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第8次環境計画（2015～2017年
度）の目標と成果

第8次環境計画で掲げた目標に対
する2017年度の活動成果、達成
度の自己評価について報告しま
す。

バリューチェーンでの環境配慮

バリューチェーンの各プロセスで
どのような取組をしているかを一
覧させています。

2017年度環境データ

報告期間・範囲について
マテリアルバランス
環境会計
環境パフォーマンスデータ
受賞実績

低炭素社会の実現

バリューチェーンでの温室効
果ガス排出量
生産時のCO2排出削減
製品使用時のCO2削減貢献
物流でのCO2排出量削減

循環型社会の形成

資源有効活用
資源投入量の削減
資源循環ビジネスの連携強化
使用済み製品のリサイクル
使い捨て包装材の使用量削減
水の有効利用
化学物質の管理と排出抑制

自然共生社会の実現

三菱電機グループ生物多様性
行動指針
みつびしでんき野外教室
里山保全プロジェクト

※CSRの取組へ移動します。

事業所の生物多様性保全活動
※緑の質の向上へ～事業所の生物多様性
保全へ移動します。

環境コミュニケーション

環境取組成果の開示やエコチェン
ジの発信をはじめ、環境展示会へ
の出展、環境広告など、2017年
度の様々なコミュニケーションに
ついて紹介します。

 第三者検証報告書（PDF：134KB）

※検証範囲は温室効果ガス排出量（Scope1,2,3）、水の使用量・排出
量

環境報告2018



2018年06月29日 ［環境報告2018］を公開しました。

2018年04月24日 「第9次環境計画」を発表しました。

2018年01月11日 CDPサプライヤー気候変動、CDPサプライヤーウォーター Aリスト企業に選定

2017年10月24日 CDP気候変動、CDPウォーター Aリスト企業に選定

CDPウォーター2016 Aリスト企業に選定

2010年05月18日 三菱電機グループ「生物多様性行動指針」を制定しました。

PCBを含む電気機器への対応

使用済みディスプレイの回収・再資源化

家電リサイクルに関するお知らせ

CDP気候変動2016 Aリスト企業に選定（PDF：164KB）

お知らせ



…たいへんよくできました …よくできました …もう一息 …もっとがんばりましょう

低炭素社会実現に向けた取組

生産時のCO2排出削減

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標 2017年度目標 2017年度実績 自己評価

温室効果ガスの年間排出量（CO2換算）
137万トン以下

137万トン 127万トン

製品性能向上による製品使用時CO2削減

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標 2017年度目標 2017年度実績 自己評価

107製品群での平均削減率35％（2000年度比） 35％ 35％

製品使用時CO2削減の貢献量拡大

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標 2017年度目標 2017年度実績 自己評価

127製品群以上で削減貢献量9,200万トン 9,200万トン 7,100万トン

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標と成果



循環型社会形成に向けた取組

資源有効活用

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標 2017年度目標 2017年度実績 自己評価

当社 最終処分率0.1％未満 0.1％未満 0.001％

国内関係会社 最終処分率0.1％未満 0.1％未満 0.01％

海外関係会社 最終処分率0.5％未満 0.5％ 0.59％

資源投入量の削減

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標 2017年度目標 2017年度実績 自己評価

64製品群での平均削減率40％（2000年度比） 40％ 40％



自然共生社会実現に向けた取組

「みつびしでんき野外教室」「里山保全プロジェクト」の継続開催

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標 2017年度目標 2017年度実績 自己評価

累計参加人数30,000人 4,700人 5,200人
（累計39,000人）

グローバルでのe-learning実施による環境マインド醸成

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標 2017年度目標 2017年度実績 自己評価

国内外関係会社140社（当社含む）に受講対象を
拡大

100％ 99.8％

事業所の生物多様性保全活動

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標 2017年度目標 2017年度実績 自己評価

国内全事業所で地域固有種の保護推進 24事業所 24事業所



環境経営基盤の強化

独自指標による工場環境リスクの評価と海外工場の環境対応力向上

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標 2017年度目標 2017年度実績 自己評価

当社 環境管理レベル100点 100点 99点

国内関係会社 環境管理レベル平均90点 90点 93点

海外関係会社 環境管理レベル平均80点 80点 96点



第8次環境計画（2015～2017年度）の総括

需要の変動から、製品使用時のCO2削減貢献量は計画に対し未達となりましたが、生産時のCO2排出量削減や製品使用時
のCO2削減など、低炭素社会の実現に向けた取組の結果はおおむね良好でした。循環型社会の形成、自然共生社会の実現
のための各取組の大部分は、計画通りに推移しましたが、海外における最終処分率と資源投入量の改善に課題が残りまし
た。

また、新たな活動として取り組んだ環境経営基盤の強化に向けた「環境取組レベルの向上」については、個々の事業所に
おける環境取組レベルの見える化が、全体の改善に有効であることが分かりました。引き続きPDCAサイクルを回し、
第9次環境計画へとステップアップして、更なる取組を進めていきます。



三菱電機グループは、調達、生産、輸送、使用、廃棄／リサイクルというバリューチェーンの各プロセスで、温室効果ガ
スの排出削減、資源の有効活用、環境汚染防止、自然との共生など、持続可能な社会の実現につながる様々な施策を推進
しています。下記の取組項目をクリックすると、詳細な報告をご覧いただけます。

バリューチェーンでの環境配慮

環境配慮設計 化学物質の管
理と排出抑制

自然共生社会
の実現

調達

グリーン調達

グリーン認定

RoHS指令への対応

REACH規制への対応

環境配慮設計 化学物質の管
理と排出抑制

自然共生社会
の実現

生産

生産ラインでのCO2削減

ユーティリティでのCO2削減

SF6、PFC、HFCの使用量削減

資源投入量の削減

廃棄物の分析と分別の徹底

廃棄物処分業者の開拓

節水と水のリサイクル促進

環境配慮設計 自然共生社会
の実現

輸送

積載率向上によるトラック台数
削減

鉄道輸送・海上輸送への切り替
え（モーダルシフト）

使い捨て包装材の使用量削減

環境配慮設計 自然共生社会
の実現

製品性能向上による製品使用
時CO2削減



下記のページでは、バリューチェーンにそって、マテリアルバランスをご覧いただけます。

下記のページでは、バリューチェーンでの温室効果ガス排出量をご覧いただけます。

環境配慮設計 自然共生社会
の実現

輸送

積載率向上によるトラック台数
削減

鉄道輸送・海上輸送への切り替
え（モーダルシフト）

使い捨て包装材の使用量削減

環境配慮設計 自然共生社会
の実現

使用

製品性能向上による製品使用
時CO2削減

製品使用時のCO2削減貢献

資源循環ビジネスの連携強化

環境配慮設計 自然共生社会
の実現廃棄／リサ

イクル

使用済み製品のリサイクル

「大規模・高純度プラスチック
リサイクル」の推進



報告期間・範囲について

報告対象期間、報告対象範囲を報
告します。

マテリアルバランス

事業活動に伴って発生する環境負
荷を、「つくる」「はこぶ」「つ
かう」「もどす」のライフサイク
ルに沿って報告します。

環境会計

「環境省環境会計ガイドライ
ン2005年版」に基づき算定して
います。

環境パフォーマンスデータ

2017年度の各種活動実績を報告
します。

受賞実績

2017年度の国内・海外での受賞
実績を報告します。

2017年度環境データ



報告対象期間

2017年4月1日～2018年3月31日
※2018年度以降の方針や目標・計画などについても一部記載しています。

報告対象範囲

当社、国内関係会社107社、海外関係会社84社（合計192社） 
※2008年度までは、環境保全の観点から計画的ガバナンスを行う範囲を「環境計画策定会社」とし報告書の報告範囲としてきましたが、「グ
ローバル環境経営の拡大」の方針から、当社並びに当社の主要な関係会社に拡大して報告することにしました。

本報告へのお問い合わせ先

当社は、社会への説明責任を果たし、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションの輪を広げていきたいと考えてい
ます。忌憚のないご意見、ご鞭撻をいただければ幸いです。

お問い合わせ
お問い合わせフォームにて承っております。

報告期間・範囲について



環境負荷の全体像

報告対象期間：2017年4月1日～2018年3月31日
報告対象範囲：当社、国内関係会社107社・海外関係会社84社（合計192社）
※2008年度までは、環境保全の観点から計画的ガバナンスを行う範囲を「環境計画策定会社」とし報告書の報告範囲としてきましたが、「グ
ローバル環境経営の拡大」の方針から、当社並びに当社の連結対象子会社及び持分法適用会社に拡大して報告することにしました。

製品材料

 当社 国内関係会社 海外関係会社

素材 113万t 28万t 95万t

生産

電気 11億kWh 3.1億kWh 4.1億kWh

ガス 2,511万m³ 208万m³ 1,164万m³

LPG 954t 2,165t 716t

石油（原油換算） 1,878kl 2,377kl 585kl

水 751万m³ 162万m³ 195万m³

 

上水道 123万m³ 45万m³ 64万m³

工業用水 213万m³ 7.9万m³ 129万m³

地下水 415万m³ 109万m³ 1.3万m³

その他 0.0万m³ 0.0万m³ 0.3万m³

水の再利用 329万m³ 107万m³ 17万m³

管理対象化学物質（取扱量） 4,592t 1,482t 6,458t

 

オゾン層破壊物質（取扱量） 1.1t 0.1t 541t

温室効果ガス（取扱量） 3,086t 58t 4,594t

VOC（揮発性有機化合物）（取扱
量）

1,448t 1,073t 390t

※1 素材：製品の出荷重量、包装材使用量、廃棄物の総排出量の合計値。

マテリアルバランス

※1



排出物（生産時）

 当社 国内関係会社 海外関係会社

水域への
排出

水 693万m³ 134万m³ 130万m³

管理対象化学物質 2.1t 0.0t 12t

BOD 78t 4.6t 38t

COD 16t 3.6t 124t

窒素 79t 13t 8.2t

燐 3.2t 0.2t 3.8t

SS 78t 3.1t 56t

ノルマルヘキサン抽出物質（鉱） 1.8t 0.2t 0.0t

ノルマルヘキサン抽出物質（動） 11t 0.2t 0.0t

全亜鉛 0.2t 0.0t 0.3t

大気への
排出

二酸化炭素（CO2） 58万t-CO2 17万t-CO2 33万t-CO2

管理対象化学物質
（廃棄物に含まれる量を除く）

230t 253t 480t

オゾン層破壊物質 0.0ODPt 0.0ODPt 0.2ODPt

温室効果ガス 4.7万t-CO2 3.2万t-CO2 11万t-CO2

VOC（揮発性有機化合物） 530t 274t 245t

硫黄酸化物 0.4t 0.2t 0.0t

窒素酸化物 588t 45t 22t

ばいじん 0.4t 0.5t 9.4t

廃棄物

廃棄物総排出量 88,395t 46,298t 80,897t

 

再資源化量 71,284t 36,761t 54,636t

非有害物質排出量 85,783t 45,649t 75,855t

有害廃棄物排出量 2,612t 649t 5,042t

処理委託量 19,478t 19,342t 74,557t

最終処分量 1.2t 2.4t 480t

社内減量化 687t 0.0t 209t

製品

製品の生産販売量 99万t 23万t 76万t

製品の包装材重量 5.4万t 0.8万t 10万t

※2 生産販売量：製品の出荷重量。

販売物流

 当社 国内関係会社 海外関係会社

車両燃料（ガソリン） 10,393kl 1,653kl 3.0kl

車両燃料（軽油） 27,043kl 5,118kl 18,968kl

鉄道燃料（電力） 1,421MWh 495MWh 0.0MWh

※2

※3



販売物流

当社 国内関係会社 海外関係会社

車両燃料（ガソリン） 10,393kl 1,653kl 3.0kl

車両燃料（軽油） 27,043kl 5,118kl 18,968kl

鉄道燃料（電力） 1,421MWh 495MWh 0.0MWh

海上輸送燃料（重油） 361kl 2.0kl 62,812kl

航空機燃料（ジェット） 610kl 29kl 30,613kl

※3 販売物流：海外関係会社の輸送燃料には国際間輸送での使用量を含む。

排出

当社 国内関係会社 海外関係会社

CO2排出 9.7万t-CO2 1.7万t-CO2 31万t-CO2

※4 排出：海外関係会社のCO2排出量には国際間輸送での排出量を含む。

※3

※4



消費エネルギー

当社 国内関係会社 海外関係会社

製品の使用時における消費電力量 482億kWh 32億kWh 266億kWh

※5 製品の使用時における消費電力量：製品使用時CO2削減対象の最終製品（83）が稼働期間において消費する電力量の総量（推計値）。
稼働期間として、製品別に、法定耐用年数、設計上稼働年数、及び統計値等を設定。

排出

当社 国内関係会社 海外関係会社

製品の使用時におけるCO2排出量（換算
値）

2,405万t-CO2 163万t-CO2 1,155万t-CO2

製品の使用時におけるSF6排出量（換算
値）

12.7万t-CO2 － －

※6 製品の使用時におけるCO2排出量（換算値）：製品使用時CO2削減対象の最終製品（83）の稼働期間におけるCO2排出量の総和。消費電力
量とCO2排出係数の積はCO2排出量。
CO2排出係数として、CO2 Emissions From Fuel Combustion Highlights（2013 Edition）の掲載値を使用。

※7 製品の使用時におけるSF6排出量（換算値）：SF6絶縁機器製品（7）からの稼働期間におけるSF6ガス自然漏洩量の総和。
漏洩率は、JEAC5001-2000の値を使用。地球温暖化係数は、IPCC第2次ガイドライン値を使用。

※5

※6

※7



使用済み製品

当社

エアコン 15,320t

テレビ 2,693t

冷蔵庫・冷凍庫 22,391t

洗濯機・衣類乾燥機 6,246t

パソコン 50t

※8 使用済み製品：家電リサイクル法対象4品目及びパソコンの回収量。

回収資源

当社

金属 28,265t

ガラス 658t

フロン類 302t

その他 9,329t

※9 回収資源：家電リサイクル法対象4品目及びパソコンの回収資源量。

※8

※9



集計期間・範囲と算定基準

集計期間・範囲

対象期間：2017年4月1日～2018年3月31日

集計範囲：当社、国内関係会社107社、海外関係会社84社（合計192社）

※ 集計範囲は本環境報告の対象範囲と同じです。

算定基準

「環境省環境会計ガイドライン（2005年版）」に基づき、環境保全コスト、環境保全効果（環境パフォーマンス）、環
境保全対策に伴う経済効果（収益・費用節減の実質効果）を集計しています。経済効果として、収益・費用節減の実質効
果とともに、三菱電機グループ環境会計基準に基づく推定効果（お客様の製品使用時における電気代節約などの「顧客経
済効果」と、事業所外において得られる「環境改善効果」）を集計しています。

※ 環境保全コストは、過去5年間の設備投資による減価償却費を、5年定額償却として集計しています。設備投資による収益・費用節減の実質効
果も過去5年間の投資による効果（年度ごとの効果）を集計しています。

※ 前年度との比較においては、集計範囲の変化を前年度のデータも修正した上で算出しています。

環境会計



2017年度の実績

環境保全コスト



環境保全コスト

上段：三菱電機グループ／下段：当社／単位：億円

項目 設備
投資

費用 前年度比
費用増減

主な内容

事業エリア内活動
56 78 6.8

－
40 54 6.3

公害防止
2.6 15 ▲0.5 PCB含有設備更新、処理費用

廃水処理・廃棄処理設備の維持管理
トラックの更新2.2 11 ▲0.1

地球環境保全
50 27 5.5 総合ヤードプランの実行

高効率機器への更新
PFC除害設備の維持管理36 19 3.8

資源循環
3.1 36 1.9 産業廃棄物処理委託

複数樹脂識別装置導入
洗浄装置更新1.7 23 2.7

上・下流

0.0 1.6 ▲0.3 下水道費用
容器包装等の低環境負荷化
委託費用（容リ法・二次電池処理な
ど）

0.0 1.4 ▲0.2

管理活動
1.3 34 19 EMS事務局人件費

外部審査
環境一般教育、訓練、テスト1.2 30 19

研究開発
3.8 65 27 高効率空調冷熱システムの開発

SiCデバイスの開発
膜分離バイオリアクタの開発3.6 63 20

社会活動

0.0 0.3 ▲0.0 美化清掃・緑化活動
里山保全プロジェクトなど環境ボラン
ティア活動
業界団体への寄付・会費

0.0 0.2 ▲0.0

環境損傷対応
0.0 2.8 0.3 汚染土壌・地下水の浄化および除去

大気汚染負荷量賦課金
汚染負荷量賦課金0.0 2.8 0.3

連結合計 61 182 2.3 －

単独合計 45 151 1.4 －

※ 過去5年間の設備投資による減価償却費を含む。
※ 減価償却費の集計方法を見直し、2015年度に遡って修正しました。

※



環境保全効果（環境パフォーマンス）

上段：三菱電機グループ／下段：当社／単位：億円

項目 単位 2017年度実績 前年度比増減 売上高原単位の
前年度比

総エネルギー投入量 万GJ
1,962 4.0 96%

1,163 ▲1.0 96%

水資源投入量 万m
1,108 12 97%

751 ▲33 92%

温室効果ガス排出量 万トン-CO2
127 ▲7.0 91%

63 ▲1.3 94%

CO2
（エネルギー消費） 万トン-CO2

108 0.0 96%

58 0.0 96%

HFC、PFC、SF6 万トン-CO2
19 ▲7.0 70%

4.7 ▲1.4 74%

大気への化学物質排出移動量 トン
994 262 130%

261 ▲35 85%

総排水量 万m
957 33 99%

693 ▲15 98%

水域・土壌への化学物質排出移
動量 トン

14.0 1.0 103%

2.2 ▲1.8 53%

廃棄物等総排出量 トン
215,554 ▲6,304 93%

88,395 2,231 99%

最終処分 トン
484 ▲25 91%

1.2 ▲0.3 77%

3

3



環境保全活動に伴う経済効果（実質効果）

上段：三菱電機グループ／下段：当社／単位：億円

項目 金額 増減 主な内容

収益
35 2.9

有価物の売却（金属、プラスチック、紙など）
17 ▲0.5

節約
10 ▲6.0 コストの削減（電気代、資源投入、上・下水、梱包材な

ど）8.0 ▲7.1

連結合計 46 ▲3.1
－

単独合計 25 ▲7.5

製品・サービスの環境配慮に伴う経済効果（推定効果）

上段：三菱電機グループ／下段：当社／単位：億円

項目 金額 主な内容

連結合計 9,172 製品使用時のCO2削減貢献対象の最終製品（78）のエネ
ルギー効率向上による電気料金削減単独合計 7,483

※ 基準製品は、2000年度販売製品相当。電気料金はエネルギー白書2017（資源エネルギー庁）を参照。

環境保全効果

※



生産時のCO2の排出削減計画

省エネ性能向上による製品使用時のCO2削減計画

製品使用時のCO2削減貢献量

物流でのCO2排出量

2017年度の輸送機関別輸送量構成比

廃棄物総排出量の推移［当社］

廃棄物総排出量の推移［国内関係会社］

廃棄物総排出量の推移［海外関係会社］

資源投入量削減計画

全国における当社製家電4品目の再商品化実績

包装材使用量と出荷高原単位

2017年度 水総使用量と再利用量の推移

2017年度 水総使用量の内訳

2017年度 水の再利用率

2017年度 海外の地域別水総使用量内訳

管理対象化学物質のマテリアルバランス

環境会計

野外教室リーダー育成実績

野外教室開催実績

みつびしでんき野外教室と里山保全プロジェクトの参加人数増加計画

2017年度活動実績データ

環境パフォーマンスデータ



生産時のCO2排出削減

※1 基準年度： CO2：当社単独1990年度、国内関係会社2000年度、海外関係会社2005年度
CO2以外の温室効果ガス：当社単独及び国内関係会社2000年度、海外関係会社2005年度

※2 一般社団法人 日本電機工業会の公表値（1997年）
※3 第8次環境計画策定時の電気事業連合会公表値（2013年、原発2基稼動時）
※4 海外の排出係数は一般社団法人 日本電機工業会の公表値（2006年）を参照し算出。
※5 CO2以外の温室効果ガスの地球温暖化係数はIPCC第二次評価報告書の公表値（1995年）を参照し算出。
※6 新たに海外関係会社2社を追加したため、2万t-CO2を加算



製品使用時のCO2削減貢献



物流でのCO2排出量削減



資源有効活用



資源投入量の削減

使用済み製品のリサイクル



使い捨て包装材の使用量削減

水の有効利用



■2017年度 水の再利用率
（単位：％）

2012 2013 2014 2015 2016 2017

当社 32 33 30 30 29 31

国内関係会社 47 48 45 41 40 40

海外関係会社 6.6 5.7 7.5 7.1 9.5 8.0

全体 32 32 30 29 28 29

■2017年度 海外の地域別水総使用量内訳
（単位：m ）

使用量 排水量

総量 上水道・
工業用水

地下水 河川・
湧水

総量 下水 公共用
水域

中国 807,159 804,999 0 2,160 675,783 664,613 11,170

東南
アジア

1,049,818 1,039,575 10,243 0 551,613 473,062 0

欧州 19,117 19,117 0 0 13,357 5,317 0

米国 31,546 30,846 0 0 30,846 30,846 0

中南米 32,289 29,569 2,720 0 26,705 6,077 4,420

合計 1,939,929 1,924,106 12,963 2,160 1,298,304 1,179,915 15,590

3



化学物質の管理と排出抑制

環境会計



みつびしでんき野外教室



表彰名 主催者 受賞内容・製品 受賞会社・事業所

第66回 電機工業技術功績
者表彰（委員会活動）
優良賞

（一社）日本電機工業
会

製品や電子回路基板の温室効果ガス
排出量算定方法確立とその普及

重電・産業システム機
器LCA検討WG：
（株）東芝、富士電機
（株）、東洋電機製造
（株）、（株）日立製作所、
三菱電機（株）、（株）明電
舎、（株）安川電機、みずほ
情報総研（株）、東京都市大
学

第66回 電機工業技術功績
者表彰
最優秀賞 重電部門

（一社）日本電機工業
会

世界最高速エレベータの高品質な乗
り心地を実現した先進モータ制御技
術の開発

三菱電機（株）先端技術総合
研究所、稲沢製作所

第66回 電機工業技術功績
者表彰
優良賞 重電部門

（一社）日本電機工業
会

高性能・高信頼システムの実現に向
けたMELSEC  iQ-Rシリーズ二重化
シーケンサの開発

三菱電機（株）名古屋製作所

第66回 電機工業技術功績
者表彰
優良賞 重電部門

（一社）日本電機工業
会

液体ヘリウムを使用しないMRI診断
装置向け高温超電導電磁石の研究開
発

三菱電機（株）先端技術総合
研究所、系統変電システム製
作所

第66回 電機工業技術功績
者表彰
優良賞 重電部門

（一社）日本電機工業
会

世界初UL認証取得した、直
流1500V対応PV用パワーコンディ
ショナの製品化

東芝三菱電機産業システム
（株）パワーエレクトロニク
スシステム事業部

第66回 電機工業技術功績
者表彰
優良賞 重電部門

（一社）日本電機工業
会

フィルム用途ミスト成膜装置
「TMmist」の開発と事業化

東芝三菱電機産業システム
（株）産業第三システム事業
部

第66回 電機工業技術功績
者表彰
優良賞 家電部門

（一社）日本電機工業
会

冷媒量削減と省エネ性向上を両立さ
せたエアコン霧ヶ峰FZ・Zシリーズ
の開発

三菱電機（株）静岡製作所、
住環境研究開発センター

第66回 電機工業技術功績
者表彰
優良賞 家電部門

（一社）日本電機工業
会

高級ジャー炊飯器市場を開拓した三
菱「本炭釜」

三菱電機ホーム機器（株）家
電製品技術部

第66回 電機工業技術功績
者表彰
奨励賞 重電部門

（一社）日本電機工業
会

マイクロ波電力伝送装置の開発 三菱電機（株）情報技術総合
研究所、通信機製作所

第66回 電機工業技術功績
者表彰
奨励賞 重電部門

（一社）日本電機工業
会

世界最高レベルの機能安全を有する
高圧ドライブ装置製品化

東芝三菱電機産業システム
（株）パワーエレクトロニク
スシステム事業部

第66回 電機工業技術功績
者表彰
奨励賞 重電部門

（一社）日本電機工業
会

運転予測情報に基づく熱間圧延プロ
セス省エネルギーシステムの開発

東芝三菱電機産業システム
（株）産業第二システム事業
部

第66回 電機工業技術功績
者表彰
奨励賞 重電部門

（一社）日本電機工業
会

世界最大容量で盤幅世界最小クラス
の風冷11kV高圧ドライブ装置の製
品化

東芝三菱電機産業システム
（株）パワーエレクトロニク
スシステム事業部

第66回 電機工業技術功績
者表彰
奨励賞 重電部門

（一社）日本電機工業
会

大容量リチウムイオン蓄電池システ
ムの開発

東芝三菱電機産業システム
（株）産業第三システム事業
部

受賞実績



表彰名 主催者 受賞内容・製品 受賞会社・事業所

第66回 電機工業技術功績
者表彰
奨励賞 家電部門

（一社）日本電機工業
会

布団表面を包み込む新形態マットで
布団をケアする「ふとん乾燥機」の
開発

三菱電機ホーム機器（株）家
電製品技術部

平成29年度省エネ大賞
製品・ビジネスモデル部
門
経済産業大臣賞

（一財）省エネルギー
センター

家庭用エアコン「霧ヶ峰 FZシリー
ズ」

三菱電機（株）

平成29年度省エネ大賞
製品・ビジネスモデル部
門
経済産業大臣賞

（一財）省エネルギー
センター

IE3レベルに対応した高圧＆防爆
モータ

東芝三菱電機産業システム
（株）

平成29年度関東地方発明
表彰
文部科学大臣賞

（一社）発明推進協会 自然の風を再現する技術を有する空
気調和機（特許第5787841号）

三菱電機（株）静岡製作所

平成29年度関東地方発明
表彰
発明協会会長賞

（一社）発明推進協会 喉や肌を潤すパーソナル保湿機（意
匠登録第1526863号）

三菱電機（株）デザイン研究
所、三菱電機ホーム機器
（株）家電製品技術部

平成29年度関東地方発明
表彰
群馬県知事賞

（一社）発明推進協会 1ポンプで沸上・追焚き可能な貯湯
式給湯機（特許第5553059号）

三菱電機（株）群馬製作所

平成29年度関東地方発明
表彰
静岡県発明協会会長賞

（一社）発明推進協会 高効率、高信頼性小形空調用圧縮機
（特許第5535137号）

三菱電機（株）静岡製作所

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 高騒音下でも明瞭通話可能な雑音抑
圧装置（特許第3454190号）

三菱電機（株）情報技術総合
研究所

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 低コストで高性能なミリ波伝送線路
変換器（特許第5289551号）

三菱電機（株）鎌倉製作所、
デザイン研究所、情報技術総
合研究所

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 設置空間に調和するネットワークカ
メラ（意匠登録第1533789号）

三菱電機（株）デザイン研究
所

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 住空間に調和するＩＨクッキング
ヒーター（意匠登録
第1524039号）

三菱電機（株）デザイン研究
所

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 ヒートポンプ給湯機の高効率運転
（特許第4975067号）

三菱電機（株）住環境研究開
発センター、群馬製作所

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 空気調和機用貫流送風機（特許
第5774206号）

三菱電機（株）住環境研究開
発センター、先端技術総合研
究所、静岡製作所

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 固定子、電動機、および空調機（特
許第5855677号）

三菱電機（株）住環境研究開
発センター、冷熱システム製
作所、生産システム本部

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 車載レーダの不要波抑圧装置（特許
第4056500号）

三菱電機（株）鎌倉製作所



表彰名 主催者 受賞内容・製品 受賞会社・事業所

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 適切な保守点検の時期を報知する電
気機器（特許第5656523号）

三菱電機ホーム機器（株）住
設機器技術部

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 ペルチェ式クールインキュベータの
放熱構成（特許第3454751号）

三菱電機エンジニアリング
（株）静岡事業所

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 文字データ修正装置およびプログラ
ム（特許第5661214号）

三菱電機インフォメーション
システムズ（株）ITソリュー
ション事業本部

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 LED高天井用照明器具（意匠登録
第1556007号）

三菱電機照明（株）開発本部

平成29年度関東地方発明
表彰
発明奨励賞

（一社）発明推進協会 エアコン化粧パネル取付ネジの手持
レス構造（特許第5950877号）
パネルに予めネジを組み込むこと
で、天井への取り付け作業中にネジ
を取り出す必要がなく、落下の心配
もなし

三菱電機エンジニアリング
（株）静岡事業所

平成29年度全国発明表彰
朝日新聞社賞

（一社）発明推進協会 回転電機の偏心推定方法と偏心推定
システムの発明

三菱電機（株）先端技術総合
研究所、コンポーネント製造
技術センター、中津川製作所

平成29年度神戸市環境功
労賞

神戸市 「神戸市環境保全協定」（平成8年
締結）に基づき、「エネルギー使用
量の大幅削減や見える化」に取り組
むほか、廃棄物の発生抑制や、地域
の環境美化活動に取り組むなど、長
年にわたり、環境保全に多大な貢献
をしている

三菱電機（株）神戸製作所

緑のカーテンコンテスト
最優秀賞

長崎県 諫早市 ゴーヤ・あさがおによる緑のカーテ
ン

メルコアドバンストデバイス
（株）

2017年（第27回）日経地
球環境技術賞
優秀賞

日本経済新聞社 家電リサイクルにおけるプラスチッ
ク循環の拡大

三菱電機（株）本社、先端技
術総合研究所

第30回 日経ニューオフィ
ス賞
近畿ニューオフィス奨励
賞

日本経済新聞社
（一社）ニューオフィ
ス推進協会

技術棟：
良好な執務環境（日射抑制、自然採
光、自然換気）の形成による知的生
産性の向上を図った

三菱電機（株）冷熱システム
製作所

平成29年度「環境賞」
優秀賞

（国研）国立環境研究
所
日刊工業新聞社

電磁開閉器のカドミウムフリー化 三菱電機（株）先端技術総合
研究所、名古屋製作所
三菱電機エンジニアリング
（株）名古屋事業所

熊日緑のリボン賞 熊本日日新聞社 熊本県内各地で長年にわたり、社会
奉仕や環境美化などに取り組む

三菱電機（株）パワーデバイ
ス製作所 熊本事業所

第49回市村産業賞
貢献賞

（公財）新技術開発財
団

電動パワーステアリングの性能・機
能向上による普及率拡大

三菱電機（株）先端技術総合
研究所、姫路製作所、コン
ポーネント製造技術センター



表彰名 主催者 受賞内容・製品 受賞会社・事業所

第63回（平成28年度）大
河内賞
大河内記念技術賞

（公財）大河内記念会 小形誘導モータの横流れ電流を低減
する加工法の開発

三菱電機（株）先端技術総合
研究所、中津川製作所

第44回
日本冷凍空調学会賞技術
賞

（公社）日本冷凍空調
学会

ルームエアコン室内機「霧ヶ峰ＦＺ
シリーズ」

三菱電機（株）先端技術総合
研究所、静岡製作所
三菱電機エンジニアリング
（株）

緑のカーテンコンテスト 中部電力（株）掛川営
業所

北工場の玄関ポーチに設置した緑の
カーテンで省エネを図った

三菱電機照明（株）掛川北工
場



バリューチェーンでの温室効果ガ
ス排出量

温室効果ガス排出量算定に関する
国際基準「GHGプロトコル」や
環境省の「サプライチェーンを通
じた温室効果ガス排出量算定に関
する基本ガイドライン」などを参
考に算出した2017年度の温室効
果ガス排出量を報告します。

生産時のCO2排出削減

エネルギー起源
のCO2と、CO2以外の温室効果
ガス（SF6、HFC、PFC）の削減
に向けた目標、2017年度の取組
内容、成果を報告します。

製品使用時のCO2削減貢献

製品の省エネ化促進についての目
標と2017年度の取組成果及び旧
製品から省エネ性能の高い新製品
への置き換えによって削減できた
とみなすCO2量を報告します。

物流でのCO2排出量削減

物流の効率化に向けた「物流Just
in Time改善」活動の内容
と2017年度の成果を報告しま
す。

低炭素社会の実現



スコープ3への対応

三菱電機グループでは、温室効果ガス排出量算定に関する国際基準「GHGプロトコル」や環境省の「サプライチェーン
を通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」などを参考に、事業活動による排出（スコープ1、スコー
プ2）と、自社の事業活動範囲外での間接的排出（スコープ3）について把握、算定しています。

バリューチェーンでの排出の8割程度を「販売した製品の使用に伴うGHG排出量（スコープ3・カテゴリ11）」が占めて
いることから、三菱電機グループは、エネルギー効率が高く、使用時のGHG排出量の削減につながる製品の開発に注力
します。同時に、生産時のCO2排出量削減、CO2よりも温室効果の高いガスの削減も継続して追求していきます。

2017年度の温室効果ガス排出量

★マークを付した三菱電機グループGHG排出量については、SGSジャパン株式会社による第三者検証を受けました。

第三者検証報告書（PDF：134KB）

バリューチェーンでの温室効果ガス排出量



スコープ 算定量
（万トン-

CO2）
（下段：ス
コープ3排
出量比率）

算定概要
カテゴリ

スコープ1
自社での燃料使用に伴う直接排出

31★ 自社での燃料の使用や工業プロセスによる
直接排出

スコープ2
外部から購入した電力や熱の使用に伴う間接排出

自社が購入した電気・熱の使用に伴う間接
排出

マーケットベース 98★ 契約に基づいた電力の排出係数で算定

ロケーションベース 97★ 区域内における発電の平均排出係数で算定

スコープ3
自社の事業活動範囲外での間接的排出

カテゴリ1
購入した製品・サービス

670
（15％）

原材料・部品、仕入商品・販売に係る資材
等が製造されるまでの活動に伴う排出

カテゴリ2
資本財

66
（1.5％）

自己の資本財の建設・製造から発生する排
出

カテゴリ3
スコープ1,2に含まれない燃料及びエネル
ギー関連活動

8.5
（0.2％）

発電や熱供給等に必要な燃料の調達、他者
からの電力等の調達に伴う排出

カテゴリ4
輸送、配送（上流）

43
（1.0％）

原材料・部品、仕入商品・販売に係る資材
等が自社に届くまでの物流に伴う排出

カテゴリ5
事業から出る廃棄物

0.04
（0.0％）

自社で発生した廃棄物の輸送、処理に伴う
排出

カテゴリ6
出張

4.0★
（0.1％）

従業員の出張に伴う排出

カテゴリ7
雇用者の通勤

2.9★
（0.1％）

従業員が事業所に通勤する際の移動に伴う
排出

※1

※2

※3

※4

※5

※6

※7

※8



スコープ 算定量
（万トン-

CO2）
（下段：総
排出量比
率）

算定概要
カテゴリ

カテゴリ8
リース資産（上流）

－ 自社が賃借しているリース資産の操業に伴
う排出（当社はスコープ1,2で算定）

カテゴリ9
輸送、配送（下流）

0.7
（0.0％）

製品の輸送、保管、荷役、小売に伴う排出

カテゴリ10
販売した製品の加工

0.2
（0.0％）

事業者による中間製品の加工に伴う排出

カテゴリ11
販売した製品の使用

3,736★
（82％）

使用者（消費者・事業者）による製品の使
用に伴う排出

カテゴリ12
販売した製品の廃棄

3.0
（0.1％）

使用者（消費者・事業者）による製品の廃
棄時の輸送、処理に伴う排出

カテゴリ13
リース資産（下流）

0.01
（0.0％）

賃貸しているリース資産の運用に伴う排出

カテゴリ14
フランチャイズ

－ フランチャイズ加盟社における排出（当社
は対象外）

カテゴリ15
投資

8.0
（0.2％）

投資の運用に関連する排出

合計 4,543

※1 環境省・経済産業省 基本ガイドラインより引用
※2 ガス、重油などの使用、製品製造に伴うCO2、SF6、PFC、HFC排出量
※3 電力などの使用に伴うCO2排出量
※4 一部地域除く
※5 製品の物流・流通（販売物流）に伴うCO2排出量 【対象】製造拠点55社
※6 廃棄物の輸送（廃棄物物流）に伴うCO2排出量 【対象】当社
※7 日本での実績。タクシー利用・宿泊に伴うCO2排出量を除く
※8 全従業員が旅客鉄道を利用と仮定

※1

※4



第8次環境計画（2015～2017年度）の目標と2017年度の成果

第8次環境計画（2015～2017年度）では、「エネルギー起源CO2」と「CO2以外の温室効果ガス
（SF6、HFC、PFC）」を合わせた削減活動を推進し、2020年度には全温室効果ガスの年間排出量をCO2換算で154万ト
ン以下に抑制することを目標としています。

2017年度の温室効果ガス排出量はCO2換算で127万トンとなり、目標の137万トン以下を達成しました。主な要因は、
国内では、高効率機器への更新やコンプレッサーや空調機の運転を最適化する制御技術の水平展開が、また海外では、国
内工場における省エネ良好事例の適用、設備更新や生産設備の運用改善が進んだことです。CO2以外の温室効果ガスにつ
いては除害、回収が進み、計画が順調に進展しました。

※1 基準年度： CO2：当社単独1990年度、国内関係会社2000年度、海外関係会社2005年度
CO2以外の温室効果ガス：当社単独及び国内関係会社2000年度、海外関係会社2005年度

※2 一般社団法人 日本電機工業会の公表値（1997年）
※3 第8次環境計画策定時の電気事業連合会公表値（2013年、原発2基稼動時）
※4 海外の排出係数は一般社団法人 日本電機工業会の公表値（2006年）を参照し算出。
※5 CO2以外の温室効果ガスの地球温暖化係数はIPCC第二次評価報告書の公表値（1995年）を参照し算出。
※6 新たに海外関係会社2社を追加したため、2万t-CO2を加算

生産時のCO2排出削減



Mitsubishi Electric Power Products, Inc. ガス遮断器（GCB）

【事例紹介】Mitsubishi Electric Power Products, Inc.（米国）

米国ピッツバーグに本社を構えるMitsubishi Electric Power Products, Inc.では、年間1,500台を超えるガス遮
断器（GCB）を製造し、北米の顧客に供給しています。GCBに封入する6フッ化硫黄ガス（SF6）は温暖化係数
がCO2の約2万倍と非常に高い気体です。このことを踏まえ、2017年度には、SF6の大気排出防止に向けた施策
を強化しました。

この度の取組では、製造工程におけるSF6の入出力の管理手法を改めて見直し、現場設備での漏えい抑制、確実
な回収、作業工程の是正など、管理上の課題を抽出。この結果をもとに、設備面で2件、作業面で4件の改善策
を実施しました。これにより、SF6排出量を前年比で40％削減することができました。

今後も温室効果ガスを含む生産時CO2の削減策を継続するとともに、国内のマザー工場と連携して、SF6を使用
しない製品の開発・普及にも取り組んでいきます。

エネルギー起源CO2の削減施策と取組成果

エネルギー起源CO2の削減に当たっては、「ユーティリティの省エネ推進」と「生産設備の省エネ推進」を活動の柱と
し、2017年度は2.4万トンを削減しました。

この中で主な成果は、ユーティリティや生産設備等の設備投資による削減1.3万トン、ユーティリティや生産ラインの運
用改善や省エネ推進による削減0.9万トンです。

なお、国内では、省エネ法の事業者クラス分け評価制度において、当社を含めてグループ13社が省エネ優良事業者（Sク
ラス）として認定されています。



当社製インバータ
（FREQROL-A800）

【事例紹介】国内9工場への良好事例の水平展開

当社では、各工場の省エネ担当者が集う「全社環境推進責任者会議」などの機会にそれぞれの取組事例を共有し
ており、効果の高い取組や技術を他の拠点に水平展開することで、成果の拡大を図っています。この一環とし
て、2017年度には、自社製品のインバータを活用した省エネに取り組みました。
日本国内で使用される電力の半分は各種モーターで消費されると言われており、更には、その4割がポンプ用
モーターに用いられるとされています。また一般的に、工場でポンプを導入する際には、流量 に10％～20％
の余裕を持たせて設備設計します。言い換えれば、通常のポンプでは、常に余分にモーターが回っており、その
分ムダに電力を消費しているということになります。この回転数をインバータで調整し、供給流量を適正化する
ことで、大きな省エネ効果が得られます 。
今回の取組ではまず、当社のインバータ開発者が、工場の省エネ担当者を対象とす
る技術講習を行いました。講習では、インバータを用いた省エネ改善の手順を習得
するとともに、モデル工場で稼働中のポンプを題材として、その効果を体感しま
す。この内容を各担当者が所属工場で展開した結果、合計10台のポンプについて改
善点の抽出・対応が行われ、年間消費電力量を平均67％削減することがで
き、CO2削減効果は合計125t-CO2／年となりました。その後も継続的に活動を進
めています。
※1 流量：ポンプが一定時間に吐出する液体や気体の量。
※2 効果はモーター回転数の3乗に比例。

インバータを用いた省エネ改善

※1

※2



SF6、HFC、PFCの削減施策と取組成果

三菱電機グループが事業活動で主に排出するCO2以外の温室効果ガスは、SF6（六フッ化硫黄）、HFC（ハイドロフルオ
ロカーボン）、PFC（パーフルオロカーボン）の3種類です。
SF6は電気絶縁用途でガス絶縁開閉装置の内部に使用されるほか、半導体・液晶などのエッチング工程でも使用されま
す。
HFCは空調機や冷蔵庫の内部で冷媒として、PFCは、半導体・液晶などのエッチング工程で使用されます。

2017年度は、国内で低温暖化係数冷媒への転換と半導体エッチング工程におけるガス除害装置導入が拡大しました。ま
た、海外では、ガス回収率の向上や、検証試験における冷媒回収や低温暖化係数冷媒への転換が進みました。これらの施
策により、全体ではCO2換算で4.0万トンを削減しました。



第9次環境計画（2018～2020年度）のポイント

生産時のCO2排出削減に関しては、2007年10月の「環境ビジョン2021」策定時に掲げた「生産時のCO2排出総量を基
準年度 比30％削減」とする目標に対する進捗状況を踏まえ、3年ごとの環境計画では、より高い目標を掲げてきまし
た。

今年度からスタートした「第9次環境計画（2018～2020年度）」は、ビジョンの実現に向けた最後の環境計画です。

「第9次環境計画」では、2020年度の全温室効果ガスの年間排出量目標を、CO2換算で「147万トン以下」に抑制するこ
ととしています。第8次環境計画（2015～2017年度）では2020年度に「154万トン以下」を目標としていましたが、エ
ネルギー起源のCO2削減、CO2以外の温室効果ガス削減ともに、施策の実践を通じて順調に成果を上げていることから、
目標値を見直しました。これは、「環境ビジョン2021」の基準値に対し45％削減となります。
※基準年度： CO2：当社単独1990年度、国内関係会社2000年度、海外関係会社2005年度

CO2以外の温室効果ガス：当社単独及び国内関係会社2000年度、海外関係会社2005年度

CDP の最高評価「Aリスト企業」に2年連続で選定されました
当社は、CDPから温室効果ガスの排出削減や気候変動緩和に向けた活動と戦略
において特に優れた活動を行っている企業として評価され、「CDP気候変動」
において、2016年度、2017年度と2年連続で最高評価の「Aリスト企業」に選
定されました。また、「CDPサプライチェーン・プログラム」においても、2年
連続で「CDPサプライヤー 気候変動」でAリスト企業に選定されました。これ
からも、持続可能な社会の実現に向けて取組を積極的に進めていきます。

※ CDP：企業や都市の環境への取組を調査・評価・開示する国際NGO（非政府組織）

※

※



製品使用時のCO2排出量は、生産活動を通じたCO2排出量の数十倍にも上ることから、三菱電機グループでは「製品使用
時のCO2削減」と「製品使用時CO2削減貢献量の拡大」を重要課題と定めています。

現在、三菱電機グループ全体では約260の製品があります。そのうち、「当社主導で設計開発が可能であり、製品環境側
面分析をして製品使用時CO2排出量削減が主要な環境側面であると特定した製品」を対象製品として技術革新を進め、エ
ネルギー効率向上を図っています。

「製品使用時のCO2削減」の
第8次環境計画（2015～2017年度）の目標と2017年度の成果

お客様が製品を使用する際に消費される電力量は、その電力を製造したときのCO2排出量とみなされます。製品のエネル
ギー効率を高めれば、製品使用に伴うCO2排出量の削減が可能です。第8次環境計画（2015～2017年度）では「2000年
度比で、107製品群の平均削減率35％」という目標を掲げています。

2017年度は情報通信システム分野および電子デバイス分野を中心に削減努力を継続し、平均削減率は、102製品におい
て2000年度比で35％の高水準を維持しました。

製品使用時のCO2削減貢献



冷熱空調での取組

当社は、インバーター圧縮機・パワー半導体などの高効率デバイスを活かし、業界トップレベルの省エネルギー性能を有
する空調冷熱機器を提供しています。

高度な省エネ技術を活かして、空調機器を中心としたグローバル展開に取り組んできましたが、地域拡大による気候の違
いやニーズの違い、また異なる環境規制など、各地域の要望にスピーディーかつタイムリーに対応するため、開発・生産
体制のグローバル化に取り組んでいます。例えば海外では、2015年にイタリアで空調事業会社（MEHITS社、旧デルク
リマ社）を買収、2016年にはトルコでルームエアコンの開発・生産を担う新会社を設立しました。日本では、2016年に
和歌山県にある冷熱システム製作所で空調冷熱機器の実証設備を竣工、静岡製作所でも空調開発設計・評価棟を建設中
で、2019年の稼働を予定しています。このような取組を通じて、CO2排出量の削減に貢献していきます。

グローバルな開発体制で現地ニーズに合った製品を提供



平成29年度省エネ大賞
最高賞「経済産業大臣賞」を受賞

三菱ルームエアコン霧ヶ峰FZシリーズ

AI技術を活用し、360°センシングで得られた外気温や
日射熱などのデータをもとに、少し先の体感温度を予測
する世界初 の技術「ムーブアイmirA.I.」を採用。高
い省エネ性と快適性の両立を実現しました。更にイン
バーター回路には、モーターの必要回転数に応じて自動
で配線を切り替える「Active Switch Compressor（ア
クティブスイッチコンプレッサー）」 を搭載。これ
も世界初 の技術で、部屋をすばやく快適な温度にす
るハイパワー運転と、設定温度到達後の安定運転の両方
で高効率運転を実現しました。

※1 ：2017年11月1日発売時、当社調べ。
※2 Active Switch Compressor：2種類のDCモーター結線を有す

るコンプレッサー。この結線を自動で切り替えることで、ハ
イパワー運転・安定運転の双方に対応できる。

※3 ：2017年11月1日発売時、当社調べ。

※1

※2
※3



交通システムでの取組

当社は、鉄道交通システムにおいて、「走る」「止まる」「制御する」を1社で実現できるメーカーとして、推進制御装
置や主電動機、補助電源装置をはじめ、様々な電機品を提供することが可能です。鉄道システム全体での省エネルギー化
実現に貢献しています。

近年、世界各地で、より環境負荷の低い大量輸送手段として鉄道の重要性が増しており、こうしたニーズに応えるため、
当社は、各国で鉄道車両用電機品の事業体制を強化しています。例えば、2013年にはイタリアの鉄道車両用空調装置
メーカーであるクリマットファーを買収。欧州では2016年にも、ポーランドの鉄道車両用電機品メーカーであ
るMEDCOMとの協業を開始しています。米国では2014年に現地生産要求対応力を強化。アジアでは各都市で鉄道導入計
画が進められているインドにおいて、2015年に鉄道車両用電機品の工場を稼動させ、生産・販売・保守体制を確立して
きました。

鉄道の重要性が増す地域に向けて様々な電機品を提供



ビルシステムでの取組

当社は、エレベーター・エスカレーターなどの昇降機から照明、空調に至るまで、ビル内で使用される幅広い製品を提供
しています。それら製品のエネルギー効率を向上することで、ビルの省エネルギー化を実現できます。あわせて省エネ支
援機器と各種センサーによるシステム制御を行うビルマネジメントシステムも提供し、ビル全体の省エネや運用コストの
低減を支援しています。

昇降機は、新興国を中心に都市化が進み、需要が拡大しています。また、成熟国では長年使用された昇降機の既存設備を
活用したリニューアルニーズも増えています。当社はこうしたニーズに応えるため、各国で開発力の強化や生産能力向上
に取り組んでいます。2016年度にはインド・タイで新工場を稼働。2017年度にはこのタイ新工場内に新たに試験棟を設
けるとともに、韓国でも新工場を稼動させました。

マザー工場である稲沢製作所（愛知県）では、2016年に新研修センターが稼働しました。ビルシステム事業の更なるグ
ローバル展開に向け、昇降機及びビルマネジメントシステムの販売・製造・工事・保守を担う人材の育成も強化していま
す。

ビル内で使用される多彩な製品を提供



拡大

白鷺電気工業株式会社の新本社ビルに納入した
設備・システムの概要

電機メーカー初のZEBプランナーとしてZEBに貢献する設備・システムを納入

2018年1月、白鷺電気工業株式会社の新本社ビル向けに、
電機メーカー初のZEBプランナー としてZEB に貢献す
る設備・システムを納入しました。今回、国内のオフィス
ビル向けに初めて 中低圧直流配電ネットワークシステ
ムD-SMiree（ディースマイリー）を納入したほか、省エネ
性能に優れた設備により、基準一次エネルギー消費量 に
対して、75％ の省エネを実現しました。

※1 2017年度より経済産業省がZEB普及のために設定した登録制度
※2 ZEB:net Zero Energy Building
※3 2018年1月31日現在（当社調べ）
※4 平成28年省エネルギー基準において、地域、建物の用途及び部屋

の用途ごとに定められている、冷暖房、換気、給湯、照明、昇降
機などのエネルギー消費量の合計値

※5 2018年6月BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）による評価
再取得

※1 ※2

※3

※4
※5



「製品使用時CO2削減貢献量の拡大」の
第8次環境計画（2015～2017年度）の目標と2017年度の成果

三菱電機グループでは、「製品使用時CO2削減貢献量」の見える化・拡大にも取り組んでいます。 CO2削減貢献量と
は、旧製品から省エネ性能の高い新製品への置き換えにより削減できたと見なすCO2の量で、製品寿命までのCO2削減効
果に販売台数を乗じたもので、次式で定義しています。

CO2削減貢献量＝1台当たりの製品使用時CO2削減効果×当年度販売台数

CO2削減貢献量の算出に当たっては、公的規格や業界で定めた算定方法を用いていますが、算定方法がないものは当社が
独自に製品の使用シナリオを定めて算出しています。中間製品は、GHGプロトコルのスコープ3ガイドラインに基づき、
製品質量や売上高比で按分して算出しています。

第8次環境計画（2015～2017年度）では「127製品群以上で削減貢献量9,200万トン」という目標を掲げていました
が、削減貢献量が大きい製品群の販売が想定ほど伸びなかったことから、2017年度の削減貢献量は、114製品群
で7,100万トン となりました。
※ この量は、東京都のエネルギー起源CO2排出量6,060万トン（2016年7月東京都環境局）を上回ります。

※



製品使用時CO2削減貢献量の算出対象製品の内訳

製品
（製品群数）

製品例 算定に考慮した基準、指標

最終製品
（83製品群）

プラント監視制御装置、車両用空調
装置、車上情報システム
（TIS、ATC、TIMS）、発電プラン
ト向け監視・保護制御装置、遮断
機、エレベーター、高度道路交通シ
ステム（ITS）、衛星通信地球局設
備、光／無線アクセスシステム、エ
アコン、テレビ、冷蔵庫、ロスナ
イ、加工機、ロボット、照明器具・
ランプ、IHクッキングヒーター など

製品自身の消費電力削減で得られる貢献量

省エネ支援機器、エレベーターモダ
ニゼーション、全熱交換形換気機器
「ロスナイ」

省エネ支援機器導入による電気使用量の抑
制効果、リニューアル時に高効率な部品へ
のバージョンアップなどで得られる貢献
量、使用時に捨てられるはずのエネルギー
を熱交換により利用している量

遮断器、開閉器 SF6ガスの漏れ削減量（CO2換算値）

太陽光発電、タービン発電
発電時のエネルギー使用を差し引いた発電
の発電量、発電効率改善により多く得られ
る発電量

中間製品
（31製品群）

エアコン用外販コンプレッサー 組み込んだ製品の消費電力削減で得られる
貢献量

インバーター、各種モーター 組み込んだ製品の電力損失削減で得られる
貢献量各種デバイス

電動パワーステアリング、オルタ
ネーター、スターター

組み込んだ製品の燃費向上を質量ベースで
按分した貢献量

火力発電のコンバインドサイクル化
老朽火力発電の更新で化石燃料の使用を削
減。CO2排出削減を売上高ベースで按分し
た貢献量

※ 電力使用製品に関しては、CO2 Emissions From Fuel Combustion Highlights（2013 Edition）に掲載の
国別、地域別のCO2排出係数を使用。

※ 火力発電に関しては、電機・電子四団体 低炭素社会実行計画 算定方法論の火力電源係数を使用。
※ その他のエネルギー使用や温室効果ガスに関しては、環境省、経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告
マニュアル」の係数を使用。

※ 製品群数は当該年出荷台数0の製品群を除いた数。



第9次環境計画（2018～2020年度）のポイント

新しい3カ年計画「第9次環境計画（2018～2020年度）」は、「環境ビジョン2021」の実現に向けた最後の環境計画で
す。製品使用時のCO2削減に関しては、2007年10月のビジョン策定時に掲げた「製品使用時のCO2排出量を2000年度
比30％削減」とする目標を「第7次環境計画（2012～2014年度）」ですでに達成済みです。

そこで、「第8次環境計画」以降は、より高い目標を掲げてきました。「第9次環境計画」では、製品性能向上による製
品使用時CO2削減対象製品を開発計画に織り込み、「2000年度比で、107製品群の平均削減率35％」の維持を目指しま
す。

また、「製品使用時CO2削減貢献量の拡大」については、「127製品群以上で7,000万トン」の削減貢献を目標に設定し
て取り組みます。第9次環境計画では、安定的に7,000万トンを超えるような目標値を設定しました。



（当社と国内関係会社）
出荷高原単位 
CO2排出量

製品（販売）物流における基本方針

三菱電機グループでは、「Just in Time 改善活動」の一環として、物流業務の改善を推進しています。この活動は、物
流業務の定量評価によって物流を「見える化」し、ムリ、ムラ、ムダをなくすもので、輸送効率、経済性の改善と、環境
負荷も少ない物流「Economy & Ecology Logistics」（エコ・ロジス）の実現を目指しています。

三菱電機グループの2017年度の成果

 
0.0296トン-CO2／百万円（前年度比4.6％減）
11.5万トン（前年度比 微減）

当社と国内関係会社については、2017年度も次のような施策を前年度から継続して実践しました。

輸送ルート見直し
トラック輸送から鉄道輸送への切り替え（モーダルシフト）
積載率向上によるトラック台数削減（コンテナラウンドユースを含む）

2017年度はこれらの施策により、当社のCO2排出量は9.7万トン（前年度比0.04万トン増）、国内関係会社のCO2排出
量は1.7万トン（前年度比4.0％減・0.08万トン減）となりました。

海外関係会社については、20社の合計で、CO2排出量は31.2万トン（前年度比1.7万トン減）となり、出荷高原単位
は0.323トン-CO2／百万円（前年度比4.0％減）でした。

物流でのCO2排出量削減



【事例紹介】

国内関係会社では、2017年度、中国の工場で製造した製品を日本に輸入する際のプロセスを見直し、CO2排出
量の削減を図りました。

これまでは中国から製品を輸入したあと、日本国内の工場で検査し、お客様に納入していましたが、製品リード
タイムを短縮するために、この検査を中国の工場に委託しました。さらに、輸入拠点をお客様の近くにすべく、
横浜港から福山港に変更しました。

これらの取組により、輸送にかかる日数を従来の14日間から9日間にまで短縮、CO2排出量を74.2％削減しま
した。



資源有効活用

限りある資源を有効活用するため
の重点施策と、廃棄物最終処分率
低減に向けた目標、2017年度の
取組内容、成果を報告します。

資源投入量の削減

循環型社会の実現に資する製品の
小型・軽量化とリサイクルの取組
について、目標と2017年度の取
組内容、成果を報告します。

資源循環ビジネスの連携強化

環境関連事業を拡大していくため
の「リユース・リサイクルビジネ
ス」や「資源効率向上につながる
アフターサービス・メンテナンス
ビジネス」の連携強化について報
告します。

使用済み製品のリサイクル

家電4品目とパソコンの回収・リ
サイクルについて2017年度の成
果を報告します。

使い捨て包装材の使用量削減

輸送包装の減量化に向けた包装材
の3R活動の内容と2017年度の成
果を報告します。

水の有効利用

水リスクの把握や、水の有効利用
への取組と2017年度の活動成果
を報告します。

化学物質の管理と排出抑制

独自の「化学物質管理システム」
を活用した化学物質管理の状況を
報告します。

循環型社会の形成



第8次環境計画（2015～2017年度）の目標と2017年度の成果

三菱電機グループでは、「廃棄物の分析と分別の徹底による有価物化」「処分業者の開拓と、廃棄物処分業者に関する情
報共有による、より高いレベルでの有価物化」「廃棄物（リサイクル）物流の効率化」を重点施策として、最終処分率の
低減を追求しています。

第8次環境計画（2015～2017年度）では、当社と国内関係会社の目標を「最終処分率0.1％未満」とし、2017年度は、
当社0.001％、国内関係会社0.01％と、それぞれ目標を達成しました。海外関係会社については、2017年度の「最終処
分率0.5％未満」という目標に対し、0.59％となり、目標未達となりました。

当社の取組成果

当社は、生産拠点ごとに製造品目が違い廃棄物の種類も異なる
ため、拠点ごとに計画を立てて取り組むことを原則としていま
す。ただし、委託先業者の情報や管理のノウハウは共有してお
り、近隣地区間の拠点が連携して取り組んでいます。また、遵
法強化のため、廃棄物管理システムを当社の全26の生産拠点で
導入しています。

2017年度の廃棄物総排出量は8.8万トンで、前年度比で微増と
なりましたが、最終処分率は0.001％に改善しました。

資源有効活用



国内関係会社の取組成果

2017年度の廃棄物総排出量は4.6万トンで、前年度比で減少と
なりました。最終処分率は0.01％で前年度の水準を保ちまし
た。

国内関係会社の遵法強化については、当社独自の廃棄物管理シ
ステムの導入を図り、約140社で活用しています。2017年度
は、営業所にも利用を拡大したほか、マニフェストの電子化も
推進しました。

海外関係会社の取組成果

海外関係会社については、国や地域によって法規制や廃棄物処
理事情が異なるため、国内と同水準の目標を設定することは困
難です。そのため、第8次環境計画の3年間で最終処分率
を2014年度の0.87％から0.5％未満まで低減させることを目指
してきました。

拠点によってもばらつきがあることから、海外全体のパフォー
マンス向上に向けて、重点対策拠点を選定し、分別の徹底や更
なるリサイクルの拡大によって改善を図ってきたもの
の、2017年度は、海外での生産高増などもあり、廃棄物総排
出量は8.1万トン、最終処分率は0.59％となり、前年度より改
善したものの、目標達成には至りませんでした。



【事例紹介】

2016年度から、当社の米国の一部拠点で、仕入れ部材の梱包に使われている緩衝材を、仕入先の協力を得て発
泡スチロール素材から段ボール素材に切り替えました。これまでは、不要になった発泡スチロール素材の緩衝材
を埋め立て処分していましたが、この切り替えによってリサイクルが可能になりました。

当社及び国内関係会社

海外関係会社

有害廃棄物の特定、処理及び輸送

三菱電機グループでは、グループの事業活動に由来する廃棄物のうち、以下を有害廃棄物に該当するものと見なし、排出
量を把握するとともに、法規制に則って適切に処理しています。また、可能な範囲でのマテリアルリサイクル・サーマル
リサイクルを行い、最終処分（埋立処分）量の低減を図っています。

：廃棄物処理法により規定されている「特別管理産業廃棄物」

：各関係会社が現地の法規制に基づき有害廃棄物と判断した廃棄物

なお、ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含む廃棄物（PCB廃棄物）については、PCB廃棄物特別措置法に基づき、別途管理
しています。詳細は環境リスクマネジメントのページを参照ください。

2017年度の有害廃棄物の排出量は、当社では、2,612トン（うち2,326トンをリサイクル）、国内関係会社では649トン
（うち644トンをリサイクル）、海外関係会社では5,042トン（うち2,830トンをリサイクル）となりました。

第9次環境計画（2018～2020年度）のポイント

三菱電機グループにおいて、資源有効活用及び最終処分量低減のパフォーマンスを向上させるには、海外関係会社の対策
が欠かせません。そのため、新しい3カ年計画「第9次環境計画（2018～2020年度）」では、海外関係会社の目標を
「最終処分率0.5％未満」と定め、更なる分別の徹底や使用済みプラスチックのリサイクル拡大などにより、達成を目指
します。

当社と国内関係会社は、これまでも高い水準で推移していることから、「最終処分率0.1％未満」の維持に努めます。



レーザー加工機
LED照明
液晶テレビ
光ネットワーク装置
開閉装置

第8次環境計画（2015～2017年度）の目標と2017年度の成果

三菱電機グループは、対象製品を定めて製品の小型化・軽量化による資源投入量の削減を進めています。三菱電機グルー
プ全体では約260の製品がありますが、第8次環境計画（2015～2017年度）の目標は「2000年度比で、64製品群の平
均削減率40％」とし、製品開発計画に削減目標を織り込んで推進しています。なお、継続的に生産することのない個産
品や、お客様の指定仕様で製造する製品については「資源投入量削減」の対象外としています。

2017年度の資源投入量の平均削減率は40％となりました。平均削減率は事業の影響を受けますが、各セグメントのあら
ゆる製品で資源投入量の削減を着実に進めてきたことで、目標を達成しました。

2017年度に顕著に削減が進んだ製品（いずれも、2016年度比）
：75％削減
：53％削減
：24％削減
：8％削減
：6％削減

第9次環境計画（2018～2020年度）のポイント

新しい3カ年計画「第9次環境計画（2018～2020年度）」においても、「2000年度比で、64製品群の平均削減
率40％」という資源投入量削減目標を継続し、製品開発計画にこの削減目標を織り込んで推進します。

資源投入量の削減



事例や技術情報を共有して連携を強化し、資源循環ビジネスを拡大

世界人口が増加し、新興国の生活水準向上も進む中で、持続可能な成長を実現するためには、資源を効率的に利用するこ
とが不可欠です。EUが2010年6月に発表した長期戦略「EU2020」の重点推進イニシアティブや、2015年6月のG7エル
マウ・サミットの首脳宣言においてもこの課題が取り上げられており、グローバルな取組が求められています。

三菱電機グループでは、新たな資源投入を減らすため、使用済みの自社製品から資源を回収・再利用するほか、使用でき
る機器をそのまま利用しながらリニューアルを行う「資源循環ビジネス」を事業化しています。第8次環境計画
（2015～2017年度）では、複数ある事業についての事例や技術情報を社内で共有するとともに、社外にも発信していく
ため、「資源循環ビジネスの連携強化」を進めました。

資源循環ビジネスの連携強化



三菱電機グループの資源循環ビジネス

ディスプレイウォールのエンジンリプレース

三菱電機グループは既設のスクリーン、キャビネットは再利用し、投射ユニットと駆動ユニットを交換するサービス
を2013年に開始しました。このサービスは既設筐体の活用により資源の節約だけでなく、光学エンジンのアップグレー
ドにより輝度アップ、長寿命化を実現し、 省エネに貢献します。

※ 画面サイズ50インチの当社ディスプレイウォールの場合



ビル用マルチエアコン「リプレースシリーズ」

三菱電機グループは既設のビル用空調システムの配管をそのまま利用して設置できるビル用マルチエアコン「リプレース
シリーズ」を2005年に発売しました。配管すべてを更新するよりも投入資源量を減らすことができるだけでなく、省エ
ネ・快適空調を短工期で実現します。



エレベーターリニューアルサービス「EleFine（エレ・ファイン）」

三菱電機グループは、既設の油圧式エレベーターの制御・駆動部を取り替えることで、ロープ式エレベーターにリニュー
アルするサービスを2011年に開始しました。このサービスは、新規にロープ式エレベーターを設置するよりも投入資源
量を大きく減らすことができるだけでなく、工期の短縮や費用の軽減にもつながります。

制御・駆動に必要な部品や装置を取り替えてロープ式にリニューアル。機械室は不要に。

※ 定員9人・2枚戸両引き・停止数＝6階床という仕様で、当社機械室レス・エレベーター（AXIEZ）と比較



家電リサイクル事業（プラスチックの自己循環リサイクル）

三菱電機グループは、使用済みの家電製品からプラスチックを回収し、新しい家電製品に再利用する「自己循環リサイク
ル」の取組を続けています。複数の種類が存在するプラスチックを高い精度で選別する技術を確立することで、かつて
は6％程度だったプラスチックリサイクル率を、現在は70％にまで引き上げています。
（事業の詳細はこちらを参照ください。）

リビルト事業（オルタネータ・スタータの再利用）

三菱電機グループは、自動車メーカーから使用済みの電装品を回収し、新品同様の性能によみがえらせる「リビルト事
業」を1979年から展開しています。対象となる電装品は、自動車に電気を供給するオルタネータと、エンジン始動に必
要となるスタータの2種類です。これらを回収、分解し、壊れた部分のみを交換して再利用できるようにすることで、資
源の節約につなげています。
開始以来、主にアメリカでサービスを提供してきましたが、近年では日本にも広がっています。
（事業の詳細はこちらを参照ください。）



Before After

放電加工機のリニューアル 発電機のコイル巻替

その他

これらのほかにも、中古で導入されることが少なくない放電加工機について、リニューアル事業を行っているほか、発電
機の効率低下を防ぐコイル巻替などのサービスも提供しています。製品の長寿命化によって資源投入量を削減しつつ、短
納期や低コストのニーズにも応えられることを利点として資源循環ビジネスの拡大を図っています。



当社は、リサイクル工場で蓄積した技術を活かした「環境適合設計
技術講座」を開催して、日常の製品設計に役立てています。また、
使用済み家電製品から回収した素材の選別技術やリサイクル材の適
用技術を開発することで、製品へのリサイクル材の適用拡大を進め
ています。

家電4品目のリサイクル

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） では「エアコン」「テレビ（ブラウン管式、液晶・プラズマ式）」
「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目の回収とリサイクルが義務付けられています。

当社は、1999年に家電リサイクル工場（（株）ハイパーサイクルシステムズ）を業界で初めて稼動させ、2017年度末ま
でに延べ79万トンをリサイクルしてきました。2017年度の全国における当社製の家電4品目の回収・再商品化等の実績
は下表のとおりです。

※ 特定家庭用機器再商品化法：エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電製品について、関係者にこれらの回収、処理を義務付ける法律
（2001年4月に施行）。製造業者と輸入業者は、鉄、銅、アルミ、ガラス、プラスチック等をリサイクルし、自社で取り扱う製品を再商品化
するシステムを構築する義務を負う。2008年12月の法改正で、「液晶・プラズマ式テレビ」「衣類乾燥機」が追加された。

家電4品目の回収・再商品化等の実績（2017年度）

単位 エアコン

テレビ
冷蔵庫・
冷凍庫

洗濯機・
衣類乾燥機

合計
ブラウン管式 液晶・

プラズマ式

指定引取場所で
の引取台数

千台 378 77 47 370 165 1,040

再商品化等処理
台数

千台 375 75 45 366 164 1,028

再商品化等処理
重量

トン 15,320 1,815 877 22,391 6,246 46,650

再商品化重量 トン 14,483 1,387 788 17,890 5,810 40,359

再商品化率 ％ 94 76 89 79 93 －

使用済み製品のリサイクル

※



パソコンのリサイクル

当社では、使用済みのパソコン及びパソコン用ディスプレイのリサイクルを推進しています。2017年度の回収実績は事
業系・家庭系合計で5,484台となり、資源再利用率は法定目標 をクリアしています。

家庭用の使用済みパソコン機器については、廃棄時の費用を無償とする証明マーク「PCリサイクルマーク 」の仕組み
を導入しています。一部の対象機器については、購入後のお申し込みによってお客様ご自身でマークを取得していただく
必要がありますが、その際にお客様が手続きしやすいよう、ハガキのほか、ウェブサイトで取得申し込み ができるよ
うにしています。また、2003年10月以降に販売した機器に対して、お客様から廃棄のお申し込みがあった場合は、PCリ
サイクルマーク対象機器かどうかを判別し、お客様が再資源化費用を二重に支払うことがないようにしています。

パソコン廃棄の際に問題となるハードディスク内のデータ流出防止に関しては、基本的にはユーザー側の責任となります
が、当社では再資源化処理を委託した処分会社でハードディスクに穴を開けたり、強磁気をかけるなどの方法でデータを
物理的・磁気的に破壊し、データ漏洩防止に努めています。事業系パソコンに関しては、お客様からご希望があれば、回
収前にデータ消去プログラムによる完全消去を有料で実施しています。

※1 デスクトップPC：50％以上
ノートブックPC：20％以上
CRTディスプレイ：55％以上
液晶ディスプレイ：55％以上

※2 PCリサイクルマーク：製造・販売・輸入業者によるパソコンとパソコンディスプレイの3R（リデュース・リユース・リサイクル）を推進す
る目的で設立された業界団体「パソコン3R推進協会」が規定するリサイクルマーク。2003年10月以降に販売された家庭向けパソコン・パ
ソコンディスプレイが対象となる。製品にあらかじめ表示されているものと、申し込みを行うと取得できるものがある。

※3 当社は家庭向けのパソコンの販売を1998年度で終了しているため、リサイクルマークの取得申し込みの対象はパソコン用ディスプレイの
み。

事業系・家庭系使用済みパソコンの回収・再資源化等の実績（2017年度）

単位 デスクトップ
PC本体

ノートブックPC CRT
ディスプレイ

液晶
ディスプレイ

合計

プラント搬入
質量 トン

0.4 0.1 25 25 50

事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系

0.3 0.1 0.0 0.0 2.1 23 2.5 23 4.9 45

プラント搬入
台数 台

46 28 1,182 4,228 5,484

事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系

34 12 18 10 101 1,081 418 3,810 571 4,913

再資源化処理量 トン 0.4 0.1 25 25 50

資源再利用量 トン 0.3 0.0 17 21 39

資源再利用率 ％ 82 68 70 86 －

※ 一体型パソコンが含まれます。

※1

※2

※3

※



（当社と国内関係会社）
出荷高原単位
包装材使用量

三菱電機グループの2017年度の成果

三菱電機グループでは、「Just in Time改善活動」の一環として、物流業務の改善を推進しています。その中で「お客様
に製品を無事に届ける『輸送包装』の減量化」を基本方針としています。この考え方に基づいて、包装材の3R、すなわ
ち、簡易包装化の推進（リデュース）、リターナブル容器・包装の適用拡大（リユース）、使用済み包装材の再資源化
（リサイクル）を進めています。

 
16.7kg／百万円（前年度比9.2％増）
6.0万トン（前年度比0.6万トン増）

当社と国内関係会社については、集計対象の変更により出荷
高原単位が増加しました。

海外関係会社については、集計対象の変動により、20社合
計で、包装材使用量は9.2万トン（前年度比3.7万トン減）
となり、出荷高原単位は89kg／百万円（前年度比33％減）
でした。

使い捨て包装材の使用量削減



国内外で水リスクを把握し、水の有効利用を促進

世界的に深刻化する水不足や水質汚染、気候変動に伴う異常気象から、水リスクが高まっています。また、原材料の生産
や製品の製造に影響を与えるため、企業の水リスク管理への関心も同時に高まっています。三菱電機グループでは、WRI
Aqueduct を用いて、現在及び将来の水リスクを把握しています。2016年7月には、特に渇水・洪水などのリスクが高
い拠点を国内外で特定しました。
アセスメント結果に基づき、拠点ごとに対策の優先順位を明確に取り組んでいます。対策については必要に応じて行政に
も報告しています。

三菱電機グループでは、全拠点での水使用量・再利用量のデータを継続的に把握しており、半年ごとにこれらの数値に大
きな変動がないかを把握して、適宜、必要な対策を実施しています。それぞれの拠点において、水の使用量の削減、再利
用率の向上に向けた取組を行い、有効な事例があれば、地域会議、キーパーソン研修などの機会を通して他の拠点に水平
展開しています。 また、製品開発において、水源への影響やライフサイクルの評価をしており、影響の低減に努めてい
ます。
※ WRI Aqueduct：世界資源研究所（WRI）が開発した水リスク評価ツール

水の有効利用

※



2017年度の取組成果

当社では、出荷検査で使用した温水を部品加工洗浄水として再利用するほか、浄水処理した廃水をトイレの水やクーリン
グタワーの補給水などに活用する中水利用の取組を継続しました。この結果、水の使用量は1,080万m³、再利用率
は31％となりました。

国内関係会社では同様の取組に加え、水冷式空調機の空冷式への置き換えなどを行い、使用量は269万m³、再利用率
は40％となりました。

海外関係会社では主に廃水の中水利用に取り組み、使用量は211万m³、再利用率は8％となりました。



水の再利用率の推移

（単位：％）

2012 2013 2014 2015 2016 2017

当社 32 33 30 30 29 31

国内関係会社 47 48 45 41 40 40

海外関係会社 6.6 5.7 7.5 7.1 9.5 8.0

全体 32 32 30 29 28 29

2017年度 海外の地域別水総使用量内訳

（単位：m ）

使用量 排水量

総量 上水道・
工業用水

地下水 河川・
湧水

総量 下水 公共用
水域

中国 807,159 804,999 0 2,160 675,783 664,613 11,170

東南アジ
ア

1,049,818 1,039,575 10,243 0 551,613 473,062 0

欧州 19,117 19,117 0 0 13,357 5,317 0

米国 31,546 30,846 0 0 30,846 30,846 0

中南米 32,289 29,569 2,720 0 26,705 6,077 4,420

合計 1,939,929 1,924,106 12,963 2,160 1,298,304 1,179,915 15,590

3



工場全景 水循環設備

【事例紹介】（株）グリーンサイクルシステムズ

三菱電機グループの（株）グリーンサイクルシステムズ（GCS）では、使用済み家電製品から回収したプラス
チックのリサイクルに使用する水について、2011年までに再利用率99％を達成し、その後もこの数値を維持し
ています。

GCSの工場内では、様々な種類のプラスチックが混合した「混合破砕プラスチック」を単一素材ごとに選別す
る工程の一部で水を使用します。使用後の水にはプラスチック粉塵が混入するため、そのまま再利用することは
困難でしたが、この粉塵をマイクロバブル で吸着して取り除くなどの工夫で循環水再利用率を向上しました。
汚泥回収物や蒸発分などの例外を除き、新水の補充がほぼ不要なため、水を大量に消費することはありません。
※ マイクロバブル：普通の気泡の100分の1程度（直径0.1ミリ＝100ミクロン以下）の微細な気泡。普通の気泡と異なり、水中を
ゆっくり漂いながら浮上し、微小なゴミを吸着する性質を有する。

※



三菱電機大連机器有限公司全景 中水用の水道

【事例紹介】三菱電機大連机器有限公司

中国でFA機器などを製造する三菱電機大連机器有限公司では、生活排水を浄化した「中水」の再利用に取り組
んでいます。

先端の技術である膜分離活性汚泥方式、また日本でもポピュラーな生物接触酸化方式による処理システムを、そ
れぞれ工場と宿舎に設置しています。得られた水を清掃用・トイレ用として再利用することで年間約14,000ト
ンの節水を実現し、コスト削減にもつなげています。

昨今、中国では、政府主導での企業環境信用評価 が本格的に実施され始めるなど、環境保全への一層の取組が
求められるようになっています。こうした社会的な要請に応えるためにも、資源の持続的な利用への取組を続け
ていきます。

※ 企業環境信用評価：2013年12月公布の「企業環境信用評価弁法」に基づき、各地方政府が行う評価。汚染物質の排出量など、環
境への影響が大きい企業について、環境への取組状況を評価して、4段階のランク付けを行う。評価の低い企業については懲戒措
置も検討される。

※



第9次環境計画（2018～2020年度）のポイント

新しい3カ年計画「第9次環境計画（2018～2020年度）」では、水使用量の売上高原単位を「2010年度比で年率1％改
善」という目標を設定しました。国内外の各製造拠点における水資源リスクの評価と、対策が必要な拠点の優先順位の明
確化による水資源の使用量削減と再利用を推進するほか、独自の水処理・浄化技術やシステムの開発・導入などによっ
て、達成を目指します。

CDP の最高評価「Aリスト企業」に2年連続で選定されました
当社は、CDPから水資源への対応と戦略において特に優れた活動を行っている
企業として評価され、「CDPウォーター」において、2016年度、2017年度
と2年連続で最高評価の「Aリスト企業」に選定されました。また、「CDPサプ
ライチェーン・プログラム」においても、2年連続で「CDPサプライヤー
ウォーター」でAリスト企業に選定されました。これからも、持続可能な社会
の実現に向けて取組を積極的に進めていきます。

※ CDP：企業や都市の環境への取組を調査・評価・開示する国際NGO（非政府組織）

※



独自の「化学物質管理システム」を活用して、3,264物質の使用状況を把握管理

当社及び国内関係会社では1997年から自主的に化学物質を管理しています。自主管理物質の主なものは、空調機・冷凍
機に使用される冷媒用フロン類（HFC 、HCFC ）や、VOC（揮発性有機化合物）、RoHS対象10物質などです。こ
れらに2009年11月に公布された改正化管法 （PRTR ）における管理対象物質462種類などを加えた3,264物質を現
在の「管理対象物質」とし、部材・部品の購買情報を取り込んだ「化学物質管理システム」を活用して総合的に管理して
います。

2017年度における当社の使用化学物質は141種類、4,592トン（2016年度141種類、4,116トン）、国内関係会社の使
用化学物質は41種類、1,482トン（2016年度41種類、1,376トン）となりました。これらの物質の排出・移動量の詳細
については下図を参照ください。今後も使用状況を把握管理し、ムダ取り活動を進めます。

※1 HFC：ハイドロフルオロカーボン
※2 HCFC：ハイドロクロロフルオロカーボン
※3 化管法：特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律。
※4 PRTR：Pollutant Release and Transfer Register。人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃

棄物に含まれての移動量を事業者自らが把握して行政庁に報告し、行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき、排出量・
移動量を集計・公表する制度。

化学物質の管理と排出抑制

※1 ※2
※3 ※4



三菱電機グループ生物多様性行動
指針

2010年5月に制定した「生物多
様性行動指針」を紹介します。
※基本方針とマネジメントへ移動しま
す。

みつびしでんき野外教室

社員とその家族、地域が一緒に
なって自然と親しみながら環境マ
インドを育む「みつびしでんき野
外教室」を紹介します。

里山保全プロジェクト

ボランティアマインドに立脚した
社会貢献活動として身近な自然を
回復する「里山保全プロジェク
ト」を紹介します。
※CSRの取組へ移動します。

事業所の生物多様性保全活動

事業所の緑地を生きものの生息地
として見直しています。専門家の
協力による「生きもの調査」や自
治体・有識者との対話について紹
介します。
※緑の質の向上へ～事業所の生物多様性
保全へ移動します。

自然共生社会の実現



すべての事業活動において生物多様性に配慮

人間のあらゆる活動は、地球上に生息する多種多様な生物の営みから恩恵を受けています。その一方で、人間の様々な活
動が、生態系の破壊をはじめ、生物の多様性に重大な影響を与えています。多くの生物種の絶滅が報告されている現在、
生物多様性の保全は人類共通の課題となっています。
当社は、2007年10月に策定した「環境ビジョン2021」において、「生物多様性保全への対応」を一つの柱に位置付け
ています。その理由は、持続可能な社会の基盤となるのは何よりもまず「地球環境を守ろう」という強い意志であり、社
員一人ひとりの環境マインドの醸成・育成が重要であると考えたからです。そして、2010年5月には、「生物多様性行動
指針」を策定しました。この「生物多様性行動指針」の特徴は、1）三菱電機グループ全社が「すべての事業活動で、生
物多様性に配慮」するために、全員が「事業活動と生物多様性のかかわりを理解」することを宣言していること、2）そ
のために、「製品ライフサイクル」のステージを意識した構成になっていることです。

ニュースリリース

三菱電機グループ生物多様性行動指針

2010年5月18日 三菱電機グループ「生物多様性行動指針」制定



三菱電機グループ生物多様性行動指針

生物多様性についての考え方

地球生態系は多様な生物の営みそのものです。人間のあらゆる文明活動はその恩恵下にあると同時に直接・間接的な影響
を及ぼしており、現在、生態系の破壊による生物種の減少など「生物多様性」が損なわれつつあるといわれています。

三菱電機グループはこうした認識に立ち、これまでに取り組んできた低炭素社会実現及び循環型社会形成に向けた環境活
動に「生物多様性」の視点を加えた「生物多様性行動指針」を定め、事業活動と生物多様性への配慮の関連を示し、事業
活動を通じて持続可能な社会の発展を目指します。

行動指針

【資源と調達】
鉱物・燃料・植物等の天然資源をグローバルに調達・利用していることを認識し、国内外で生物多様性に配慮したグリー
ン調達を推進します。

【設計】
社会に提供する製品・サービスの設計において、資源の有効活用、エネルギーの効率利用、環境リスク物質の排出回避を
図ります。

【製造と輸送】
工場・倉庫の建設等、土地利用の新規開始や変更時にはその土地の生物多様性の保全に配慮します。製造や輸送時のエネ
ルギー使用、廃棄物発生及び化学物質排出を極小化します。

【販売と使用、保守】
製品・サービスの販売に当たっては、使用と保守における生物多様性とのかかわりをお客様にご理解いただけるように努
めます。

【回収とリサイクル】
リサイクル技術を積極的に開発し、回収された使用済み製品への適用を図ります。

【理解と行動】
私たちの生活の持続性と生物多様性とのかかわりを理解し、積極的かつ自発的に自然との共生のために行動します。

【連携】
海外を含むグループ企業全体で、地域の方々、NGO、行政と連携し活動します。



有識者の意見を踏まえて行動指針を作成

当社は、「生物多様性行動指針」の作成に当たり、2010年3月に
名古屋市立大学准教授（当時）香坂玲氏 をアドバイザーに招い
て意見交換会を開催しました。当社の構想に対していただいた意
見、そのポイントは次の4点です。

1. 活動の第1段階としては、“生きものを大切にしたい”という
「感情」面での啓発を、その上で「論理」に基づいた行動
へ。

2. 指標による管理にも有効な面はあるが、それよりも生態系
への影響を考慮したものづくりを重視。

3. グローバルに調達し事業展開する企業として、調達への関
心が重要。まずは、遵法の徹底確認を。

4. 地域の方々との協力関係の構築が必要。

こうした示唆を受けて行動指針を完成させ、2010年5月18日に発表しました。

※ 2016年10月1日、東北大学大学院 環境科学研究科 教授に就任。

※



事業活動と生物多様性のかかわりを可視化し、活動を展開

当社では、生物多様性に対する社員の理解を深めるために、当社の事業活動と生物多様性とのかかわりを整理したマップ
を作成しています。このマップにより、国内外の各事業所が自らの事業活動と周辺地域の生態系・自然環境との関連を再
認識し、地域とのコミュニケーションや生物多様性保全に貢献する具体的な行動につなげています。

生物多様性保全につながる活動

活動名称 活動の位置付け 活動の内容

みつびしでんき野外教室 社員の環境マインドを育成する活動

森林や河原、公園、海岸など自然の
フィールドを「教室」に見立て、参加
者とリーダーとなる社員で自然環境を
改善

里山保全プロジェクト 社員のボランティアマインドに立脚し
た社会貢献活動

事業所周辺の公園や森林、河川な
ど“身近な自然”を回復

事業所の生物多様性保全活動 事業所内で行う自然共生活動
希少種、地域固有種、外来種の確認と
適正管理及び、自然共生の促進、周辺
の自然環境とのかかわりの理解

生きもの観察 自然環境とのかかわりを理解する活動 事業拠点とその周辺の自然環境を観察
し、行動を検証・改善

調達での配慮 調達における環境リスクの低減
お取引先様の「環境への取組状況」と
「納入品に含有する化学物質の管理状
況」を評価



「みつびしでんき野外教室」とは

「みつびしでんき野外教室」は身近なフィールドで、参加者とリーダーとなる社員とが、ともに自然を体感するもので、
自然共生社会の実現に向けた「環境マインドの育成」の施策です。

自然保護のために何が必要なのかを自ら考え、行動するために

三菱電機グループが目指しているのは、「自然保護のために何が必要なのかを考え、自ら行動する人」、つまり環境マイ
ンドをもった人の育成です。自然に親しむことで、人間が自然に与える影響に気づき、自然保護への意識が高まり、環境
への負荷を減らそうという行動につながっていくと考えています（下図）。私たちが事業を継続するには生物多様性の恩
恵が不可欠です。一方、日々、様々な資源の利用や化学物質・廃棄物の排出などによって生態系に負担をかけています。
それを意識し、水・大気・土壌への負荷を低減し、製品を通じて負荷の低減と改善に貢献していく必要があります。

環境マインドの礎は「五感をフルに使った自然体験」によって深く、太く養われます。野外教室は、自然体験を通じて、
社員も、その家族も、地域の皆様も一緒になってエコロジー（生きものと生きものとのかかわり）をともに発見するため
の取組です。自然保護は三菱電機グループだけでできるものではないからこそ、様々な人々と環境マインドを共有するこ
とが大切です。2006年10月にスタートした野外教室は、社会・環境貢献、地域コミュニケーションの場としての役割も
果たしています。

一般社団法人日本野外生活推進協会の紹介パンフレットを参考に作成しました。

みつびしでんき野外教室



「みつびしでんき野外教室」の特徴

プログラムの企画・運営を社員が担当

野外教室の開催で大切にしているのは社員の“手づくり”という
こと。「野外教室リーダー養成講座」を受講したグループ社員
がプログラムを企画し、「野外教室リーダー」を務めます。
フィールドの選定、自然体験の方法、開催時期（季節）はリー
ダー次第。養成講座を通じて得た感動や発見を活かし、創意工
夫して思い思いに企画を練り上げていきます。また、参加者に
より深い感動を味わってほしいという思いから、地域の有識者
やNPOなどの協力も得ています。リーダーが増えるたび野外教
室のバリエーションも広がっていきます。

事業所近隣のフィールドが「教室」

野外教室の開催場所は、山、森、公園、海、川、田んぼ、牧場
など様々です。全国に広がる野外教室リーダーたちは、身近な
自然をフィールドに、時には事業所構内を活用して教室を開催
します。棲む生きものも、生えている草木も、音も匂いも場所
によって多様な表情を見せます。子どもも大人も五感をフル活
用して自然の営みを感じ、発見できる様々な体験の場を提供し
ています。



木が枯れても“いのち”の循環は続きます。落ち葉や朽
ち木は虫のすみ家や食糧となり、菌類が着実に分解し
ていきます。たくさんの“いのち”を支えながら、長い
年月をかけて土に還ります。

豊かな土に落ちた種が芽吹き、新しい“いのち”をつな
ぎます。

育った樹木は種子をつくり、他の生きものに与え、や
がて枯れていきます。

あふれる陽の光で木はすくすくと育ち、森ができ、た
くさんの生きものが集います。

みつびしでんき野外教室の特徴
自然の循環を学ぶ



中国支社

牛田新町光明保育園の園児さんを招き、広島県緑化セ
ンターの協力のもとで自然観察を実施。落ち葉や枝な
どを拾い集めながら、これらが土に還る様子を確認し
たり、強い香りのある植物がシカの食害を免れている
ことを学んだりしました。今後は子どもの興味を喚起
しやすい動物との触れ合いの機会を増やし、より楽し
い教室にしていきます。

受配電システム製作所

丸亀市の離島「手島」で、住民の皆様と一緒に、自然
観察探検や海岸の石を彩る石アート、竹での弓矢づく
りなどの自然遊びを楽しみました。あわせて瀬戸内海
に流された多量の生活ゴミなどの漂着物の清掃活動、
また海上保安庁よりお借りした紙芝居「うみがめマリ
ンの大冒険」の読み聞かせも実施。海を取り巻く環境
を考える良い機会になりました。

五感を使って自然を体験する



第8次環境計画（2015～2017年度）の目標と2017年度の成果

第8次環境計画（2015～2017年度）では、「みつびしでんき野外教室」と「里山保全プロジェクト」を継続的に開催
し、3年間の参加人数を10,000人とすることで累計参加人数30,000人以上を目指しています。2017年度は約5,000人が
参加して累計39,000人となり、3年間の目標を達成しました。



親として、生活者として。仕事以外でも環境のために何ができるか考えるようになりました。

「こんなにたくさんの生きものがいるのか」。それが、兵庫県・芦
屋川での水生生物観察での驚きでした。親子で参加したのですが、
自分も童心に帰り、もう夢中になって生きものを探しました。レッ
ドリストに載るような動植物は遠い存在に感じるものですが、これ
だけ多種多様な生きものを目の当たりにして、命の連鎖の中で希少
な生きものも維持されているんだと合点がいきました。

次の年には、香川県・讃岐広島での野外教室に参加。ここではプロ
グラムの一環としてプラスチックごみを収集し、その多さに愕然と
しました。調べたところ、日本の海岸には年間で東京ドーム2分
の1杯分ものごみが漂着するのだとか。一千万人がかりでも、一
人19kgを片付ける必要があるんです。野外教室のプログラムはたく
さんあり、気づきや考えさせられることが多く、参加してよかった
と思っています。

私の仕事は、ガス絶縁開閉装置という機器の開発設計です。環境へ
のインパクトが大きい機器であるため、仕事を通じて常に環境のこ
とを意識してきました。野外教室への参加を機に、子どもたちも自
然や環境についてより関心を持つようになったことは大きな喜びで
す。最近は釣りに夢中で、「きょうは大潮だからきっと釣れるね」
などと潮回りのことも気にしている様子。初めて行った天文台で
は、澄み切った満天の星空を見上げて感嘆の声を上げていました。今後はキャンプなどにも出かけ、一緒に、よ
り一層自然に親しんでいきたいと思っています。子どもの環境への興味を育てる一方で、例えばごみ問題への対
処では「みんなを動かす」ために何ができるか、といったことも考えていきたいですね。

受配電システム製作所
受配電システム部 C-GIS設計課

釣本 崇夫

野外教室に参加して、考えと行動がエコチェンジ！



子どもたちが、「虫が好き」から一歩進んで生態系に関心を抱くようになりました。

我が家は全員自然や虫が大好きで、子どもたちは虫を
見つけるとインターネットで調べています。「この虫
はどんな虫なのかな」と思って検索すると、次々と興
味を誘う情報が出てきて知識もどんどん広がります。
そんな子どもたちを見ていて、私としては、実際に
「目で見る」「触れる」機会をもっと増やしたいと
思っていました。それが親子で野外教室に参加した動
機でした。

やはり実体験に勝るものはなく、野外教室に参加して
以降、子どもたちは大きく変わりました。それまでは
捕まえることで満たしていた虫への好奇心がグンと膨
らんだようで、虫を飼育するようになりました。夏休
みの自由研究のテーマにもなったほど。虫の飼育を通
じて生態系への興味もどんどん増しています。虫の世
話を一緒にするのも楽しいですし、そうした成長を見
られるのもうれしいですね。「野外教室には、子ども
を変える力があるんだ」と思いました。

私自身のことで言うと、野外教室に参加したことで、「自然を、生態系を守りたい」「子どもたちの世代に、豊
かな環境を引き継ぎたい」という思いが、一層強くなりました。家庭では、夫婦で電気製品のこまめなオフを心
掛け、洗車用の洗剤も環境への影響が少ないものをしっかりと吟味。業務では、生産性を高めれば省エネや省資
源になるという考えから、生産技術の改善に取り組んでいます。

高周波光デバイス製作所
製造管理部 生産技術課

渡邉 修



日本語サイト グローバルサイト エコチェンジ研究所

日本語版 英語版 中国語版

ウェブサイトと冊子による環境情報開示

1998年以降継続して、ウェブサイトと冊子により、環境への取組目標と成果を詳細データや事例を交えて報告していま
す。また、主に小学生の皆さんを対象に、マンガやゲームでエコチェンジについて学べる「エコチェンジ研究所」コンテ
ンツをウェブサイト上で公開しており、環境問題について楽しく学んでいただけるようにしています。

環境報告ウェブサイト

環境行動レポート

環境コミュニケーション



日本語サイト グローバルサイト

「M's challenge」

「エコチェンジ」の発信

当社は2009年6月、環境経営活動の姿勢と取組を示す三菱電機グループの環境ステートメント「eco changes – 家庭か
ら宇宙まで、エコチェンジ。」を日本国内に向けて発信。専用のウェブサイトも立ち上げ、様々なエコチェンジの取組を
紹介しています。どのような年齢層の方にも楽しく、わかりやすいサイトとなるようにしています。

海外へは欧州・米州に向けて2010年6月から「Eco Changes – for a greener tomorrow」を、中国へは2012年4月か
ら「eco changes 精于 能 尽心 保」を発信し、世界各地で環境コミュニケーションを展開しています。

「eco changes」ウェブサイト

M's challenge

三菱電機グループの事業を通じた環境への貢献についてPR冊子で紹介しています。



各国でのコミュニケーション例

グローバル

グローバル環境先進企業を目指す三菱電機グループのビジョン・方針、優れた環境先進技術・製品、世界各国・各地域で
の様々な環境貢献活動、納入事例をウェブで紹介。画像、テキストのみならず動画でも訴求しています。

グローバルサイト

中国

中国では2012年4月からエコチェンジの発信を開始し、「省エネに精通し、環境保護に心を尽くす」という意味が込めら
れたステートメント「eco changes 精于 能 尽心 保」を発信してきました。2014年8月からは、新たに「One三菱電
機宣言篇」と題した企業広告を展開しています。本広告は、多彩な事業に基づく総合力を活かし、人々の快適な暮らしの
実現や環境に配慮した街づくり、あるいは最先端のビジネスサポートなど、あらゆる角度からワンストップのソリュー
ションを展開していくという姿勢を宣言するものです。

中国で展開している企業広告



インドで展開している企業広告

アジア

インドでは、事業や製品を通じて世界をエコに変えていく活動をアピールした広告を展開しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパ各国では製品・事業を紹介するだけでなく、企業広告を通した環境コミュニケーションの取り組みを進めてい
ます。

トルコで展開している企業広告



北米・南米

北米・南米では、雑誌広告やウェブサイトなどでエコチェンジをアピールしています。

ブラジルで展開している企業広告



「エコのわくせい」サイトのウェブバナー広告
小学生の夏休み期間中、子ども向けの自由研究まとめサイトに掲載
しました。

「キーテクノロジー」サイト
環境技術を分かりやすいアニメーションなどで紹介しています。

日本

様々な媒体で、エコチェンジをアピールし浸透を図っています。子ども向けサイト「エコのわくせい」のウェブ広告は、
同じく子ども向けの自由研究まとめサイトに掲載し、閲覧者を誘導しています。

新聞、雑誌向け企業広告



展示ブース外観 メインステージ

環境展示会

エコプロダクツ2017（日本）

「環境とエネルギーの未来展」と銘打たれた「エコプロ2017」が2017年12月7日（木）から9日（土）まで東京ビッグ
サイトで開催されました。この展示会は環境と暮らしについて学べるビッグイベントで、2017年度は616の企業・団体
が出展しました。

こうしたなかで当社は、「わが家からはじまるエコライフ～三菱電機のエコチェンジ～」をテーマに、エネルギーの最先
端技術、製品を展示しました。主な出展内容は、太陽光発電システムで電気をつくり、蓄え、また電気を効率よく使うこ
とで、ゼロ・エネルギー住宅を実現するスマートハウスソリューション「ENEDIA（エネディア）」。このほかにも、
日々の暮らしに必要な水・電力といったライフラインに関して、社会インフラ面での安心・安全・快適性を実現するさま
ざまなエコ技術を紹介しました。家庭から宇宙まで幅広い分野で、豊かな社会構築とSDGs の達成に貢献する先進技
術・製品について分かりやすく伝えることを通し、「グローバル環境先進企業」を目指すグループとして、"生活者に
とって無理のない快適なエコライフ"を提案しました。

当日の詳しい様子はこちらからご覧ください。

※ SDGs（Sustainable Development Goals）：2015年9月の国連総会で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に含まれ
る、2030年までの「持続可能な開発目標」。

展示ブース・ステージ

家の中ゾーン

「家の中ゾーン」での展示

家の外ゾーン

「家の外ゾーン」での展示

※



三菱電機グループ環境方針・生物多様性行動指針

環境ステートメント「eco changes（エコチェンジ）」

「環境ビジョン2021」

グローバル環境先進企業へ

環境計画

調達での環境配慮

環境課題解決への長期的視点とSDGs

環境マネジメント体制

環境監査

環境人材の育成

環境リスクマネジメント

環境取組レベルの向上

当社では、環境的側面について、「基本方針とマネジメント」「環境報告」「事業での環境貢献」「環境特集」の4部構
成で報告しています。

社長メッセージ

社長メッセージ

早わかり

早わかり
環境分野での価値創出に向けた三菱電機グループの特長を「経営理念と事業内容」「経営目標」「環境ビジョンと重要課
題」「成長機会」「環境経営基盤の強化」を切り口に紹介します。

基本方針とマネジメント

環境活動の方針、ビジョンについて知りたい

環境マネジメントの特徴、取組内容について知りたい

環境サイトナビ



第8次環境計画（2015～2017年度）の目標と成果

バリューチェーンでの環境配慮

バリューチェーンでの温室効果ガス排出量

生産時のCO2排出削減

製品使用時のCO2削減貢献

物流でのCO2排出量削減

資源有効活用

資源投入量の削減

資源循環ビジネスの連携強化

使用済み製品のリサイクル

使い捨て包装材の使用量削減

水の有効利用

化学物質の管理と排出抑制

環境コミュニケーション

報告期間・範囲について

マテリアルバランス

環境会計

環境パフォーマンスデータ

受賞実績

環境報告2018

2017年度の活動目標と成果について知りたい

環境保全のための活動内容について詳細を知りたい

環境コミュニケーションの内容について知りたい

報告範囲、データ類を見たい



各製作所で、生きもの調査から始まる自然との共生を推進

事業所の生物多様性保全施策について

生物多様性ダイアログ、専門家からの提言

環境課題の重要度評価

社会システム事業本部

電力・産業システム事業本部

ビルシステム事業本部

電子システム事業本部

通信システム事業本部

リビング・デジタルメディア事業本部

FAシステム事業本部

自動車機器事業本部

半導体・デバイス事業本部

インフォメーションシステム事業推進本部

緑の質の向上へ～事業所の生物多様性保全

生物多様性保全に向けた事業所の活動の広がりを知りたい

事業での環境貢献

主要な環境課題について、リスク・機会の観点から重要度の評価が知りたい

すべての事業について、環境貢献の方針や具体的な取組を知りたい



PCBを含む電気機器への対応

油入変圧器（2000kVA以下）

油入変圧器（2000kVAを超えるもの）

油入コンデンサ

油入リアクトル

その他の機器（昇降機、油入計器用変圧器、油入変圧変成器、その他油入機器）

低濃度（微量）PCB検出変圧器等の取扱い・処置についてのご案内

PCB混入に関する見解書

環境特集

スマートグリッド・スマートコミュニティ事業への取組
当社は、 「持続可能な社会」と「安心・安全・快適性」の両立を目指し、スマートグリッド・スマートコミュニティ事
業に取り組んでいます。その3つの主要テーマと、これまでに行った実証実験、納品・事業化の事例を紹介しています。

水のリサイクルは新次元へ
「電気」の力で分解しにくい物質も分解する全く新しい水リサイクル技術を紹介するとともに、「泡」の力で汚れを落と
す「マイクロバブル」、「オゾン」の力でおいしく、安全、透明な水をつくる「オゾナイザー」について、技術の特長と
活用事例を紹介しています。

プラスチックリサイクルのヒミツに迫る
プラスチックはこれまで、「家電製品から家電製品への自己循環リサイクル」が難しいとされ、そのリサイクル率はたっ
た6％でした。それを10倍以上の70％にまで高めた日本初の「大規模・高純度プラスチックリサイクル」のヒミツと、そ
の技術の進化について紹介します。

野外教室リーダー養成講座2014
社内外に環境マインドを広げる野外教室リーダーは、どのようにして育成されるのか。2014年10月に開催された「野外
教室リーダー養成講座」に密着し、「座学・フィールド実習」と「実践」の様子を紹介します。

新設工場で、既設工場で――工夫満載の「省エネ術」を公開！
省エネ対策は、様々な手法の中から「最適」なものを取り入れつつ、更に一工夫することが重要です。省エネ大賞を受賞
した当社の新設工場と既設工場について、工夫満載の「省エネ術」を紹介します。

“都市に眠る鉱脈”からレアアースを発掘せよ！
レアアース・リサイクルの重要性から、三菱電機グループの取組の全容、今後の展望までを5W1Hで紹介します。

京都製作所が、カモのベイビーの故郷に！
2012年6月、当社の京都製作所内でカモのヒナ7羽が誕生しました。親鳥発見からヒナの誕生、近くの水田に引っ越すま
での様子を紹介します。

アーカイブス
過去の特集をご覧いただけます。

PCBを含む電気機器への対応


	環境報告2018
	目次
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 第8次環境計画（2015～2017年度）の目標と成果
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 バリューチェーンでの環境配慮
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 2017年度環境データ
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 2017年度環境データ 報告期間・範囲について
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 2017年度環境データ マテリアルバランス
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 2017年度環境データ 環境会計
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 2017年度環境データ 環境パフォーマンスデータ
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 2017年度環境データ 受賞実績
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 低炭素社会の実現
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 低炭素社会の実現 バリューチェーンでの温室効果ガス排出量
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 低炭素社会の実現 生産時のCO2排出削減
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 低炭素社会の実現 製品使用時のCO2削減貢献
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 低炭素社会の実現 物流でのCO2排出量削減
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 循環型社会の形成
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 循環型社会の形成 資源有効活用
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 循環型社会の形成 資源投入量の削減
	三菱電機 環境への取組 環境報告2017 循環型社会の形成 資源循環ビジネスの連携強化
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 循環型社会の形成 使用済み製品のリサイクル
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 循環型社会の形成 使い捨て包装材の使用量削減
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 循環型社会の形成 水の有効利用
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 循環型社会の形成 化学物質の管理と排出抑制
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 自然共生社会の実現
	三菱電機 環境への取組 基本方針とマネジメント 三菱電機グループ環境方針・生物多様性行動指針 三菱電機グループ生物多様性行動指針
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 自然共生社会の実現 みつびしでんき野外教室
	三菱電機 環境への取組 環境報告2018 環境コミュニケーション
	三菱電機 環境への取組 環境サイトナビ




