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シンプルかつ信頼性の高い、グローバルなサステナビリティ
評価の必要性 

メリット
持続可能な資材調達を実践することで得られるメリットは数多くあります。例えば、サプライチェーン崩壊リス
クの低減、ブランドや会社の評判保護、サプライヤーとの協力によるコスト削減（エネルギー消費の削減など）
、資本調達管理および企業価値の向上（投資決定の基準へのESG要素の組み込みなど）、環境への配慮および
責任のあるサプライチェーンを求める消費者に対する市場優位性の獲得などが挙げられます。

課題
一方で、広範囲にわたって持続可能な資材調達を行うことは、さまざまな要因から困難な課題となっています。

•	サステナビリティ規格とラベルの多様化
•	社内の変革管理
•	サプライヤーの参加の促し
•	改善のための資源不足
•	サプライチェーンの複雑性

EcoVadisのソリューション
これらの問題に対応するために、EcoVadisのソリューションは、使いやすく機能的なスコアカードをウェブベー
スのプラットフォームにより提供します。プラットフォーム上では購買担当者はビジネスパートナーのサステナビ
リティ（持続可能性）パフォーマンスをモニタリングすることができ、継続的な改善努力のために共同することが
可能です。

企業価値は、企業が構築してきたサプライチェーン・ネットワークの価値と益々密接に関連するようにな
っています。大企業は、世界中に広がる膨大な数のサプライチェーンの最適化と統制を図る役割を担って
います。調達担当役員は、環境、社会、倫理のリスクを理解し、それらの基準を購買決定に統合し、自社の
サプライチェーン・ネットワークの信頼性と優位性を維持するという困難な課題に直面しています。そのた
め、持続可能な資材調達の実現は、多くの最高調達責任者や購買担当者が優先的に取り組むべき戦略課
題となっています。このような状況において、シンプルかつ信頼性の高い、グローバルなサステナビリティ
評価は必要不可欠なものとなっています。	

企業は、サステナビリティ基準に従ってサプライヤーを評価するためのバイヤー向けワンストップ
ツールを提供する、EcoVadisのようなデータベースを活用するべきです。"
–	不変の価値:持続可能な供給への革新的アプローチ（	2008年、国連グローバル・コンパクト	、国連環境計画(UNEP)
、SustainAbilityより）
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EcoVadisの評価手法は、方針、実施対策、結果を通して、企業のサステナビリティ管理の質を評価することを目
的としています。EcoVadisのサステナビリティ評価手法は、以下の 7つの基本原則 に基づいて策定されています。

ECOVADIS 7 PRINCIPLES

根拠に基づいた評価
証明責任は	評価を受ける企業にあります。サステナビリティ・マネジメントシステムは、証拠と
なる記録（方針、認証、報告など）を残します。評価において、証明書類は必ず提出されなけれ
ばなりません。企業による質問票への回答は、その証拠が提供された場合のみ考慮の対象と
なります。

業種・ロケーション・企業規模を重視
サステナビリティ・マネジメントシステムの評価では、業種別の問題、リスク国における事業拠
点の有無、事業規模および地理的範囲を考慮に入れながら評価を行います。

さまざまなソースに基づく多角的な審査
	評価は、企業から提供された証明書類だけでなく、NGO、労働組合、国際機関、地方自治体、
またはその他の第三者機関（監査機関、CDP、外部のコンプライアンスデータベースなど）が
公開している見解に基づいています。

テクノロジーの利用
評価システムは、テクノロジーによって支えられてこそ、信頼できる堅牢なシステムとなります。
テクノロジーにより、迅速な情報収集、成長、スケーラビリティを可能にする工業化を実現しま
す。

国際的なサステナビリティ専門家による評価
最新のサステナビリティの成功事例を追求している世界中のサステナビリティ専門家から成る
チームが、提供された証明書類の分析を行います。

トレーサビリティ（追跡可能性）と透明性
評価過程で使用されるすべての書類は、安全かつ追跡可能な状態で保管されます。評価対象の
企業は、必要に応じて非常に詳細な評価結果と各項目の採点決定にアクセスすることができま
す。	

継続的な改善努力による精度向上
専門的な評価手法とは、品質管理、継続的な改善努力、およびステークホルダーによるフィー
ドバックに基づいた改良が行わる評価手法です。EcoVadisは、クライアント諮問委員会と科学
委員会による支援のもと、全社的な品質マネジメントシステムを講じています。

優れたサステナビリティ・マネジメントシステムの特定 

EcoVadis の7つの原則
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企業は、主に次の2つの理由から自主的なサステナビリティ・マネジメントシステムを実施しています。

1.	 法的要件を遵守するとともに、ステークホルダーへの影響を最小限に抑えるため。例として、従業員が法的
問題に巻き込まれることを防ぐための汚職防止マネジメントシステムの実施が挙げられます。

2.	 業績と収益の改善を図るため。例えば、エネルギー消費量を削減し、それによってコスト削減を実現するた
めに、企業は目標を設定します。また、人材開発および効率性と生産性の向上を図るための研修プログラム
の実施も例として挙げられます。

先
手

の
対

応

自
主
的
対
応

法
律
上
の
義
務

後
手

の
対

応

二
重

目
標

法的要件の遵守（汚職、差
別、労働争議など）およびス
テークホルダーへの影響の

最小化

法律の遵守およびステークホルダー
への影響緩和を目的とした活動

厳格な法的要件を上回る事
（二酸化炭素の排出量、エ
ネルギー消費の削減量、災

害発生率など）

事業活動を目的とした活動

基礎的基準

包括的基準

法律

方針

実
施

対

策結
果

サステナビリテ
ィ・マネジメント

システム

優れたサステナビリティ・マネジメントシステムの特定
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EcoVadisにとって、効果的なサステナビリティ・マネジメントシステムとは、 方針、実施対策、結果報告 から成る
システムを意味します。この3つのマネジメント層は、方針(POLI)、支持(ENDO)、措置(MESU)、認証(CERT)、範
囲-措置の展開(COVE)、報告(REPO)、360°ウォッチ結果(360)の7つのマネジメント指標に分かれています。

これらの要素は、世界中のさまざまなマネジメント基準の基盤となっているPDCAサイクルの概念に基づいて
策定されています。

方針(POLI)
方針、目標、目的、ガバナンス

1

2 支持(ENDO)
外部のサステナビリティ・イニシアチブ
および原則（例: 国連グローバル・コンパ
クトなど）の支持

方針

報告(REPO)
ステークホルダーがすぐに利用できる
報告の質

1

2  360°ウォッチ結果(360)
ステークホルダー（行政機関、司法機
関、労働組合、NGOなど）の見解

結果

措置(MESU)
実施された対策(手順、教育、設備など)

1

2

3

認証(CERT)
認証、ラベル、第三者による監査

実施対策の範囲および展開
(COVE)
企業全体における認証または対策の展開
レベル

実施対策

優れたサステナビリティ・マネジメントシステムの特定

PDCAサイクル
「PDCA (plan （計画）–do （実行）–check （評価）–act （改善）またはplan （（計画）–do （実行）–check （評価）–adjust （

調整）)とは、事業活動における管理や継続的な改善努力プロセスに使用される、4ステップのマネジメントプロセスを繰
り返し実行する手法です。「デミングのサイクル」または「 plan （計画）–do （実行）–study （調査）–act （改善）(PDSA) 」
とも呼ばれています。

PDCAの概念は、Francis Baconに端を発する、科学的方法に基づいています(Novum Organum, 1620)。この科学的方
法は、「hypothesis （仮説）–experiment （実験）–evaluation （評価） 」または「plan （計画） -do （実行） -check （評価） 
」のように表現することができます。
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21のサステナビリティ基準

	 環境 労働と人権 	 倫理 	
持続可能な資材
調達

事業活動 
• エネルギー消費と温室効

果ガス
• 水
• 生物多様性
• 地域公害と汚染事故
• 原材料・化学物質・廃棄物
製品
• 製品の利用
• 使用済み製品
• 顧客の健康と安全
• 環境に優しいサービスと持

続可能な消費の促進

人的資源 
• 従業員の安全衛生
• 労働条件
• 社会対話
• キャリアマネジメントと教育

人権
• 児童労働・強制労働・人身

売買
• ダイバーシティ・差別・ハラ

スメント
• 外部の利害関係者の人権

• 腐敗行為
• 反競争的慣行
• 責任ある情報管理

• サプライヤーの環境慣行
• サプライヤーの社会慣行

企業のサステナビリティ・マネジメントシステムを評価する場合、評価の対象を定義することが重要です。評価
は、4つのテーマに分かれるさまざまなサステナビリティ課題を対象としています。サステナビリティ課題は、国
連グローバル・コンパクトの10原則1、国際労働機関(ILO)協定2、グローバル・レポーティング・イニシアティブ
(GRI)規格3、ISO 26000規格4、セリーズ(CERES)ロードマップ5、国連ビジネスと人権に関する指導原則(ラギ
ー・フレームワーク)6といった国際的なサステナビリティ規格に基づいています。

環境テーマでは、製品のライフサイクル全てへの影響(生産工程、製品の利用、および使用済み製品による影響)
を審査する事にご留意ください。一次サプライヤーだけでなく、二次・三次サプライヤーにおける課題も考慮す
るために、サプライチェーンにおけるサステナビリティ課題も「リファレンスモデル」に組み込まれています。それ
ぞれの評価における課題は、企業の状況（業種・規模・ロケーションなど）と「21のサステナビリティ課題」の関連
性に基づいて決定されます。

1. 国連グローバル・コンパクトは、持続可能性に関する普遍的原則を実施し、国連の目標達成を支援するために措置を講じる事を目的とした、企
業トップのコミットメントに基づく自発的な取り組みです。国連グローバル・コンパクトの10原則は、世界人権宣言、労働における基本的原則お
よび権利に関するILO宣言、環境と開発に関するリオ宣言、および汚職防止に関する国連条約に基づいて定められたものです（国連グローバ
ル・コンパクト公式ウェブサイト（英語版)より）	。

2. 1919年の創設以来、国際労働機関（	ILO)は、すべての男女が、自由・平等・安全・人間としての尊厳が確保された条件のもとで、生産的で働
きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）の機会を促進するという使命のもと、国際労働基準の維持と策定を行っています（	ILO
公式ウェブサイト（英語版）より）	。

3. グローバル・レポーティング・イニシアティブ(GRI)は、持続可能性分野における主要な組織であり、GRIの規格は、企業および政府機関など
の組織が重要な持続可能性の問題に対する事業の影響を理解し、報告することを支援しています（	GRI公式ウェブサイト（英語版）より）	。

4. ISO 26000規格は、企業や組織が社会的責任を伴って活動するためのガイダンスを定めています。社会的責任を伴った活動とは、健康およ
び社会の繁栄を含む持続可能な発展への貢献を目的とした、透明かつ倫理的な行動を指します。	（	ISO公式ウェブサイト（英語版）より）	。

5. セリーズ（	CERES ）の「サステナビリティ・ロードマップ」は、企業が持続可能性を見据えた経営に移行するために、「ガバナンス（統治)」、「ス
テークホルダーとの関係」、「情報開示」、および「実績」の分野において2020年までに達成するべき20の期待される項目を設定しています（
セリーズ公式ウェブサイト（英語版）より）	。

6. 2011年、国際連合人権理事会は、事業活動における人権侵害の回避と対応に関する国と企業向けのガイドラインである「国連ビジネスと人
権に関する指導原則」を、全会一致で承認しました(国連人権高等弁務官事務所（	OHCHR	）公式ウェブサイト（英語版）より）	。

サステナビリティ課題の範囲:「リファレンスモデル」
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   Question on Actions Implemented

企業の事業活動による実際の影響を正確に理解するために、評価は事業活動、規模、およびロケーションに応じ
てカスタマイズされます。これらの情報は、事前に企業がEcoVadis	レーティング	プラットフォームに登録する際に
提供され、その情報に基づいて質問票がカスタマイズされます。以下の表は、業種に応じて分析基準の選定が異
なることを例示したものです*。

基準 プラスチック製品の製造 コンピュータープログラミング

環境
エネルギー消費と温室効果ガス × ×
水 ×
生物多様性
地域公害と汚染事故 ×
原材料・化学物質・廃棄物 × ×
製品の利用
使用済み製品 ×
顧客の健康と安全 ×
環境に優しいサービスと持続可能な消費の促進 × ×
労働と人権
従業員の安全衛生 × ×
労働条件 × ×
社会対話 × ×
キャリアマネジメントと教育 × ×
児童労働・強制労働・人身売買 ×
ダイバーシティ・差別・ハラスメント × ×
外部の利害関係者の人権 × ×

*分析基準の選定は定期的に更新されます。最新の設定については、オンラインプラットフォームにてご確認ください。

また、分析基準の選定は企業の規模に応じて異なります。つまり、企業の規模に適合した質問項目と評価手
法が適用されます。例えば、規模が非常に小さい企業（従業員数が25名未満）の場合、企業のサステナビリテ
ィ・マネジメントシステムの状況に合わせて、分析基準の一部やテーマ全体が質問項目から除外されます。そ
れぞれの分析基準の項目もカスタマイズされます。例えば、コンサルティング企業における気候変動リスク管
理と、道路輸送会社による二酸化炭素の削減対策とでは、比べ物になりません。質問票におけるこれらの違い
は、EcoVadisのリサーチアナリストによる各業種のボトムアップ型基礎分析に基づいています。	

実施対する質問
道路輸送会社 コンサルティング会社
ENV314:貴社では、燃料消費及び温室効果ガス排出の削減に関し
て、どのような措置を講じていますか？
•	 経路計画を最適化するため、ITツールを活用している
•	 クライアントへのオフピーク配送を促進している
•	 運転手へリアルタイムの交通情報を提供している
•	 トラックの積み荷を計画的に最適化している
•	 従業員に定期的にエコドライブ・トレーニングを提供している
•	 輸送需要を最適化するためのツールをクライアントに提供し
ている

•	 顧客に「カーボンオフセット」のできる輸送選択肢を提供して
いる

•	 クライアントに「CO2排出量測定」のできる輸送選択肢を提供
している

•	 その他（記入してください）

ENV313:エネルギー消費及び温室効果ガス排出量の削減に関して、どのような措置を講じていますか？
•	 従業員への啓発プログラムにより、エネルギー消費量を減らしている
•	 かなりの量（エネルギーミックスの20％超）の再生可能エネルギーを使用している
•	 革新的な技術によりエネルギー消費量を削減している（詳細を記入してください）
• CO2直接排出量のモニタリングを行っている
• CO2排出量の間接的なモニタリングを行っている
•	 輸送の最適化または輸送におけるCO2排出量削減に関する対策を行っている
• CO2排出量のオフセット・プログラム（カーボン・ニュートラル・プログラムなど）が制度化されて
いる

•	 サービスのタイプごとにCO2排出量をモニタリングしている
•	 気候変動に関する研究プロジェクトに対して資金援助を行っている（詳細をい記入してください）
•	 出張からのCO2排出量を削減するための措置を講じている（電話会議やテレビ会議など）
•	 グリーンIT対策（データセンターやハードウェアの効率性向上、仮想化、データのライフサイクル
管理、テレビ会議など）を講じている

•	 その他（記入してください）

状況に合わせてカスタマイズされた評価手法 

   実施対策に関する質問



8EcoVadis レーティング 評価手法: 概要と原則 V2.4 JA
Copyright © 2018 EcoVadis SAS (Paris, France) All Rights reserved

改善
オンラインの是正措置計画モジュー
ルを利用して、継続的な改善努力を
図ることができます。

結果 
オンラインプラットフォーム上でアク
セス可能な、使いやすいダイナミッ
クなスコアカードに分析結果がま
とめられます。定量および定性分析

結果が公開されます。

証明書類の収集は、評価プロセスにおいて必要不可欠な作業です。

質問票への回答の際、企業は証明書類の提出を求められます。証明書類はすべて入念に分析され、証拠によっ
て裏付けられたもののみがスコアカード上で評価されます	。

A. 証明書類とデータ 
EcoVadisの評価プロセスでは、サステナビリティレポート・方針・手順書・認証・研修教材をはじめとした、企業
のサステナビリティ・マネジメントシステムにおいて信頼できる要素を成す、正式かつ最新の信用に足る書類を
提出する必要があります。第三者機関によって実施された実地監査の報告書も提出することができます。 また
EcoVadisは、温室効果ガスの排出量に関するデータを提供するCDPや、サプライヤーの法令、事業、評判に関す
る潜在的なリスクを特定するための外部コンプライアンスデータベースなどの特定のデータプロバイダーと提
携しています。これらのパートナーシップを通じて収集されたデータは、補足情報として審査の分析に利用され
ます。

B. 証明書類の分析
EcoVadisのサステナビリティ専門家は、包括的な証明書類の分析を行い、質問票に対する回答の具体的な証
拠を検証します。アナリストは提供された証明書類からデータを読み取り、評価手法の要件に従ってデータの説
明および構築を行い、証明書類表を作成します。証明書類のマネジメント指標の証拠は、質問票で回答されな
い限り考慮されません。

C. チェックアップ - 専門家による分析
分析プロセス中の透明性を高め、クライアントとEcoVadisのアナリストチームとのコミュニケーションを促進し、
評価対象企業がサステナビリティ・マネジメントシステムのより強いオーナーシップを発揮できるようにするため、
チェックアッププロセスを導入しています。重要な証拠が証明書類に見当たらない場合や、専門家による分析中
に追加の証拠が必要となる際は、アナリストチームがEcoVadisのプラットフォームを介して評価対象企業に連絡
を取り、追加書類を要求します。このチェックアッププロセスにより、クライアントは次の評価機会を待つことなく、
進行中の評価に追加の証拠を提供することができます。

01

02

03

04

登録
評価対象となるすべての企業がオンラ
イン上で登録し、自社に関する情報（業
種、規模、ロケーション）を提供します。

評価
サステナビリティ専門家が、様々なデータソ
ース（オンラインの質問票、証明書類、360°

ウォッチ結果など）を分析します。

フルサービス・
ソリューション

データ収集と評価プロセス 

重要
質問票は、評価対象企業とのコミュニケーションの促進及び証明書類の収集のために使用されます。企業のサステナ
ビリティ・マネジメントシステムの採点には使用されません。
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専
門

情
報

機
関

• China CSR Map(中国)
• Novethic(フランス)
• Corpwatch(	国際)
• OneWorld network(国際)
• Illegal Logging(	英国)
• Lawyers & Settlements(米国)

サ
ス

テ
ナ

ビ
リ

テ
ィ・

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

• AccountAbility(国際)
•	 企業倫理・社会的責任研究所(ブラジル)
• BSR(Business for Social Responsibility(国際)
• CSRヨーロッパ(国際)
•	 持続可能な開発のための経済人会議(WBCSD(

国際)
•	 ビジネス・ソーシャル・コンプライアンス・イニシア

ティブ(BSCI(国際))
• Business In The Community(BITC)(英国)

N
G

O

•	 中国労工観察(CLW)(中国)
• Human Rights In China(中国)
•	 グリーンピース(国際)
•	 世界自然保護基金(WWF(国際))
•	 市民防衛運動(Movimento Difesa del Cittadino(イタリア))
•	 地球の友中東(Friends of the Earth MiddleEast(中東))
•	 環境保護団体Milieudefensie(オランダ)
•	 シリコンバレー有害物質問題連合(SVTC	(米国))

労
働

組
合

アルジェリア、ラテンアメリカ、アルゼ
ンチン、オーストラリア、ベルギー、カナ
ダ、エクアドル、欧州、フランス、ドイツ、
インド、アイルランド、イタリア、日本、メ
キシコ、北米、ペルー、ポルトガル、スコ
ットランド、スペイン、スイス、英国、お
よび米国における主要な労働組合

国
際

機
関

•	 欧州人権裁判所
• Eco-Label Européen
•	 グローバル・コンパクト
•	 国際労働機関
•	 国際連合環境計画
•	 世界銀行
•	 採取産業透明性イニシアティブなど

行
政

•	 欧州経済社会評議会(欧州)
•	 欧州環境機関(欧州)
•	 競争委員会(フランス)
•	 競争委員会(英国)
•	 環境保護庁(米国)
•	 食品医薬品局(米国)

検
索

AP
I

エ
ン

テ
ィ

テ
ィ

管
理

者
AP

I管理コンソール 	
(社内)

ウェブ検索 
(開発)

項目索引 ソースエンティ
ティ

ECOVADISバックエンドクロール検索エンジン
(deltaおよびRSS)

エクストラクター

エンティティ認識

索引付け

データの収集体制は、ウェブサイトからEcoVadisへ、そしてEcoVadisからクライアントと評価対象の企業へと情
報が常に流れるように構築されています。このような構造により、評価対象となる企業はステークホルダーの見
解を毎日受け取ることができ、ステークホルダーの関心や懸念事項により迅速に対応することができます（下の
図をご覧ください）	。

360°

 ウォッチ結果  

データ収集と評価プロセス 
D.ステークホルダーの見解 – 360°ウォッチ結果
EcoVadis	は、評価対象の企業に関する見解を公表している外部ソース（ステークホルダー）のより積極的な
活用を図っています。EcoVadisの評価手法では、EcoVadisのオンラインのスマートクローラー・ツールである
「360°ウォッチ結果」を利用して、数千にのぼる外部ソース（	NGO、労働組合、国際機関、地方自治体、監査機
関、その他の第三者機関など）を取り入れています。例えば、外部のコンプライアンスデータベースからデータを
取り入れることで、国際的な制裁リストに基づいてサプライヤーのスクリーニングとモニタリングを行い、サプラ
イヤーが「重要な公的地位を有する者」との親密な関係（汚職、マネーローダリングのリスクなど）があるかどう
かを特定することができます。以下は、非難、論争、社会的争議、企業の革新的な慣行に関する情報を提供する、
有効なデータソースの一例を示したものです。
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EcoVadisは、NGOからクラウドソーシングによって取得した情報と、規制機関から入手したコンプライアンスデ
ータを、ますます積極的に活用しています。以下は、中国の労働争議において使用されたソースと、米国における
環境コンプライアンスに関するデータの例を示しています。手したコンプライアンスデータをますます積極的に活
用しています。

EcoVadisは、証明書類に基づく評価の補足として、独立監査機関に評価対象企業での実地検証を依頼すること
がございます。監査は内部品質保証と評価手法検証の目的で実施されます。この検証プロセスで入手する情報
を使用してクライアントから提供された証拠を補完し、スコアカードと評価プロセスの信頼性の向上を図ります。
なお、実地検証プロトコルはSA8000に基づいています。

E. 採点プロセス
すべての書類入力表の情報は統合され、証明書類の分析段階で特定されたすべてのサステナビリティ・マネジ
メントシステムの要素をまとめたサマリーがアナリストに提示されます（下の図をご覧ください）。このサマリー
により、マネジメント指標の採点がしやすくなります。それぞれのテーマの各マネジメント指標は、0から100まで
のスコアで採点されます。

データ収集と評価プロセス 

オンライン質問票 採点証明書類 証明書類
入力表

方針

証明書

実地監査報告書

サステナビリティレポート

その他	CDPレポートなど

情報元  http://maps.clb.org.hk/strikes/en 情報元  https://echo.epa.gov/facilities/enforcement-case-search

http://maps.clb.org.hk/strikes/en
https://echo.epa.gov/facilities/enforcement-case-search
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総合得点は、4つのテーマの得点の加重平均として算出されます。各テーマの選定とウェイトは、企業の業種、
規模およびロケーションに応じて異なります。これにより、企業の特徴を考慮しながら、企業の事業活動に応じ
て各テーマの重要度を調整することができます。
以下は、業種ごとにテーマのウェイトが異なる例を示しています

道路輸送 IT サービス

環境 33% 22%

労働と人権 33% 34%

倫理 17% 22%

持続可能な資材調達 17% 22%

7つのマネジメント指標の採点は、すべてのアナリストによって遵守されている厳格な採点ガイドラインに基づ
いて行われます。定期的なトレーニングと社内の品質管理の実施により、アナリスト間の採点基準の統一を図っ
ています。各得点レベルは、詳細な定義とサンプル証明書類のデータベースに基づいて設定されています。これ
らのガイドラインは、審査対象の各テーマに応じてカスタマイズされています。

7つのマネジメント指標の得点をもとに、それぞれの指標に割り当てられたウェイトに基づいて各テーマの得点
が算出されます。3つのマネジメント層である方針、実施対策、結果には、それぞれ25%、40%、および35%のウ
ェイトが付加されます（下の図をご覧ください）	。

データ収集と評価プロセス 

0

不十分
25

部分的
50

確立
75

高水準
100

優秀

具体的な要素が全
く特定されていな
い状態です。

設定されたすべての
主要な分析基準に
対応していない、ま
たは十分に対処し
ていない状態です。

満足できるレベル
の慣行により、設定
されたすべての主
要な分析基準に対
応しています。

設定されたすべて
の分析基準におい
て、とりわけ高いレ
ベルの慣行を実施
しています。

包括的かつ革新的
な慣行を実施して
います。外部の認証
を受けています。

環境 労働と人権 倫理 持続可能な資材
調達

ウェイト 
同じウェイト+国や規模による調整

方針 50 50 50 25
25% 方

針

サステナビリティ・イニシアティブの支持 0 0 0 0

措置及び対策 50 75 25 25

40% 措
置認証、ラベルまたは監査 100 50 50 50

実施範囲 50 25 50 25

報告・重要業績評価指標(KPI) 50 25 0 25
35% 結

果
360	論争または受賞歴 75 75 75 75

ウェイト 
企業の事業活動と規模に応じて異なります 28% 36% 18% 18%

0/100 50/100 40/100 40/100 49/100
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F. 採点スケール
企業は、スコアを利用して自社の業種でこれまで評価を受けたすべての企業と比べて、自社がどういった状況で
あるかを比較するだけでなく、絶対評価によって自社の総合的なサステナビリティパフォーマンスのレベルを把
握することができます。このスケールは、各テーマとトータルスコアに適用されます。また、このスケールは改善の
余地を残すように意図的に設計されています。	

サステナビリティパフォーマンス 予想できる結果

最高

非常に高い
リスク

85-100 優秀 高い機会

•	 構造的かつ先見的なサステナビリティアプローチ
•	 主要な課題に対する方針と具体的な実施対策そしてその詳細な実施情報
•	 実施対策とパフォーマンス指標に関する包括的なサステナビリティ報告
•	 革新的な慣行と外部からの認証

65-84 高水準 中程度の機会
•	 構造的かつ先見的なサステナビリティアプローチ
•	 主要な課題に対する方針と具体的な実施対策そしてその詳細な実施情報
•	 実施対策とパフォーマンス指標に関する有意義なサステナビリティ報告

45-64 確立
積極的な	
取り組み

•	 構造的かつ先見的なサステナビリティアプローチ
•	 主要な課題に対する方針と具体的な実施対策
•	 実施対策とパフォーマンス指標に関する基本的な報告

25-44 部分的 中程度のリスク
•	 最低限体系化されたサステナビリティ	アプローチ
•	 選択された問題に対する方針または具体的な実施対策が少ない（後手の対
処）

0-24 不十分 高いリスク
•	 サステナビリティに関する方針または具体的な実施対策がない
•	 特定の不正行為の証拠（汚染、汚職など）

データ収集と評価プロセス 

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
0-14

0
.2

15-24

3.
7

45-54

28
.1

55-64

17
.1

65-74

5
.6

75-84

0
.8

0
.0

85-10025-34

21

35-44

23
.4

総評価件数(2019年)

平均スコア(2019年)

環境

倫理

労働と人権

持続可能な
資材調達

20,007

45.1

45.6

42.7

47.7

37.8

G. 強みと改善点
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データ収集と評価プロセス 

0

不十分
25

部分的
50

確立
75 

高水準
100 
優秀

改善の余地

改善点

有効な慣行

強み

H.検証と公開
採点と強みと改善点の選定が完了すると、検証の段階に移ります。この段階では、評価手法のルールが遵守され
ているかどうかを検証します。検証が完了すると、バイヤー組織と評価対象企業に対して、スコアカードがオンラ
イン上で公開されます。

EcoVadis スコアカードには、各テーマの得点だけでなく、強みと改善点も提示されます。強みと改善点は、「方
針」、「実施対策」、「結果」という3つのマネジメント層に基づいて、スコアカードに表示されます。「強み」は、評価
対象の企業が証明した有効なサステナビリティ慣行を示しており、「改善点」は是正措置を行う必要がある領域
を提示しています。それぞれの改善点では、弊社が提案する是正措置計画の優先順位が記されています。

アナリストは、2,000以上の強みと改善点を集約したデータベースにアクセスでき、またその評価に特化した情
報を追加して強みや改善点をカスタマイズすることができます。
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品質管理 

3000
Audit Completed

工程アプローチ 組織における工程、手順、業務指示および手法を形式化し管理する事は、品質方針の支持、フィードバック
の収集、総合的な品質保証措置のモニタリングにおいて非常に重要です。

品質チェックフ
ォーム

品質チェックフォームは審査プロセスのすべてのステップで発行され、品質の問題の特定、教育研修の規
定、社内の是正措置に関する決定に利用されます。

継続的な改善プ
ロセス

EcoVadisの手法委員会が四半期ごとに会議を行い、サステナビリティ評価手法が成功事例と最新のサステ
ナビリティ規格を反映するように評価手法を定期的に見直し、必要に応じて更新します。

教育カリキュ
ラム

教育はEcoVadisの品質管理方針の必要不可欠な要素です。新しいアナリスト向けに正式な教育カリキュ
ラムが策定されています。また、継続的な教育をアナリストに提供することにより、アナリストが最新の評価
手法要件と変化するサステナビリティ規格に対応できるようにしています。

異議申し立てプ
ロセス

EcoVadisでは、評価を受けた企業が自社のスコアカードについて異議申し立てを行うことができる、公式
な企業問い合わせ体制を用意しています。弊社のアナリストチームが、すべての問い合わせに対して書面
によって対応します。企業が提供された評価結果に不服がある場合は、弊社の検証チームに問い合わせる
ことができます。

科学委員会
EcoVadisの評価プロセスと採点手法は、国際サステナビリティおよび持続可能な資材調達の専門家を含
む外部委員会による定期的な検証とチェックを受けています。科学委員会のメンバーは、弊社ウェブサイト
で公開されています。

トレーサビリテ
ィ(追跡可能性)
と守秘義務

EcoVadisが導入しているITシステムは、プロセスの厳格なトレーサビリティ(追跡可能性)を実現するだけで
なく、サプライヤーから提供された回答と書類を機密情報として厳正に管理します。サプライヤーからの事前
の同意を得ることなく情報が共有されることはありません。

EcoVadis 品質マネジメントシステムは、以下の要素から構成されています。

EcoVadisでは、品質方針や品質マニュアルをはじめとした堅固な品質マネジメントシステムを実
施しています。EcoVadisは、2016年の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に対するISO 

27001:2013認証に続き、2017年には品質管理システム(QMS)に対するISO 9001:2015認証を受け
ました。ISO 27001認証は、情報セキュリティマネジメントにおける最も広く認知された権威ある規
格です。ISO 27001認証の取得は、EcoVadisのビジネスプロセスを裏付け、極めて要求の厳しいITセ
キュリティ規格に対するEcoVadisのコミットメントを示しています。

詳細については、  https://ecovadis.com/ja/trust-center/

https://ecovadis.com/ja/trust-center/
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多くの調達責任者が、ビジネスパートナーの選定と管理にサステナビリティの問題を考慮しており、その傾向は
さらに強くなっています。欧州と北米において、大企業がサプライチェーンにおける持続可能性の問題に対処す
るために、堅牢なデューデリジェンスを実施しているかどうかを検証する規則が導入されることで、持続可能性
を重視する姿勢は促進されることでしょう。
シンプルかつ信頼性の高い、グローバルなサステナビリティ評価サービスのニーズはさらに高まっていま
す。EcoVadisは、ビジネスにおけるサステナビリティ評価の分野において、市場の基準となるような存在になる
ことを目指しています。信頼性の高い定量化されたサステナビリティ評価を提供することで、持続可能性の課題
に対する世界規模の継続的な改善サイクルの実現を推進していくこと、それが弊社の願いです。

次のステップ 

根拠に基づいた評価 業種・ロケーション・企
業規模を重視

さまざまなソースに基づ
く多角的な審査

テクノロジーの利用

国際的なサステナビリテ
ィ専門家による評価

トレーサビリティ（追跡
可能性）と透明性

継続的な改善努力によ
る精度向上

EcoVadis の7つの原則



EcoVadisについて
EcoVadisは、グローバルサプライチェーン向けにビジネス・サステナビリティ（持続可能性）の評価、イン
テリジェンス、協働的なパフォーマンスの改善のためのツールを提供する世界で最も高い信頼性を誇る
プロバイダーです。パワフルなテクノロジープラットフォームと各分野の専門家で構成されるグローバル
チームに支えられ、EcoVadisの使いやすく、実用的で持続可能なスコアカードは、160ヵ国における200
にわたる購買カテゴリーを網羅した環境・社会・倫理リスに関する詳細情報を提供します。業界のリー
ディング企業であるジョンソン・エンド・ジョンソン、ベライゾン、ロレアル、サブウェイ、ネスレ、セールスフ
ォース、ミシュラン、BASFをはじめ、75,000を超える企業がEcoVadisネットワークの一員であり、それ
らすべての企業が、自身のブランドを守り、透明性と改革を促進し、成長を加速させるために、単一の評
価手法を用いてサステナビリティパフォーマンスの評価、協力、改善に取り組んでいます。詳細について
は、ecovadis.com、Twitter、またはLinkedInを参照してください。

免責事項
免責事項著作権： 本文書のいかなる部分も、EcoVadisの書面による事前の許可なしに、いかなる形式または方法によっても複製、改変または配布することはできません。 
非保証:	本文書は情報提供のみを目的とするものであり、EcoVadisは本文書に記載されている情報、コンテンツ、テキスト、および図の正確性、信頼性、完全性を保証しません。また、本文書は通知なく変更される場合があります。
責任の制限: いかなる場合でも、EcoVadisまたはその子会社は、本文書に明示的もしくは黙示的に記載されているあらゆる見解もしくは情報の利用によって生じた、いかなる直接的損害、間接的損害、特別損害、偶発的損害または付随的損害
についても一切責任を負いません。
この文書は利便性向上のため、英語以外の言語に翻訳し提供しています。英語版と他言語版との間に齟齬が存する場合は、英語版が優先するものとします。

ヘルプセンタ  support.ecovadis.com/hc/ja

https://ecovadis.com/ja/
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https://www.linkedin.com/company/ecovadis/
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