

施設への影響を大幅に減らすことです。各施設では、水に

関するアセスメントを実施し、地域の気候や水に関する課

題を考慮した戦略を策定しています。

305–1 iii

水

雨水を利用した生産水の割合

2016年

46％

2017年

46％

2018年

.34％

2019年

.34％

2020年

.38％

2021年 

予測

100％
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2016年

63％

2017年

81％

2018年

83％

2019年

83％

2020年

90％

 

2021年 

予測

91％

306-2

廃棄物

埋立て地からの廃棄物の再利用

モノを作るメーカーとしては、生産
のためのインプットとして材料が必
要です。これらの材料をいかに管
理するかによって、天然資源から新
たに調達される材料の量が決まりま
す。Humanscaleは、事業活動の副
産物として発生する廃棄物の量を、
地球への影響を示す物理的な指標と
考えています。私たちは、廃棄物を
減らし、材料を再使用し、埋め立て
ずに再利用することを目指していま
す。手法は進化しており、自分たち
の限界を超えて、廃棄物問題を解決
するための新しい方法を模索してい
ます。

すべての生産拠点において、材料廃棄物

を種類別に追跡しています。

私たちの廃棄物再利用プログラムは、い

くつかのチームが連携して取り組んでい

ます。サイトマネージャーは、改善点を

見つけるためにデータを収集します。サ

ステナビリティチームは、再利用のシス

テムを監視し、再利用率を向上させる方

法を模索しています。オペレーションチ

ームは、廃棄物を分別し、最大限に再利

用します。毎月、オペレーションチーム

とサステナビリティチームが再利用量を

確認しています。現在の問題点を議論

し、必要に応じてプロセスを変更しなが

ら修正方法を提案します。

このアプローチにより、再利用率は着実

に向上しています。毎年、これらの新し

い目標を実現するために、私たちは素晴

らしいチームの多才さ、創意工夫、協力

に依存しています。
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2016年 2019年 2020年

組織 ピスカタウェイ ダブリン フレズノ ノガレス

306-2 A 有害廃棄物

A

i 再使用 0 0 0.00 0 0 0 0

ii リサイクル 12 kg 12 kg 6,403 kg 25 kg 0 0 6,378 kg

iii 堆肥化 0 0 0.00 0 0 0 0

v 焼却 0 0 5,044 0 0 0 5,044 kg

vi
ディープウェル・イ
ンジェクション 0 0 0 0 0 0 0

vii 埋立地 0 0 2,044 kg 0 0 0 2,044 kg

viii
オンサイト・ストレ
ージ 0 0 0 0 0 0 0

再利用率* 100％ 100％ 47％ 0 0 0 47％

306-2 B 非有害廃棄物

B

i 再使用 190 mT 1,031 mT 751 mT 496 mT 43 mT 116 mT 67 mT

ii リサイクル 830 mT 1,304 mT 1,250 mT 489 mT 284 mT 106 mT 371 mT

iii 堆肥化 0 0 0 0 0 0 0

v 焼却 116 mT 0 0 0 0 0 0

vi
ディープウェル・イ
ンジェクション 0 0 0 0 0 0 0

vii 埋立地 678 mT 415 mT 220 mT 171 mT 0 16 mT 34 mT

viii
オンサイト・ストレ
ージ 0 0 0.00 0 0 0 0

再利用率* 63％ 87％ 92％ 92％ 90％ 95％ 94％

運用データ 306

廃水 

Humanscaleは、ノガレス工場の粉体塗装システムから排出
される廃水を計画的に処理し、合計827.62 m3を自治体の廃
水処理システムに排出しています。排出された水は、現地
の規制に従ってpHを調整するために処理されました。毎年
テストを行い、内容物が粒子状物質、生物学的物質、有害
成分について認可された排出量内であることを確認してい
ます。他の組織で再使用された水はありません。

化学廃棄物

Humanscaleは、2020年に化学物質の流出はあり
ませんでした。

廃棄物



2019年に掲載された種の数が大幅に増加したのは、IUCNが評価の対象地
域を大幅に拡大し、当社の施設を取り巻く半径を大きくしたためです。地
理的に広い領域には、より多くの種が存在します。

運用データ 304-4

2016年 2019年 2020年

組織 ピスカタウェイ ダブリン フレズノ ノガレス

304-4 IUCNレッドリスト種の数

i 絶滅危惧ⅠA類 0 13 15 7 7 1 0

ii 絶滅危惧ⅠB類 1 47 45 23 12 7 3

iii 絶滅危惧Ⅱ類 4 123 106 45 39 12 10

iv 準絶滅危惧 8 102 80 37 25 9 9

v 低危険種 686 2,785 2,642 982 646 427 587
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私たちの事業活動や拠点は、地域
の生物多様性に直接的な影響を与
える可能性があります。それで、
すべての工場に焦点を当て、施設
の直接的な影響を評価していま
す。

また、オフィスやショールームが
ある都市部とその周辺の生態系に
特化した生物多様性アプローチを
開発しました。

 iucnredList.org/

生物多様性

Humanscaleの事業拠点は、保護区や生物多様性

の高い地域に含まれておらず、隣接してもいませ

んが、定期的に直接的および間接的な影響を評価

しています。敷地とその周辺に注目し、地域の絶

滅危惧種と私たちの生産活動を見直しています。

採掘や新設、汚染物質の排出、外来種の導入など

を行っていないため、当社工場からの影響は大き

くないと理解しています。しかし、地域の生物多

様性にポジティブな影響を与える可能性があると

は思われます。

2020年には、各工場で地域の在来種を回復させる

ための3年計画を策定しました。

https://www.iucnredlist.org/
http://www.epa.gov/formaldehyde/facts-about-formaldehyde#whatare
https://www.iucnredlist.org/
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 世界自然保護基金とのパー
トナーシップ
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当社は商品を製造するために使用されるすべ
ての天然資源が環境に何らかの影響を与える
ことを理解し、野生生物を保護することで影
響のバランスをとるようにしています。

野生生物の保護

野生動物のモニタリング 

この土地を何度も歩いて調査し、
さまざまな種の個体数を報告しま
した。バンテン、インドキョン、
イノシシの個体数が減少している
ことが判明しました。

2020年のハイライト 

象の研究

象の追跡に成功し、カンボジアと
ベトナムの国境を越えた越境移動
を探るなど、豊富なデータが集ま
りました。

鳥類の個体数

全国のトキの国勢調査では、過去
5年間で安定した傾向が見られまし
た。また、WWFカンボジアでは、
絶滅の危機に瀕しているアカガシ
ラハゲタカに安全な餌を提供し続
けています。

2020年には、WWFおよびカ
ンボジア政府とのパートナー
シップを継続し、カンボジア
の東部平原の150万エーカー
（プノン・プリッチおよびス
レポック野生生物保護区）の
復元に貢献しました。
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45野生生物の保護

保護区管理

法執行チームは、環境省の114人の
レンジャー（MEUと国境警備隊）
と、WWFカンボジアが支援する18

のCPAの588人の地域保護区パトロ
ール隊員で構成されています。

パトロールでは、4,762個の罠と4,904M

の電気ワイヤーの罠を取り除き、109匹
の野生動物を違法な密猟から救い、542

台のチェーンソー、507台の伐採用バイ
ク、1,631本の丸太を没収し、7つの製材
所の閉鎖を監督しました。

 WWF Storymaps（https://arcg.is/eajPm）

https://www.iucnredlist.org/
http://www.epa.gov/formaldehyde/facts-about-formaldehyde#whatare
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当社のサステナビリティプログラムは、私たちの最大の影響に
焦点を当てており、その多くは国連の持続可能な開発目標（UN 

SDGs）に含まれています。

私たちの取り組みは、以下の国連SDGsをサポートしています：

国連の持続可能な開発目標

1 貧困ゼロ

2 ゼロ・ハンガー

3 良好な健康状態と幸福感

当社の製品は健康的な素材を使用し、人

が健康的な体勢を保てるように開発され

ています。

4 質の高い教育

5 男女共同参画

私たちは、従業員およびガバナンスにお

ける男女共同参画に努めます。

6 クリーンな水とサニテーション

工場では、生産に必要な水を最小限に抑

えています。本社工場では、雨水を利用

して生産しています。

国連の持続可能な開発目標
は、2015年の国連総会で設
定された、2030年を目標期
限とする17の世界目標の集合
体です。17の目標には169の
ターゲットが含まれており、
社会、経済、環境のほか、教
育、男女共同参画、技術など
の進歩を掲げています。

 un.org/sustainable-development-goals

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.epa.gov/formaldehyde/facts-about-formaldehyde#whatare
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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国連の持続可能な開発目標

7 アフォーダブル＆クリーンエネルギー

主力生産工場の電力の80％以上をソーラ

ーパネルで賄っています。

8  ディーセント・ワークと経済成長

当社で働く人々やサプライチェーンの一

部である人々が、安全で健康的な環境で

働き、公正な報酬を得て、敬意を持って

扱われることを確認します。

99  産業・イノベーション・インフラ

10 不平等の解消

11  持続可能な都市とコミュニティ

12  責任ある消費と生産

工場の環境への影響に細心の注意を払

い、責任を持って商品を製造します。

13 気候変動対策

メーカーである私たちは、環境への影響が

最小限、あるいはプラスになるように工場

を運営し、商品を出荷し、サプライチェー

ンを選択しています。

14 海洋生物

海洋プラスチックを回収して新しい製品を

作っています

15 陸上生物

カンボジアのWWFとのプロジェクトで

は、地元の経済を支える保全活動を行って

います。

16  平和と正義の強力な制度

17  目標達成のためのパートナーシップ
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Humanscaleは、グローバルなサプライチェー

ンを持つグローバル企業です。当社の製造施設

では、多くの部品や一部の完全に組み立てら

れた製品を当社の一次サプライヤーから調達し

ており、一次サプライヤーはそのサプライヤー

（Humanscaleの二次サプライヤー）から材料

を調達することがあります。サプライチェーン

は、時には5階層にも及ぶことがあります。サ

プライヤーを評価する際には、主に私たちが最

も影響力を持つことができる分野に注目しま

す。それは、多くの場合、1次サプライヤー、

つまり直接サプライヤーです。

当社のサプライチェーンは常に変化しています

が、2020年には大きな変化はありませんでし

た。支出の80％を占めるトップサプライヤーの

数が2倍になったのは、既存のサプライヤーに

支出をより均等に分散させたためです。東南ア

ジアのサプライヤーの数と支出額が増加し、現

在では総支出額の約10％を占めるまでになりま

した。2020年には、社会的・環境的評価を含

め、グローバルで30社以上の新規サプライヤー

を迎え入れました。

製品の製造における影響のほとんどはサプライ

チェーン全体で発生するため、私たちは行動規

範に記載されている環境および社会的要求事項

に従って運営されているサプライヤーを選択し

ています。

私たちの目標は、独自のオンサイト監査プロセ

スを通じて1次サプライヤーの80％以上を評価

することですが、コロナ禍の出張制限のために

成功しませんでした。2020年には、在庫支出の

38％を占める6社のサプライヤーを対象に、環

境・社会的基準の評価を行いました。

また、新規サプライヤーの24％をスクリーニン

グしました（在庫金額ベース）。これらのサプ

ライヤーの中には、環境や社会に実際に、また

は潜在的にマイナスの影響を与えているところ

はありませんでした。

私たちは、完全に組み立てられた製品を提供

する主要なサプライヤーとより深く提携して

います。これらのサプライヤーは、Business 

and Institutional Furniture Manufacturer's 

Association（BIFMA）LEVEL認証フレームワー

クに基づいた第三者監査に合格する必要があり

ます。監査は3年ごとに行われますが、2020年

にはサプライヤーの第三者監査は行われません

でした。

当社は可能な限り、工場から500 km以内と定義

される地元/国内のサプライヤーを選択していま

す。2020年には、生産に使用される原材料の8

％が地元のサプライヤーから調達されました。

児童労働、強制労働、結社の自由、人間の権利

グローバル企業として、当社のサプライヤーに

は、児童労働、強制労働、結社の自由の制限な

どのリスクがある地域で操業する可能性がある

ことを認識しています。当社のサプライヤー行

動規範とサプライヤー契約では、強制労働や児

童労働を明示的に禁止し、結社の自由と人権を

支持しています。2020年末までに、支出額別の

サプライヤーの63.8％がHumanscaleとのサプラ

イヤー契約を締結しました。

私たちのサプライチェーン

 サプライヤー行動規範

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.humanscale.com/about/legal-information/supplier-code-of-conduct.cfm
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当社は毎年、一次サプライヤーに対して、児童

労働、強制労働、結社の自由や人権の制限など

のリスクがないか、所在地や操業形態に基づい

て評価しています。当社のオンサイト監査計画

は、コンプライアンス違反のリスクが高いサプ

ライヤーを特定するために策定されます。2020

年のサプライヤー・リスク・アセスメントで

は、児童労働や、若年労働者が危険な作業にさ

らされること、強制労働、結社の自由の不遵守

など、重大なリスクがあると考えられるサプラ

イヤーはありませんでした。

強制労働や児童労働を防止するために、支出

額別のサプライヤーの37.84％が、児童労働

に関する現地の法律を遵守しているかどうか

の審査を受け、当社の規範を満たすための手

続きを行っています。

Humanscaleの最も良い点は、素晴らしい人

々です。

私たちのチームメンバーは、献身的で、仕事に

情熱を持ち、革新の精神を持っています。

私たちの人事部門は、拠点を問わず、すべての

従業員関係を管理しています。従業員のニーズ

をグローバルに把握するために、米国、アイル

ランド、中国に3つの人事部門が設置されてい

ます。また、Humanscaleの幹部が、毎年、人事

部門の有効性を検証しています。Humanscaleで

は、派遣社員、パートタイム労働者、コンサル

タントを「従業員」の定義に含めていません。

組織活動の大部分はフルタイムの従業員によっ

て行われています。

私たちのチーム
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Humanscaleは、International Living Future InstituteのJUST

プログラムを通じて、従業員の公平性に焦点を当てること
による、人々にとってより良い世界の創造についての情報
を共有しています。最もわかりやすいように、グローバル
企業を3つの異なる人事部門に関連する地理的地域に分け
ました。Humanscaleの最新のラベルは2019年3月に発行さ
れたもので、進歩や今後重点的に改善すべき分野を伝える
ための良いツールとして機能しています。

私たちのチーム
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労働安全衛生

私たちは4つの工場で製品を製造していますが、工場はその性質上、怪我のリスクが高い場所でもあ

ります。怪我をする可能性のある場所を把握し、そのリスクを軽減するためのポリシーを確立し、従

業員に適切な保護具を提供することが重要です。

4つの工場にはそれぞれ安全衛生委員会が設置されており、すべての工場の従業員が安全のために積

極的な役割を果たしています。この委員会は、すべての労働者（従業員および請負業者）を対象と

し、安全教育、危険やリスクの特定、定期的な安全性評価の結果として作成される安全ポリシーの実

施に責任を負います。人事部門は四半期ごとに傷害データを確認し、毎年大規模な見直しを行ってい

ます。

ピスカタウェイ&フレズノ

ピスカタウェイとフレズノは米国政府の規制： 労働安全

衛生庁（OSHA）の要求事項に従っています。施設・環境

安全衛生（EHS）マネージャーとそのチームは、毎月、施

設とプロセスの監査を行うことになっています。月次監査

で不適合品が観察された場合には、その根本原因と是正措

置が策定されます。従業員はチームリーダーや上司に危険

を報告することが期待されており、職場の危険を発見した

従業員に報いるインセンティブプログラムによって、報告

が奨励されています。労働者は安全でない職場環境から身

を引くことが求められます。事故が発生した場合、事故調

査は当事者である従業員の上司が主導します。さらに施

設・EHSマネージャーとそのチームがレビューします。

ダブリン

ダブリンでは、2005年のSafety, Health and Welfare 

at Work Actに基づいた社内安全衛生管理システムを導

入しています。社内の安全委員会は2週間に1回開催し

ています。事故が発生した場合は、安全衛生委員会が

適切な行動を計画し、毎月見直しを行います。従業員

は、上司または安全衛生責任者にリスクを報告するこ

とが期待されています。苦情処理手続きは、仕事、職

場環境、職場関係について問題、懸念、または苦情を

抱えている従業員が、思いを打ち明け、組織内の適切

なレベルで、できるだけ短期間にその問題を正式に処

理することを可能にするものです。事故報告プロセス

を通じて、事故は必要に応じて目撃者の証言とともに

事件・事故記録簿に記録されます。事故の状況やエリ

アを確認し、必要な対策を講じます。

私たちのチーム
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ノガレス

ノガレスでは、メキシコ政府の安全衛生規則「NORMA」

に従っています。EHSコーディネーターが毎日、施設内の

エリアを監査しています。安全でない状態が検出された場

合は、直ちに是正措置がとられます。また、仕事場の安全

システムのリスクや改善点を発見した労働者を毎月表彰し

ています。すべての従業員は、自分の作業エリアが安全で

なくなった場合、上司に報告し、その場所での活動を中断

するよう指示されています。インシデントが発生した場

合、安全を確保するために直ちに行動を起こし、調査を計

画し、データを収集・分析して報告書を作成します。

病気のリスクが高いHumanscaleの施設はありません。

安全衛生をカバーする労働組合との正式な協定を結んでい

るHumanscaleの施設はありません。

怪我の割合 

いずれの拠点においても、重大な結果
をもたらす負傷者や死亡者は発生して
いません。

ダブリン 負傷 0件

ピスカタウェイ / フレズノ： 仕事関
連の負傷（職業病） 33件

ノガレス 仕事関連の負傷（混乱、切
り傷、裂傷） 3件

総インシデント率

200,000時間を基準にしています

ダブリン 0

ピスカタウェイ / フレズノ 9.22

ノガレス 1.08

仕事関連の疾病

いずれの事業所においても、仕事関連
の疾病による死傷者はありませんでし
た。

組織データ

事故統計の記録および報告に使用され
る方法：

ダブリン 該当なし

ピスカタウェイ / フレズノ OSHA

ノガレス 特性要因図

私たちのチーム
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全世界の従業員に福利厚生プログラムを提

供していますが、利用できる福利厚生は地

域によって異なります。

地域別従業員福利厚生 401-2 

北米

• 健康保険 

• 有給休暇 

• 短期障害
• 長期障害のための従業員支援プログラム
• 生命保険
• 退職金制度
• 配偶者払い戻しプログラム
• 従業員割引
• HSA/FSAファンド

育児休暇 401-3

北米 アジア 欧州、中東、アフリカ（EMEA）

女性 男性 女性 男性 女性 男性

育児休暇の対象になった社員 13 4 30 26 59 113

育児休暇を取得した社員 13 4 2 0 7 3

育児休暇後、報告期間中に復職した従業員 13 4 2 該当なし 7 3

育児休暇から復職して12ヶ月後も雇用され 
ている社員 11 4 1 該当なし 4 2

育児休暇を取得した従業員の復職率 100％ 100％ 100％ 該当なし 100％ 100％

育児休暇を取得した従業員の定着率 85％ 100％ 50％ 該当なし 57％ 67％

欧州、中東、アフリカ（EMEA）

• 健康保険
• 有給休暇
• 年末賞与／業績賞与／従業員支援プログラム
• 年金
• 海外旅行保険
• 従業員割引

アジア

• 健康保険
• 年度末賞与/業績賞与
• 従業員割引

私たちのチーム
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差別の根絶 406

差別が発生した場合には、その発生状況を把握・評

価し、毎年評価を行うことで、その傾向を把握し、

将来の問題を回避するためのより良い方法を見出し

ます。Humanscaleでは、過去1年間、全世界で差別

的な出来事は報告されていません。

人権 

Humanscaleは、すべてのグローバルなオペレーショ

ンと活動において、人権と国際的な行動規範を遵守

します。2020年には、工場、オフィス、ショールー

ムなど、社内の全34施設を対象に、初めてのリスク

アセスメントを実施しました。また、人権侵害、児

童労働、強制労働、汚職、団体交渉の制限などのリ

スクがあるかどうかを、拠点や事業の種類に応じて

評価しました。当社の施設では、リスクは確認され

ませんでした。現在、Humanscaleでは従業員向けの

人権研修プログラムを実施していませんが、研修の

実施に努め、来年には参加データを把握する予定で

す。

HUMANSCALEガバナンスの多様性

全世界のHumanscaleの事業体は、取締役会

によって管理されています。ボードメンバ

ーは全員50歳以上で、67％が女性であり、

マイノリティグループのメンバーはいませ

ん。Humanscaleの経営陣は、国際的に多くの

部門を通じて指示を出しています。

経営陣の多様性

女性 6 55％

男性 5 45％

30歳未満 0 0％

30歳以上50歳未満 5 45％

50歳以上 6 55％

人種多様性指数* 43％

組織合計 

女性 430 44％

男性 557 56％

収益率（女性：男性） 0.81:1

30歳未満 136 14％

30歳以上50歳未満 640 65％

50歳以上 212 21％

人種多様性指数* 71％

*多様性指標は、無作為に選ばれた2人が異なる人種や民族的背景を
持っている確率を表しています。

欧州、中東、アフリカ（EMEA）は人種を追跡しません。

多様性は、従業員数5人以上と定義される重要なオペレーションを
行っている拠点について算出しています。

私たちのチーム



55

企業の社会的責任 2020

従業員の多様性

北米 アジア 欧州、中東、アフリカ（EMEA）

コーポレートサポート

女性 132 54％ 6 46％ 59 63％

男性 111 46％ 7 54％ 7 38％

収益率（女性：男性） 0.8 : 1 1.12 : 1 0.59 : 1

30歳未満 38 15％ 0 0％ 4 10％

30歳以上50歳未満 153 63％ 12 92％ 100％ 68％

50歳以上 53 22％ 1 8 57％ 23％

人種多様性指数* 69％ 0 人種を追跡しません

インターン

女性 5 55％ 0  0  

男性 4 45％ 0  0

収益率（女性：男性） 1.44 : 1 該当なし 該当なし

30歳未満 9 100％ 0 0％ 0 10％

30歳以上50歳未満 0 0 92％ 0 68％

50歳以上 0 0 8 0 23％

人種多様性指数* 57％ 0 人種を追跡しません

オペレーション

女性 105 39％ 14 61％ 20 27％

男性 166 61％ 9 39％ 54 73％

収益率（女性：男性） 0.78 : 1 0.54 : 1 1.1 : 1

30歳未満 47 17％ 0 12 16％

30歳以上50歳未満 133 49％ 23 100 44 59％

50歳以上 91 34％ 0 18 24％

人種多様性指数* 46％ 0 人種を追跡しません

販売

女性 100 42％ 9 47％ 14 24％

男性 137 58％ 10 53％ 44 76％

収益率（女性：男性） 0.94 : 1 0.72 : 1 0.89 : 1

30歳未満 21 9％ 1 5％ 4 7％

30歳以上50歳未満 187 79％ 15 79％ 46 79％

50歳以上 29 12％ 3 16％ 8 14％

人種多様性指数* 41％ 33％ 人種を追跡しません

私たちのチーム
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新入社員の多様性

北米

男性： 3 （75％） 女性： 35 （49％）

30歳未満 30歳以上50歳未満  50歳以上

23 （35％） 37 （52％）  11 （16％）

アジア

男性： 1 （25％） 女性： 3 （75％）

30歳未満 30歳以上50歳未満  50歳以上

0％ 4 （100％） 0％

欧州、中東、アフリカ（EMEA）

男性： 17 （61％） 女性： 11 （39％）

30歳未満 30歳以上50歳未満  50歳以上

6 （27％） 18 （82％） 4 （18％）

組織合計

男性： 3 （75％） 女性： 35 （49％）

30歳未満 30歳以上50歳未満  50歳以上

29 （23％） 59 （47％） 15 （12％）

離職・解雇の多様性

北米

男性： 149 （58％） 女性： 106 （42％）

30歳未満 30歳以上50歳未満  50歳以上

36 （14％） 197 （77％） 22 （9％）

アジア

男性： 4 （57％） 女性： 3 （43％）

30歳未満 30歳以上50歳未満 50歳以上

1 （14％） 5 （71％） 1 （14％）

欧州、中東、アフリカ（EMEA）

男性： 28 （61％）
女性： 18 （39％）

30歳未満 30歳以上50歳未満  50歳以上

10 （28％） 32 （89％） 4 （11％）

組織合計

男性： 181 （59％） 女性： 127 （41％）

30歳未満 30歳以上50歳未満  50歳以上

47 （15％） 234 （76％） 27 （9％）

私たちのチーム
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地域のコミュニティ 413

私たちは事業を展開するコミュニティに影響を与えて

おり、その影響ができるだけポジティブなものである

ことを望んでいます。人種差別が多くのコミュニティ

で前面に出てきた2020年、Humanscaleは平等を求め

て戦う以下の3つの団体に直接寄付し、社員の寄付金と

同額を寄付しました： 「Color of Change」、「Black 

Artists & Designers Guild」、「Campaign Zero」。

現在、正式なコミュニティ向けコンサルテーションの

プロセスはありませんが、2022年には確立すること

を約束しています。ステークホルダーとの連動を継続

し、ステークホルダーマップを作成しています。

地域のコミュニティ

「当社はこれまでも、そしてこれからも、
すべての人を歓迎し、大切にしていきます
が、今はこれまで以上に、人種差別や、全
米であまりにも長い間見られてきた不正義
に対して声を上げていく必要があります。
私たちは、これらの不正義に抗議する人々
と連帯しています」。
Bob King

また、毎年、コミュニティに悪影響を与えていないか

どうかの評価を行い、コミュニティへの貢献の機会を

探しています。先住民の権利を侵害するような出来事

はありませんでした。Humanscale社には正式なコミュ

ニティの苦情処理プロセスはありませんが、私たちが

活動するコミュニティの良き一員であることを目指し

ています。
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第三者機関からの認定や専
門団体への加盟は、私たち
が説明責任と集中力を保つ
のに役立ちます。

森林管理協議会 ® （FSC）

森林管理協議会 ® は、環境的、社会的、経済的な
利益をもたらす責任ある管理がなされた森林から
の製品であることを認証するものです。すべての
ウッドテーブルは、森林管理協議会の認証を受け
ています。

SCS Indoor Air Quality Gold

室内環境の健康と安全を実証するために作られ
たSCS Indoor Air Quality Goldは、室内空気質の
化学物質排出量の厳しい制限を満たすことを製
品に要求しています。Humanscaleは、すべての
主要製品ラインをテストし、オフガスがないこ
と、SCS IAQ Goldに適合していることを確認し
ています。

LEVEL®

家具製品の影響を伝えるLEVELは、多属性のサ
ステナビリティ規格であり、第三者認証プログ
ラムです。

Living Product Challenge

Living Product Challengeでは、参加企業が、再
生可能エネルギーのみを動力源とし、製造地の
ウォーターバランスの範囲内でプロセスを使用
して製品を製造することを奨励しています。

Board of Certified Professional Ergonomists 
（BCPE）

BCPEは、ヒューマンファクター/エルゴノミクス
（HFE）の実践者に厳格な専門基準を設定してい
ます。Humanscaleには、BCPEに積極的に参加
し、健康的な職場を作り続けることを保証する、
取締役会認定のエルゴノミストが数名います。

Business and Institutional Furniture 
Manufacturers Association （BIFMA）

BIFMAは、ビジネス・施設用家具メーカーのた
めの非営利の業界団体です。業界団体との関係を
維持することで、業界全体のサステナビリティに
関する議論を進めることができます。

カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト 
（CDP）

カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト
は、企業や都市が重要な環境情報を測定、開
示、管理、共有するための唯一のグローバルな
システムであり、その目的は、企業がその影響
を軽減するための行動を支援することにありま
す。Humanscaleは、2012年から毎年CDPを通じ
て、温室効果ガスの排出量を公開しています。

Health Product Declaration Collaborative 
（HPDC）

この非営利の会員組織は、ビジネス慣行の透明
性、開放性、革新性を通じて、建築業界のパフ
ォーマンスを継続的に改善することを目的として
います。私たちは、自分たちの製品に健全な材料
を使用し、業界全体でより健全な化学物質を推
進することを支援するという強い姿勢を持って
います。当社のサステナビリティ・オフィサー
は、HPDCの取締役会のメンバーです。

メンバーシップと協会
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International Facilities Management 
Association（IFMA）

IFMAは、ファシリティーマネジメントの専門家
のための世界最大かつ最も広く認知されている国
際団体です。Humanscaleはナショナルメンバー
ではありませんが、Humanscaleの多くの社員が
積極的に組織に参加しています。

International Living Future Institute （ILFI）

この非営利団体は、Living Building and Living 
Product Challengesの発案者であり、社会的に公
正で、文化的に豊かで、生態学的に回復可能なコ
ミュニティの創造を促進することを目的としてい
ます。

NextWave Ocean-Bound Plastic Working Group

NextWaveは、環境と社会に貢献するために、優
先地域の水路から海に向かうプラスチックを遮断
します。このグループは、科学者や企業などと協
力して、海洋に漂うプラスチックを削減し、グロ
ーバルな環境・社会基準に準拠したオープンソー
スのサプライチェーンを構築しています。2017
年、HumanscaleはNextWaveの創立メンバーと
なりました。

Sustainability and Health Initiative for 
NetPositive Enterprise （SHINE）

SHINEは、MITとハーバード大学が共同で行って
いるイニシアチブで、ネット・ポジティブになる
ことを約束する企業や学識経験者が参加していま
す。このプロジェクトでは、これらすべてのレベ
ルでネット・ポジティブを評価するための科学的
根拠を向上させることを目的としています。製
品、活動、企業、経済セクター、個人、人々のグ
ループ。

メンバーシップと協会

UNGC （国連グローバル・コンパクト）

国連のメンバーとして グローバル・コンパクトでは、環
境問題に対する予防的アプローチを含め、人権、労働、
環境、腐敗防止の分野で普遍的に受け入れられている10
原則に基づいて、事業と戦略を調整しています。国連の
メンバーとして Humanscaleは、グローバル・コンパク
トの10原則をトップレベルで支持し、その原則を実際に
採用するための進捗状況を毎年開示しています。

米国グリーンビルディング協議会 （USGBC）

米国 グリーンビルディング協議会は、個人や企業と協
力して、健康的で効率的な建物を作ることを目指してい
ます。LEEDクレジットの管理者でもあります。USGBC
のメンバーである私たちは、最新の要求事項を把握し、
私たちの製品がLEED認証に貢献できるよう努めていま
す。

世界自然保護基金 （WWF）

世界をリードする自然保護団体であるWWFは、グロー
バルな活動と科学的な基盤を組み合わせ、地域から地球
規模までのあらゆるレベルで行動し、人と自然の両方に
革新的なソリューションを提供しています。当社のCEO
はWWFの役員に就任しており、Humanscaleはカンボジ
アでの重要な野生動物の回復活動を後援しています。

政治的キャンペーン

Humanscaleは歴史的に政治的キャンペーンに関与して
いません。この立場は今後も継続すると考えており、変
更があった場合には管理の手法や評価を見直します。

2019年、Humanscaleは政治的貢献をしませんでした。
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企業構造とガバナンス

Humanscaleの経営管理およびガバナンスは、創業者兼
CEOのBob King氏が統括しています。

ニューヨーク州の法律に基づき、会社細則に従って組織
された非公開のCコーポレーションです。個人経営の会
社であるため、ガバナンスに関するすべての決定および
評価は、関連するビジネスおよび法律の役員と協議の
上、社内で行われます。Humanscaleは、合法的な行動、
倫理基準、国際的な行動規範について会社に助言するた
め、社内に法務部を設置しています。

Humanscaleの進捗状況やパフォーマンスは、この年次
CSR報告書を通じてすべてのステークホルダーと共有さ
れます。

企業の社会的責任に関するガバナンス

当社の最高サステナビリティ責任者（CSO）は、適切な
役員と協力して、環境および社会的トピックに関する目
的、価値、ミッション・ステートメント、戦略、方針、
目標を策定し、更新し、それらはCEOによって承認され
ます。当社の経営陣は、社会的、環境的、経済的な目標
に向けた当社の進捗状況を毎年レビューしています。ま
た、認証を維持するために必要な第三者監査により、18
ヶ月ごとに進捗状況を評価してもらっています。

環境・社会コンプライアンス

2019年、Humanscaleの事業は、地方自治体や国の政府
が定める環境・社会関連の法律や規制を完全に遵守して
いました。

コンプライアンス違反、苦情、罰金、制裁などの事例は
ありませんでした。

顧客サービス

Humanscaleでは、専門の営業・カスタマーサービスチ
ームが、以下のような高品質なカスタマーサービスを提
供しています： 製品、配送、アップグレードと修理、保
証、寿命が尽きたときの責任ある処分に関する情報。

Humanscaleは、お客様からの苦情を非常に重要視してお
り、お客様の満足度を最大限に高め、製品の品質とブラ
ンドの信頼性を維持するために、調査手順を設けていま
す。Humanscaleは、顧客データの機密性を確保し、保護
します。

報酬

Humanscaleでは、役員およびすべての従業員の報酬を導
く内部方針を定めています。非上場企業であるため、報
酬の比率が問題になることは理解していますが、その方
針は社内で管理しています。現在、環境問題に関する業
績は、経営陣の報酬の基準とはなっていません。

企業構造とガバナンス
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対象となるトピック

対象となるトピックは、すべてのトピッ
クが適切で完全なものであることを確認
するために、当社の経営陣、マーケティ
ングチーム、およびステークホルダーエ
ンゲージメントプロセスの代表者によっ
て検討されました。私たちの報告の原則
は、Humanscaleの活動によって現在の
社会、経済、環境問題に大きな影響が及
ぶすべての重要なトピックを含めること
でした。グローバル・レポーティング・
イニシアティブ（GRI）の各トピックが
Humanscaleに関連しているかどうかを評価
することで、重要なトピックが見落とされ
ることがなく、また当社のビジネスの変化
やステークホルダーの関心事の変化に応じ
て関連するトピックを追加することができ
ます。私たちはこのプロセスを利用して、
報告が企業のサステナビリティ目標、GRI
の最新の報告基準、および業界をリードす
る自主的なサステナビリティ認証プログラ
ムに沿ったものであることを確認していま
す。すべての情報は可能な限り正確に開示
され、完全な透明性を提供するために情報
の制限がある場合はそれも含めます。

境界線

本報告書の重要なトピックには、特に明記
されていない限り、以下の4つの生産拠点に
おける製造業務が含まれています： ピスカ
タウェイ、フレズノ、ダブリン、ノガレス 
企業の境界線ではなく、生産施設に焦点を
当てて分析を行ったのは、これらの業務が
最も消費量が多く、影響を与える可能性が
高いからです。

レビュープロセス

CSOとCEOは、懸念事項や問題が発生し
た場合、頻繁に非公式に話し合います。本
報告書は、ステークホルダーパネルによる
レビューと、作製に必要なCEOによる最終
承認を経て作成されています。ステークホ
ルダーの皆様にはアンケートにご協力いた
だき、重要なトピックの選択、情報の包括
性、理解のしやすさなどについてご意見を
いただきました。いただいたご意見は、本
報告書の方向性を示すものであり、今後の
報告書に反映されます。

ステークホルダー・エンゲージメント

Humanscaleのサステナビリティ戦略の開
発は、「害よりもむしろ益をもたらす」と
いう企業ビジョンに基づいて行われていま
す。私たちは、従業員、お客様、そしてす
べてのステークホルダーの意見を大切に
しています。ご意見をお聞きし、それを反
映させるために、ステークホルダーエンゲ
ージメントプロセスを採用しています。ま
ず始めに、当社のサステナビリティチーム
は、当社のサステナビリティに直接または
間接的に影響を与える可能性のある、また
は影響を与えうるステークホルダーを特定
します。そして、そのグループに適用され
るチャネルを通じて、さまざまなサステナ
ビリティの側面における当社のパフォーマ
ンスや報告についてのフィードバックを求
めます。2020年の結果です：

この報告書について

リスクマネジメント

当社のCSOは、環境や社会への影響、リ
スク、機会を評価し、伝達する責任があり
ます。当社の最高財務責任者は、経済的影
響、リスクおよび機会に関する責任を負っ
ています。ステークホルダーとの協議は、
リスクと機会の特定と管理に反映されま
す。当社の経営陣は、目標設定の進捗の一
環として、毎年、リスクとリスクマネジメ
ントを検討しています。また、CSOとCEO
は、年間を通じて頻繁かつ非公式に会合を
持ち、発生した問題や懸念について話し合
っています。CSOは、本報告書ですべての
重要なトピックがカバーされていることを
確認し、CEOが最終的な承認を行います。

この報告書に含まれるデータは、2020年1月
1日から12月31日までのものです。

外部保証プロセスは経ていません。

前回の報告期間は2019年1月1日から12月31
日までで、前回の報告書は2020年12月に発
行しました。

過去の報告書から更新された再表示のため
の情報はありません。ブランドステートメ
ント、提供する製品やサービス、環境問題
に対する当社の見解など、一部のトピック
は毎年大きく変わることはありません。こ
れらの報告書は確認されており、過去の報
告書と同様の内容となります。

Humanscaleは上場企業ではないため、財務
諸表を公開していません。

本報告書では、Humanscaleの純売上高や総
資本を開示していませんが、今後の報告書
ではこれらの情報を掲載する予定です。
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経営管理

• 各役員へのインタビュー

従業員

• インタビュー
• アンケート調査
• フォーカスグループ

製造パートナー 

• サプライヤーの評価プロセス

顧客および製品ユーザー

• インタビュー
• サステナビリティに関する問い合わせへ
の対応

• RFQ / RFPプロセス

施設周辺の地域のコミュニティ

• 2020年は、地域のコミュニティからのフ
ィードバックを調整することができませ
んでした。

• 気候変動、プログラム強化の要請
• 新製品に革新的な素材を取り入れたいとい
う要望

• 社内サプライヤーからの包装材削減の提案
• オーシャンプラスチックプログラムの拡大

• 持続可能性についての追加的なコミュニケ
ーション方法の提案

• 以下のトピックを報告に含める提案： 市
場プレゼンス、労使関係、セキュリティ対
策、顧客のプライバシー

• 現地でのボランティア活動や地域のコミュ
ニティへの貢献の可能性に関する問い合わ
せ

• フィードバックなし

• 気候の影響
• 材料成分
• サプライチェーンへの影響

該当なし

• 科学的根拠に基づく目標が2021年に設定
される

• 非従来型の材料が2021年に評価される
• 包装材削減プロジェクトが2021年の運用
目標に含まれる

• オーシャンプラスチックを使用した2つの
製品を2021年に追加発売

• 持続可能性への取り組みに関するトレー
ニングプログラムが2021年に向けて開発
される

• 2021年のCSR報告書に含めるために追加
テーマが検討される

• サステナビリティアンバサダープログラ
ムと地域のコミュニティとの連携の可能
性を2021年に検討する

該当なし

• 科学的根拠に基づく目標が2021年に設定
される

• 2021年に製品の成分表示を第三者機関に
検証させる

• サプライヤー評価プロセスが2021年に拡
大される

該当なし

ステークホルダー・エンゲージメント

チャネル トピック / 懸念事項 レスポンス
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グローバル・リポーティング・イニシアティブ

（GRI）スタンダード

GRIスタンダードは、環境・経済・社会への影響を計

算し、透明性をもって開示するための手法として用い

られています。詳しくは、コンテンツインデックスを

ご覧ください。

本報告書では、2021年1月1日から適用されるGRIサス

テナビリティ・レポーティング・スタンダードを使用

しました。今回の報告プロセスでは、継続的に改善す

べき分野が浮き彫りになりました。Humanscaleは、今

後のバージョンの報告書で、漏れがないように努力し

ます。

本資料では、2016年、2018年、2020年の最新の
GRIスタンダードを参照しています。

204   調達の実務

205   腐敗防止

301   材料

302   エネルギー

303   水

304   生物多様性 

305   排出量 

306   流出物と廃棄物

307   環境コンプライアンス 

308   サプライヤー環境評価

401   雇用

403   労働安全衛生

405   多様性と平等な機会 

406   差別の根絶

407   結社の自由と団体交渉の自由

408   児童労働

409   強制または義務的な労働 

411   先住民族 

419   社会経済的コンプライアンス

412   人権評価

413   地域のコミュニティ

414   サプライヤーの社会的評価 

416   お客様の健康と安全 

417   マーケティングとラベリング 

419   社会経済的コンプライアンス
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GRI テーマ / トピック 報告書セクション ページ

GRI 102 一般的な開示2016

102-1 組織の名称 表紙

102-2 活動、ブランド、製品、サービス Humanscaleの特徴 44,354

102-3 本社所在地 グローバル・プレゼ
ンス

24

102-4 オペレーションの拠点 グローバル・プレゼ
ンス

24

102-5 所有権と法的形態 企業構造とガバナンス 60

102-6 提供する市場 グローバル・プレゼ
ンス

24

102-7 組織の規模 省略： 守秘義務 61～62

102-8 従業員などの労働者に関する情報 私たちのチーム 49～56

102-9 サプライチェーン 私たちのサプライチ
ェーン

48

102-10 組織とそのサプライチェーンの大きな変
化

私たちのサプライチ
ェーン

48

102-11 予防原則またはアプローチ サステナビリティを
超えて

5

102-12 社外の取り組み メンバーシップと協会 58～59

102-13 協会への加盟 メンバーシップと協会 58～59

102-14 シニアディシジョンメイカーの声明 CSOからのメッセージ 8

102-15 主な影響、リスク、機会 サステナビリティを
超えて

5

102-16 行動の価値、原則、基準、規範 企業構造とガバナンス 60

102-17 倫理に関する忠告・懸念の仕組み 企業構造とガバナンス 60

102-18 ガバナンス体制 企業構造とガバナンス 60

102-19 権限の委任 企業構造とガバナンス 60

102-20 経済・環境・社会的テーマに対する経営
者レベルの責任

企業構造とガバナンス 60

102-21 経済・環境・社会的なテーマでのステー
クホルダーへのコンサルティング

この報告書について 61～62

102-22 最高統治機関およびその委員会の構成 私たちのチーム 54

102-23 最高ガバナンス機関の議長 企業構造とガバナンス 60

102-24 最高ガバナンス機関の指名・選定 企業構造とガバナンス 60

GRI テーマ / トピック 報告書セクション ページ

102-25 利害の衝突 企業構造とガバナンス 60

102-26 目的、価値、戦略の設定における最高統
治機関の役割

企業構造とガバナンス 60

102-27 最高ガバナンス機関の集合的知識 企業構造とガバナンス 60

102-28 最高統治機関のパフォーマンスの評価 企業構造とガバナンス 60

102-29 経済・環境・社会的影響の特定と管理 企業構造とガバナンス 60

102-30 リスク管理プロセスの有効性 企業構造とガバナンス 60

102-31 経済・環境・社会的トピックの見直し 企業構造とガバナンス 60

102-32 持続可能性報告における最高ガバナンス
機関の役割

企業構造とガバナンス 60

102-33 重要な関心事を伝える 企業構造とガバナンス 60

102-34 懸念事項の性質と総数 企業構造とガバナンス 60

102-36 報酬の方針 企業構造とガバナンス 60

102-36 報酬の決定プロセス 企業構造とガバナンス 60

102-37 報酬へのステークホルダーの関与 企業構造とガバナンス 60

102-38 年間手当の比率 私たちのチーム
（JUST）

50

102-39 年間総手当の増加率 私たちのチーム
（JUST）

50

102-40 ステークホルダーの一覧 この報告書について 62

102-41 団体協約 私たちのチーム
（JUST）

50

102-42 ステークホルダーの特定と選定 この報告書について 61

102-43 ステークホルダー・エンゲージメントの
考え方

この報告書について 61

102-44 主なトピックと懸念事項 この報告書について 62

102-45 連結財務諸表に含まれる事業体 省略： 守秘義務 61

102-46 報告書内容とトピックの境界の定義 この報告書について 61

102-47 重要なトピック一覧 この報告書について 61

102-48 情報の修正 この報告書について 61

102-49 報告内容の変更 この報告書について 61
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GRI テーマ / トピック 報告書セクション ページ

102-50 報告期間 この報告書について 61

102-51 直近の報告書の日付 この報告書について 61

102-52 報告サイクル この報告書について 61

102-53 報告書に関する質問の受付窓口 裏表紙

102-54 GRIスタンダードに準拠した報告である
ことの主張

GRI コンテンツインデ
ックス

63～67

102-55 GRI コンテンツインデックス GRI コンテンツインデ
ックス

63～67

102-56 外部保証 この報告書について 61

GRI 103 管理手法 2016

GRI 103の開示内容は、マテリアル・トピックに含まれる

重要なトピック

GRI 204 調達の実務2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのサプライチ
ェーン

48

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのサプライチ
ェーン

48

103-3 管理手法の評価 私たちのサプライチ
ェーン

48

204-1 地元サプライヤーへの支出の割合 私たちのサプライチ
ェーン

48

GRI 205 汚職防止 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48、54

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48、54

103-3 管理手法の評価 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48、54

205-1 汚職に関連するリスクを評価した業務 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48、54

205-2 汚職防止の方針と手順に関するコミュニ
ケーションとトレーニング

省略： 利用不可 54

205-3 確認された汚職事件と取られた措置 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48、54

GRI テーマ / トピック 報告書セクション ページ

GRI 301 材料 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 材料 16～18

103-2 管理手法とその構成要素 材料 16～18

103-3 管理手法の評価 材料 16～18

301-1 重量または体積単位で使用される材料 材料 16～18

301-2 使用するリサイクル材料 材料 16～18

301-3 再生製品とその包装材 材料 16～18

GRI 302 エネルギー 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 エネルギー 34～35

103-2 管理手法とその構成要素 エネルギー 34～35

103-3 管理手法の評価 エネルギー 34～35

302-1 組織内のエネルギー消費 エネルギー 34～35

302-2 組織外でのエネルギー消費 エネルギー 34～35

302-3 エネルギー原単位 エネルギー 34～35

302-4 エネルギー消費量の削減 エネルギー 34～35

302-5 製品やサービスに必要なエネルギー量の
削減

エネルギー 34～35

GRI 303 水と流出物 2018

103-1 重要なトピックとその境界の説明 水 39

103-2 管理手法とその構成要素 水 39

103-3 管理手法の評価 水 39

303-1 共有資源としての水との関わり コロナ禍の間のサステ
ナビリティ達成、水

29、39

303-2 水の排出に関する影響の管理 廃棄物 41

303-3 取水 水 39

303-4 水の排出 廃棄物 41

303-5 水使用量 水 39
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GRI テーマ / トピック 報告書セクション ページ

GRI 304 生物多様性 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 コロナ禍の間のサステ
ナビリティ達成、生物
多様性

33、42

103-2 管理手法とその構成要素 コロナ禍の間のサステ
ナビリティ達成、生物
多様性

33、42

103-3 管理手法の評価 コロナ禍の間のサステ
ナビリティ達成、生物
多様性

33、42

304-1 保護区内、または保護区に隣接して所
有、リース、管理されている事業用地、
および保護区外の生物多様性価値の高い
地域

生物多様性 42

304-2 活動、製品、およびサービスが生物多様
性に与える重大な影響

生物多様性 42

304-3 保護・回復された生息地 コロナ禍の間の持続可
能性の実現、野生生物
の保護

33、43～45

304-4 事業の影響を受ける地域に生息する
IUCNレッドリスト種および国の保護対
象種

生物多様性 42

GRI 305 排出量 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 排出量と気候 36

103-2 管理手法とその構成要素 排出量と気候 36

103-3 管理手法の評価 排出量と気候 36

305-1 直接（スコープ1）GHG排出量 排出量と気候 37

305-2 エネルギー間接（スコープ2）GHG排出
量

排出量と気候 37

305-3 その他の間接（スコープ3）GHG排出量 排出量と気候 37

305-4 GHG排出量原単位 排出量と気候 37

305-5 GHG排出量の削減 排出量と気候 37

305-6 オゾン層破壊物質（ODS）の排出量 排出量と気候 38

305-7 窒素酸化物（NOX）、硫黄酸化物
（SOX）、およびその他の重要な大気放
出物

排出量と気候 38

GRI 306 廃棄物 2020

103-1 重要なトピックとその境界の説明 廃棄物 40

103-2 管理手法とその構成要素 廃棄物 40

103-3 管理手法の評価 廃棄物 40

GRI テーマ / トピック 報告書セクション ページ

306-1 廃棄物の発生および廃棄物に関連する重
大な影響

廃棄物 40

306-2 廃棄物に関する重大な影響の管理 廃棄物 40

306-3 廃棄物発生量 廃棄物 41

306-4 処分から転用した廃棄物 廃棄物 41

306-5 処分に向けられた廃棄物 廃棄物 41

GRI 307 環境コンプライアンス 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 企業構造とガバナンス 60

103-2 管理手法とその構成要素 企業構造とガバナンス 60

103-3 管理手法の評価 企業構造とガバナンス 60

307-1 環境法規制の不遵守 企業構造とガバナンス 60

GRI 308 サプライヤー環境アセスメント 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのサプライチ
ェーン

48

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのサプライチ
ェーン

48

103-3 管理手法の評価 私たちのサプライチ
ェーン

48

308-1 環境基準で審査された新規サプライヤー 私たちのサプライチ
ェーン

48

308-2 サプライチェーンにおける環境への負の
影響とその対策

私たちのサプライチ
ェーン

48

GRI 401 採用情報 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのチーム 49

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのチーム 49

103-3 管理手法の評価 私たちのチーム 49

401-1 新規従業員の採用と従業員の転職率 私たちのチーム 56

401-2 フルタイム従業員に提供され、派遣社員
やパートタイム従業員には提供されない
福利厚生

私たちのチーム 53

401-3 育児休暇 私たちのチーム 53
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GRI テーマ / トピック 報告書セクション ページ

GRI 403 労働安全衛生2018

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのチーム 51～52

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのチーム 51～52

103-3 管理手法の評価 私たちのチーム 51～52

403-1 労働安全衛生マネジメントシステム 私たちのチーム 51～52

403-2 危険源の特定、リスクアセスメント、事
故調査

私たちのチーム 51～52

403-3 労働衛生サービス 私たちのチーム 51～52

403-4 労働安全衛生に関する労働者の参加、協
議、およびコミュニケーション

私たちのチーム 51～52

403-5 労働安全衛生に関する従業員教育 私たちのチーム 51～52

403-6 従業員の健康増進 私たちのチーム 51～52

403-7 ビジネス上の関係に直結する労働安全衛
生上の影響の防止と緩和

私たちのチーム 51～52

403-8 労働安全衛生マネジメントシステムの対
象となる労働者

私たちのチーム 51～52

403-9 仕事関連の怪我 私たちのチーム 51～52

403-10 仕事関連の疾病 私たちのチーム 51～52

GRI 405 多様性と平等な機会2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのチーム 54

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのチーム 54

103-3 管理手法の評価 私たちのチーム 54

405-1 ガバナンス機関と従業員の多様性 私たちのチーム 54～55

405-2 男性に対する女性の基本給および報酬の
比率

私たちのチーム 54～55

GRI 406 差別の根絶 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのチーム 54

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのチーム 54

GRI テーマ / トピック 報告書セクション ページ

103-3 管理手法の評価 私たちのチーム 54

406-1 差別の事例と取られた是正措置 私たちのチーム 54

GRI 407 結社の自由と団体交渉の自由 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

103-3 管理手法の評価 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

407-1 結社の自由および団体交渉の権利が危険
にさらされる可能性のある業務およびサ
プライヤー

私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

GRI 408 児童労働 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

103-3 管理手法の評価 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

408-1 児童労働に関わる重大なリスクのある事
業所およびサプライヤー

私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

GRI 409 強制または義務的な労働 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

103-3 管理手法の評価 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

409-1 強制労働の事例に関して重大なリスクが
ある業務およびサプライヤー

私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

GRI 411 先住民族 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 地域のコミュニティ 57

103-2 管理手法とその構成要素 地域のコミュニティ 57

103-3 管理手法の評価 地域のコミュニティ 57
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GRI テーマ / トピック 報告書セクション ページ

411-1 先住民の権利を侵害する出来事 地域のコミュニティ 57

GRI 412 人権評価 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

103-3 管理手法の評価 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

412-1 人権に関するレビューや影響評価を受け
た業務

私たちのチーム 54

412-2 人権に関する方針または手順に関する従
業員研修

省略： 利用不可 54

412-3 人権条項を含む、あるいは人権審査を受
けた重要な投資協定および契約

私たちのサプライチ
ェーン

48～49

GRI 413 地域のコミュニティ 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 地域のコミュニティ 57

103-2 管理手法とその構成要素 地域のコミュニティ 57

103-3 管理手法の評価 地域のコミュニティ 57

413-1 地域のコミュニティとの関わり、影響評
価、開発プログラムに関する業務

省略： 利用不可 57

413-2 地域のコミュニティに実際および潜在的
に重大な悪影響を与える事業

地域のコミュニティ 57

GRI 414 サプライヤーソーシャルアセスメント 
2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 私たちのサプライチ
ェーン

48～49

103-2 管理手法とその構成要素 私たちのサプライチ
ェーン

48～49

103-3 管理手法の評価 私たちのサプライチ
ェーン

48～49

414-1 社会的基準で審査された新規サプライヤ
ー

私たちのサプライチ
ェーン

48～49

414-2 サプライチェーンにおける社会的負の影
響とそれに対する措置

私たちのサプライチ
ェーン

48～49

GRI テーマ / トピック 報告書セクション ページ

GRI 416 お客様の健康と安全2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 Humanscaleの特徴 6～7

103-2 管理手法とその構成要素 Humanscaleの特徴 6～7

103-3 管理手法の評価 Humanscaleの特徴 6～7

416-1 製品およびサービスカテゴリーの健康と
安全への影響の評価

Humanscaleの特徴 6～7

416-2 製品およびサービスの安全衛生上の影響
に関するコンプライアンス違反の事例

Humanscaleの特徴 6～7

GRI 417 マーケティングとラベリング 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 材料 16～17

103-2 管理手法とその構成要素 材料 16～17

103-3 管理手法の評価 材料 16～17

417-1 製品およびサービスの情報とラベリング
に関する要件

材料の成分と透明性 19

417-2 製品およびサービスの情報とラベリング
に関するコンプライアンス違反の事例

材料の成分と透明性 19

417-3 マーケティング・コミュニケーションに
関するコンプライアンス違反の事例

材料の成分と透明性 19

GRI 419 社会経済的コンプライアンス 2016

103-1 重要なトピックとその境界の説明 企業構造とガバナンス 60

103-2 管理手法とその構成要素 企業構造とガバナンス 60

103-3 管理手法の評価 企業構造とガバナンス 60

419-1 社会・経済分野における法令の不遵守 企業構造とガバナンス 60
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ISO 26000

ISO 26000は、認証プログラムではありませ
ん。 
この文書では、企業の社会的責任プログラム
をどのように開発、評価、伝達するかについ
ての指針が示されています。 
当社のプログラムがISO規格の推奨事項や条
項にどのように対応しているかについては、
コンテンツインデックスをご覧ください。

条項 中核主題 セクションタイトル ページ

4 社会的責任の原則

4.1 一般

4.2 説明責任 企業構造とガバナンス 60

4.3 透明性 この報告書について 61

4.4 倫理的行動 企業構造とガバナンス 60

4.5 ステークホルダーの利益の尊重 この報告書について 61～62

4.6 法の支配の尊重 企業構造とガバナンス 60

4.7 国際的な行動規範の尊重 企業構造とガバナンス 60

4.8 人権の尊重 私たちのチーム 54

5 社会的責任の認識とステークホルダーの
エンゲージメント

5.1 一般

5.2 社会的責任の認識 この報告書について 61

5.3 ステークホルダーの特定とエンゲージメ
ント

この報告書について 61～62

6 社会的責任の中核主題のガイダンス

6.1 一般

6.2 組織ガバナンス 企業構造とガバナンス 60

条項 中核主題 セクションタイトル ページ

6.3 人権

6.3.1 概要

6.3.2 原則と留意点 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.3.3 人権問題 1： デューディリジェンス 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.3.4 人権問題 2： 人権リスク状況 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.3.5 人権問題 3： 加担の回避 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.3.6 人権問題 4： 苦情の解決 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.3.7 人権問題 5： 差別と脆弱なグループ 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.3.8 人権問題 6： 市民的および政治的権利 私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.3.9 人権問題 7： 経済的、社会的、文化的
権利

私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.3.10 人権問題 8： 職場における基本原則と
権利

私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.4 労働慣行

6.4.1 概要

6.4.2 原則と留意点 私たちのチーム 49～56

6.4.3 労働慣行の問題 1： 雇用と雇用関係 私たちのチーム 49

6.4.4 労働慣行の問題 2： 労働条件と社会的
保護

私たちのチーム 54

6.4.5 労働慣行の問題 3： 社会的対話 私たちのチーム 54

6.4.6 労働慣行の問題 4： 職場の安全衛生 私たちのチーム 51～52

6.4.7 労働慣行の問題 5： 職場での人材育成と
トレーニング

私たちのチーム 54

6.5 環境

6.5.1 概要

6.5.2 原則と留意点 サステナビリティを超
えて

5

6.5.3 環境問題 1： 汚染の防止 企業構造とガバナンス 60

6.5.4 環境問題 2： 持続可能な資源利用 材料、エネルギー、水 18、35、39
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条項 中核主題 セクションタイトル ページ

6.5.5 環境問題 3： 気候変動の緩和と適応 排出量と気候 36～38

6.5.6 環境問題 4： 環境の保護、生物多様性、
自然生息地の回復

生物多様性 42

6.6 公正な事業慣行

6.6.1 概要

6.6.2 原則と留意点 企業構造とガバナンス 60

6.6.3 公正な事業慣行に関する事項 1： 汚職
防止

私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.6.4 公正な事業慣行に関する事項 2： 責任あ
る政治的関与

メンバーシップと協会 59

6.6.5 公正な事業慣行に関する事項 3： 公正な
競争

私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.6.6 公正な事業慣行に関する事項 4： バリュ
ーチェーンにおける社会的責任の推進

私たちのサプライチェ
ーン

8月-49

6.6.7 公正な事業慣行に関する事項 5： 財産権
の尊重

地域のコミュニティ 57

6.7 消費者問題

6.7.1 概要

6.7.2 原則と留意点 Humanscaleの特徴 6～7

6.7.3 消費者問題 1： 公正なマーケティング、
事実に基づいた偏りのない情報、公正な
契約慣行

材料の成分と透明性 19

6.7.4 消費者問題 2： 消費者の健康と安全を
守る

Humanscaleの特徴 6～7

6.7.5 消費者問題 3： 持続可能な消費 デザイン哲学 15

6.7.6 消費者問題 4： 消費者へのサービス、サ
ポート、苦情・紛争の解決

企業構造とガバナンス 60

6.7.7 消費者問題 5： 消費者のデータ保護とプ
ライバシー

企業構造とガバナンス 60

6.7.8 消費者問題 6： 必要なサービスへのアク
セス

地域のコミュニティ 57

6.7.9 消費者問題 7： 教育・啓発 材料の成分と透明性 19

条項 中核主題 セクションタイトル ページ

6.8 コミュニティへの参加と開発

6.8.1 概要

6.8.2 原則と留意点 国連の持続可能な開発
目標

46～47

6.8.3 コミュニティへの参加と開発課題 1：  

コミュニティへの参加
地域のコミュニティ 57

6.8.4 コミュニティへの参加と開発課題 2：  

教育と文化
私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.8.5 コミュニティへの参加と開発課題 3：  

雇用創出と能力開発
私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.8.6 コミュニティへの参加と開発課題 4：  

技術開発とアクセス
私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.8.7 コミュニティへの参加と開発課題 5：  

富と所得の創出
私たちのサプライチェ
ーン、私たちのチーム

48～49、54

6.8.8 コミュニティへの参加と開発課題 6：  

健康
私たちのチーム 51～53

6.8.9 コミュニティへの参加と開発課題 7： 
 社会的投資

フットプリントを超え
るハンドプリント

12～14

7 組織全体で社会的責任を統合するためのガイダンス

7.1 一般

7.2 組織の特性と社会的責任の関係 サステナビリティを超
えて

5

7.3 組織の社会的責任の理解

7.3.1 デューディリジェンス ネット・ポジティブ、
フットプリントを超え
るハンドプリント

9、12～14

7.3.2 組織にとっての中核主題と課題との関連
性と重要性の判断

この報告書について 61

7.3.3 組織の影響力の範囲 サステナビリティを超
えて

5

7.3.4 課題解決のための優先順位の設定 企業構造とガバナンス 60
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条項 中核主題 セクションタイトル ページ

7.4 組織全体で社会的責任を統合するためのプラクティス

7.4.1 社会的責任に対する意識向上と能力開発 企業構造とガバナンス 60

7.4.2 社会的責任に関する組織の方向性の設定 企業構造とガバナンス 60

7.4.3 組織のガバナンス、システム、および手
順に社会的責任を組み込む

企業構造とガバナンス 60

7.5 社会的責任に関するコミュニケーション

7.5.1 社会的責任におけるコミュニケーション
の役割

この報告書について 61

7.5.2 社会的責任に関する情報の特徴 この報告書について 61

7.5.3 社会的責任に関するコミュニケーション
の種類

この報告書について 61

7.5.4 社会的責任に関するコミュニケーション
についてのステークホルダー・ダイアロ
グ

この報告書について 62

7.6 社会的責任に対する信頼性の向上

7.6.1 信頼性を高めるための方法 この報告書について 61

7.6.2 社会的責任に関する報告や主張の信頼性
を高める

この報告書について 61

7.6.3 組織とそのステークホルダーとの間の紛
争や意見の相違の解決

企業構造とガバナンス 60

7.7 社会的責任に関する組織の行動と実践を見直し、改善する。

7.7.1 一般

7.7.2 社会的責任に関するモニタリング活動 企業構造とガバナンス 60

7.7.3 社会的責任に関する組織の進捗状況とパ
フォーマンスのレビュー

企業構造とガバナンス 60

7.7.4 データや情報の収集・管理の信頼性向上 企業構造とガバナンス 60

7.7.5 パフォーマンスの向上 企業構造とガバナンス 60

条項 中核主題 セクションタイトル ページ

7.8 社会的責任に関する自主的な取り組み

7.8.1 一般

7.8.2 参加の任意性 メンバーシップと協会 58～59

7.8.3 考察 メンバーシップと協会 58～59
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