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Partnerships and Solutions 

Through its Circular Economy
and Green Operations 
programs, Philips is driving 
circular thinking by focusing on 
sustainable consumption and 
production patterns in Philips:

In 2014, 81% of Philips total 
industrial waste was re-used 
as a result of recycling.

The target is to double the amount 
of recycled materials in Philips’ 
products by 2015 when compared 
to 2009.

The Philips City Farming 
program works with 
universities and partners to 
develop indoor commercial 
farms using LED grow lights 

20-25 harvests a year, in a 
sustainable way.

Reduced operating costs.

Up to 85% less energy usage. 

Philips Refurbished Systems 
program gives medical systems 
a second life and compared to 
new equipment, refurbishing 
medical equipment results in:

Reduced emission of CO

Fewer raw materials consumed.

Less energy used.

Sources:

GOAL 12: 
Ensure sustainable consumption and production 
patterns.

2050   
The global population 
will reach over 9bn by 2050.

41.8m tonnes of electronic waste were dumped 
globally in 2014 with only an estimated 6.5m 
tonnes recycled.

Philips Community Light Centers
are enabling social and economic development after 

 community light centers (CLCs) to be developed 
across Africa by 2016 and 30 in Latin America.

CLC’s are areas of 1000m  lit using the solar powered 
LED lighting technology.

Philips Solar LED lantern Solutions
have been developed to stop women and children 
getting sick from inhaling smoke 

In Kenya every week the health of 75,000 people 
is negatively impacted by smoke inhalation.

The annual cost is €10-20 vs €50 with the lanterns 
providing 10 times longer lasting light 
(up to 40 hours).

Philips plays a leading role in several high-level collaborations 
including the UNESCO INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT
and the UN’s en.lighten initiative.

41.8m
tonnes

International 
Partnerships 

Partnerships and Solutions 

Philips is committed to the United 
Nations Sustainable Development 
Goals which aim to improve the lives 
of people and the health of our planet

GOAL 3
Ensure healthy lives and 
promote well-being for 
all at all ages.

GOAL 7

reliable, sustainable and 
modern energy for all.

GOAL 12
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns.

At Philips, we strive to make the world healthier and more sustainable
through innovation.

Philips’ goal is to improve the lives of 3 billion people a year by 2025.  

Philips aspires to be a leading private sector player in the Sustainable 
Development Goals by focusing on the following Goals:

GOAL 3: 
Ensuring healthy lives and promote well-being 
for all at all ages.

WOMEN’S HEALTH

289,000 
women die in pregnancy and 
childbirth in Africa every year.

CHILD HEALTH

6.3 million
causes.

NCDs

>75%
of all deaths worldwide 
are due to NCDs.

Awareness
Philips launched the Fabric of 
Africa campaign to highlight 
the importance of healthy 
women and the positive 
impact they have on local 
health systems in Africa.

Partnership
Philips pledged support to 
the UN’s Every Woman Every 
Child initiative and commits 
to improve the lives of 100 
million women and children.

The Philips Foundation together 
with its partners, UNICEF and 
the International Red Cross, 
are innovating together to 
create lasting impact in the 
lives of those in most need.

NCDs
The Philips sponsored ASEAN 
Non Communicable Diseases 
(NCDs) Network promotes health 
expert collaboration to tackle 
the rise in NCDs in SE Asia.

Access to Health
Via a special mobile outreach 
van, the Philips supported 
program Asha Jyoti has 
screened almost 6,000 women 
for breast cancer, cervical 
cancer and osteoporosis in 
the past 2 years in India.

Infrastructure
In 2014 Philips inaugurated 

Center in Kiambu County in 
Kenya. The Community Life 
Center is a proof of concept that 
provides improved access to 
healthcare and at the same time 
enables social, educational and 
commercial activities after dusk.

Philips believes that reducing the burden of Non-Communicable Diseases and strengthening 
local healthcare systems is a key part of any strategy to reach Goal 3.

GOAL 7: 

sustainable, and modern energy for all.

1.3bn  
or 18% of the world’s 
population did not have 
access to electricity in 2011.

95% 
of this global total reside 
in Sub-Saharan Africa 
and developing Asia.

2.6bn 
people (38% of the 
world’s population) cook 
and heat their homes using 
traditional practices.

Philips believes that
must be part of any strategy to achieve Goal 7.

Philips believes that businesses must lead the transition to a more sustainable world if Goal 12 
is to be achieved.

Innovation for Impact

2

啓発 パートナーシップ 長期的効果につながる改革

NCDs（非感染性疾患） 保健医療へのアクセス インフラストラクチャ 

USAID Global Health Program:  
2016 President’s Budget Request

Centers for Disease Control and 
Prevention: Global Health Protection 
& Security - NCDs

Philips Annual Report 2014: Innovating 
for a healthier, more sustainable world

ASEAN Non-Communicable Diseases 
(NCD) Network

RAD-AID India: Ray of Hope

World Energy Outlook: Global energy 
trends to 2035

Philips News Center: Solar-powered 
LED luminaires from Philips can 
brighten the homes of millions

United Nations Population Fund: 
World Population Trends. 2015

United Nations University Report: 
The Global E-waste Monitor 2014: 
Quantities, Flows and Resources

Philips Lighting: The need for city 
farming

Philips Sustainability: Refurbished 
systems program

フィリップスは、国際連合(国連：UN)が掲げる
「持続可能な開発目標 (Sustainable Development 
Goals, SDGs)」に取り組んでいます。
SDGsは、人々の生活と地球の健康の向上を目指
しています。 

フィリップスは、イノベーションを通じてより健やかで、より持続可能な世界の
実現に取り組みます。 

フィリップスは、2025年までに毎年30億人の人々の生活を向上させることを目
標とします。 

フィリップスは、次の目標に対して重点的に取り組むことにより、「持続可能な
開発目標」における主要な民間プレイヤーとなることを目指します。 

すべての年齢の人の健康
な生活を確保し、福祉を
推進すること 

すべての人に安価で信頼
でき、持続可能で近代的
なエネルギーへのアクセ
スを確保すること 

持続可能な消費と生産の
パターンを確保すること 

目標3 目標7 目標12

目標3 :
すべての年齢の人の健康な生活を確保し、福祉を推
進すること

女性の健康 子どもの健康 NCDs（非感染性疾患）

28万9千人 630万人 75%
アフリカでは毎年28万9千人の
女性が妊娠および出産により
亡くなっています。 

630万人の5歳未満の子どもが
予防可能な原因により亡くな
っています。 

世界中のすべての死亡の75%が
NCDに因るものです。 

フィリップスの考え：フィリップスは、非感染性疾患の負担を軽減し、地域における医療システムを強化することが、
目標3を達成するためのあらゆる戦略の重要な部分であると考えています。 

フィリップスは「Fabric of Africa
」キャンペーンを立ち上げ、アフ
リカにおいて女性が健康であるこ
との重要性と、それが地域の医療
システムに及ぼすプラスの影響を
強調しています。 

フィリップスは国連の「Every 
Woman Every Child」イニシア
ティブを支援し、1億人の女性と
子どもたちの生活の向上に取り
組んでいます。  

フィリップス財団は、パートナ
ー、UNICEF、国際赤十字ととも
に、それを最も必要としている
人々の生活に長期的効果をもた
らすイノベーションを推し進め
ています。   

フィリップスが支援するASEAN 
Non Communicable Diseases 
(NCDs) Networkは、東南アジア
におけるNCDの増加に立ち向か
う医療専門家のコラボレーショ
ンを推進しています。 

フィリップスは、移動支援活動
用の特殊なバンを通じて「Asha 
Jyoti」プログラムを支援してい
ます。このプログラムにより、
インド国内で過去2年間にほぼ
6,000人の女性が乳がん、子宮
頸がん、骨粗しょう症の検診を
受けました。 

2014年、フィリップスはケニア
のキアンブ郡に、アフリカ初の
Community Life Centerを開設
しました。 このCommunity Life 
Centerは、医療へのアクセスを
向上させると同時に日没後の社
会活動、教育活動、商業活動を
可能にするというコンセプトの
証しです。 

目標7 :
すべての人に安価で信頼でき、持続可能で近代的な
エネルギーへのアクセスを確保すること 

13億人 26億人95%
2011年には、13億人、つまり
世界人口の18%にあたる人々
は電気を使うことができませ
んでした。 

この世界総計の95%の人々は、サ
ブサハラアフリカ（サハラ砂漠以
南のアフリカ）および開発途上の
アジアに居住しています。 

26億人（世界人口の38%）の人々
は、昔ながらの方法で調理し、屋
内を暖めています。 

フィリップスの考え：フィリップスは、エネルギー効率を高めるコラボレーションと革新的なソリューションが、目
標7を達成するためのあらゆる戦略に盛り込まれていなければならないと考えています。 

目標 12 :

パートナーシップとソリューション 

100施設2016年までにアフリカ全土で100施設、ラテン
アメリカに30施設のコミュニティライトセンター(CLC)
を開設する予定です。 

フィリップスのコミュニティライトセンター 
フィリップスのコミュニティライトセンターは、アフ
リカ全土でオフグリッドコミュニティによる日没後の
社会的・経済的発展のための活動を可能にします。 

CLCの面積は1,000mで、照明には太陽光発電型LED照
明技術が使われています。 

フィリップスの
ソーラーLEDランタンソリューション

フィリップスのソーラーLEDランタンは、室内で石油ラ
ンプの油煙や薪を燃やした煙を吸うことで女性や子ども
たちが健康を害されないように、開発されました。 

ケニアでは、毎週75,000人の人々が煙の吸入による健
康上の悪影響を被っています。 

年間コストはこれまでの€50に対してランタンは€10
～20、照明寿命は10倍長くなります(最長40時間)。 

国際的な
パートナーシップ 

フィリップスは、ユネスコ国際光年(UNESCO INTERNA-
TIONAL YEAR OF LIGHT)、国連のen.lightenイニシアティブをは
じめとする複数のハイレベルなコラボレーションにおいて、主要な役
割を果たしています。 

持続可能な消費と生産のパターンを確保すること 

2050   
2050年までに世界の人口は90
億人超に達します。 

2014年に世界中で廃棄された電気電子機器廃棄物
は4,180万トンにのぼり、リサイクルされたのは推
定650万トンにすぎません。    

4,180万
トン 

フィリップスの考え：フィリップスは、目標12が達成されるためには、ビジネス主導でより持続可能な世界への移行
を進めなければならないと考えています。 

パートナーシップとソリューション 

フィリップスは、循環型経済と「グ
リーンオペレーション」プログラ
ムを通じ、フィリップスにおける持
続可能な消費と生産のパターンに重
点を置いて、循環思考を推進してい
ます。 

フィリップスの「シティファーム」
プログラムは、大学やパートナーと
連携し、個々の作物に合わせたテイラ
ーメイドのLEDグローライトを利用す
る屋内農場を開発しています。 

フィリップスの「Refurbished 
Systems」プログラムは医療機器シ
ステムを再生させ、新しい機器と比較
して、医療機器をリファービッシュす
ることで次の結果が得られます。 

2014年、フィリップスの産業廃棄物総

排出量の81%が、リサイクルの結果と
して再利用されました。

目標は、2015年までにフィリップス製
品に含まれる再利用物質の量を2009年
と比較して2倍にすることです。

持続可能な方法による年間20～25回
の収穫。 

運営費用の低減。 

最大85%のエネルギー利用低減。  

 CO2排出量の低減。 

原料消費量の削減。 

エネルギー使用量の削減。 

出典： 

2015   90億人 


