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はじめに

編集方針
　本報告書は、２００７年度の環境保全に関する取り

組みおよび活動を、ステークホルダーである株主様、

お取引先様、地域住民の皆様、従業員にお伝えし、よ

り一層のコミュニケーションを図ることを目的として

発行しています。

　当社は、２００２年度より毎年環境報告書を発行し

ており、昨年度からは英語版もホームページに掲載し

ています。今年度の報告書は、読みやすく、見やすく、

わかりやすい紙面づくりを心がけて作成しました。

報告対象期間
2007年度（2007年4月1日から2008年3月31日）

報告対象範囲
活動結果の評価は、国内グループを対象としています。

◎主要な事業所データは、秦野製作所、岡崎製作所、

浜松製作所、広島工場、山形工場、

　㈱スタンレー鶴岡製作所、㈱スタンレーいわき製作所、

㈱スタンレー宮城製作所、㈱スタンレー新潟製作所、

㈱スタンレー伊那製作所、㈱スタンレー滋賀製作所です。

◎海外事業所は、電気使用量、水使用量、廃棄物発生

量を参考データとしてP.15に記載しています。

発行月
2008年 7月

報告期間中の事業上の変化
◎オプトテクニカルセンターの開設

◎秦野製作所再構築

◎広島工場の拡張

◎スタンレー電化株式会社廃止

参考としたガイドライン
環境報告ガイドライン（2007年版）

環境マネジメント

環境パフォーマンス

コミュニケーション
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■ ごあいさつ

21世紀の循環型社会を目指した
「環境にやさしい企業活動」を実践するために

　近年、世界各地で頻発している自然災害は地球温

暖化の影響と考えられており、その対策の必要性が

強く叫ばれています。また、洞爺湖サミットにおい

ても、地球温暖化防止に向けた対策が主要テーマと

して取り上げられました。

　今や地域レベルから地球規模に至るまで、さまざ

まなレベルの環境保全活動に、一人ひとりが真剣に

向き合わなければ、持続可能な社会を構築すること

はできない状況となっています。

　こうしたなか、地球環境を少しでも改善できるよ

うに、企業活動において温室効果ガスの排出をでき

るだけ抑制していくことはもちろん、供給する製品

についても環境負荷をできるだけ低減させていくこ

とは、私たちに課せられた大きな責務であると認識

しております。

　スタンレーグループでは、環境問題をCSR（企業

の社会的責任）の中の大きな課題としてとらえ、環

境長期経営計画を策定し、循環型社会を目指した環

境にやさしい企業活動に取り組んでまいりました。

代表取締役社長



Outshining Light 光に勝つ

　そして今年度からは、環境保全活動を経営の重点

項目として掲げ「未来への想いを込めた行動をしよ

う」を合言葉に活動を強化・推進しているところです。

　昨年は特に、消費電力の削減、軽量化、有害物質

の低減・廃絶などに配慮した製品の開発に積極的に

取り組んでまいりました。

　一例をあげますと、屋外照明用LEDモジュールを

開発することによって、消費電力を従来に比べて約

60％削減した防犯灯や街路灯などを実現しました。

　今後は、国が進めているグリーン購入法の改正に

より、あらゆる場面で環境にやさしい照明機器とし

て更に採用が進むものと期待しております。

　また、生産革新活動による徹底したムダ取りや、

廃棄物の分別・管理の強化により、ゼロエミッショ

ン（埋立廃棄物1％以下）も達成することが出来ま

した。

　その他、屋上緑化をはじめ、生産設備や空調設備

などに自然エネルギーを活用したシステムの導入な

ど、数々の省エネルギー施策を実行しております。

　これからも、新しい技術の開発を進め、お客様に

新たな価値を提供すると同時に、かけがえのない地

球と自然の豊かな恵みを、健全な状態で次世代に引

き継ぐために、全ての企業活動を通じて、資源の有

効利用と環境の維持・向上に努めてまいります。

　ここに、スタンレーグループの昨年度の環境保全

活動を ｢2008環境報告書｣ としてまとめました。

　この報告書により、環境保全への当社の取り組み

姿勢や具体的な活動内容をご理解いただき、今後の

活動強化に向けた率直なご意見をいただければ幸い

です。

03



Compo　　nent

スタンレーが生み出す光とその技術
LEDビームライト　LED Beam light LEDヘッドランプ　LED Headlamps

四輪車用リアコンビネーションランプ、リアパネルガーニッシュ

Rear combination lamps for four-wheel vehicles, Rear panel Garnish

二輪車用LEDテールランプ

LED taillamps for two-wheel vehicles

光空間伝送モジュール

Opto-wieless transceiver modules

OA操作パネル Operating panel

スタンレーグループは、かけがえのない未来に、光の価値を提供するため、 

自然と人を慈しみながら、広く社会に貢献した製品づくりをめざします。

スタンレーが生み出す光とその技術
スタンレーグループは、かけがえのない未来に、光の価値を提供するため、 

自然と人を慈しみながら、広く社会に貢献した製品づくりをめざします。

チップLED／
Surface Mount LEDs

白色チップLED／
White LEDs
（Surface mount type）

発光ダイオード　Light-Emitting Diodes（LED）

自動車電球／
Automotive light bulbs

ハロゲン電球／
Halogen bulbs

自動車電球　Automotive light bulbs

赤外LEDランプ・受光デバイス

IRED（Infrared Emitting Diode）Lamps・Photodetectors

液晶表示素子
Liquid Crystal displays（LCD）

冷陰極型蛍光ランプ
Cold cathode fluorescent lamps（CCFL）

超小形電球
Subminiature lamps

紙センサ　Paper control sensors

コンポー　 ネンツ

Mobility
モビリティー

Communication
コミュニケーション

縦型LEDランプ／Through-hole LEDs

Imagingイメージング

Daily life
デイリーライフ

液晶用バックライトユニット
Backlight units for LCDs

カメラ用ストロボ
Flash unit for camera

車載用LCD　LCDs for Automotive

LEDモジュールユニット LED module unit 色温度可変LED照明

インビトロフラワー
In vitro  flower

センターパネル　Center panels

大会議室（LED照明）

携帯電話テンキー用照明
Surface Mount LEDs for key pad backlighting

液晶用LEDバックライトユニット
LED Backlight units for LCDs

光センサ
Optical sensors

AFS機能付ヘッドランプ  Headlamps with AFS
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■ スタンレーグループビジョン

Environmental Report 2008

環境マネジメント

　2000年4月、世界中のスタンレーグループで、基本的

な価値観、社会における存在意義、永続的な使命を共有

するため、「スタンレーグループビジョン」を制定しました。

　私たちは、このビジョンのもと、「経営理念」「行動指針」

を定めるとともに、「光の五つの価値」を究めたものづくり

によって、広く社会に貢献していくことを目指しています。

　また、環境にやさしい企業活動を実践するため、環境長

期経営計画を策定し、環境保全活動に全力で取り組んで

います。
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●スタンレーグループの環境保全活動

環境宣言

■長期経営目標

環境基本理念

全社環境方針

環境長期経営計画

■中期3ヶ年計画への指針

環境にやさしい企業活動の実践

●スタンレーグループビジョン

スタンレースピリット

光に勝つ
私たちは、“光に勝つ”の気概を持ち、素晴らしい未来を切り拓きます。

経営理念
光の価値の限りなき追求

光の無限の可能性を究め、その価値の提供によってひろく社会に貢献します。

ものづくりを究める経営革新
“ものづくり”を事業の根幹とし、高付加価値・高品質を生むしくみを実現します。

真に支える人々の幸福の実現
スタンレーを真に支えてくれる人 を々大切にし、その幸福の実現に努めます。

光の5つの価値
光による5つの価値の探究によって、社会的価値を創造します。

CREATING 光を創る
RECOGNIZING 光で感知・認識する
INFORMING 光で情報を自在に操る
ENERGIZING 光のエネルギーを活かす
EXPRESSING 光で場を演出する

行動指針
CHALLENGE 挑　戦

常に高い理想を求め、果敢に挑戦している。
INNOVATE 発　想

自由な発想と高い見識で、価値を創りだしている。
COLLABORATE 共　創

知恵を共有し活用することで、価値を高めている。
HUMANIZE 慈　愛

自然と人間を慈しみ、豊かな感性を育んでいる。
GLOBALIZE 国　際

世界の多様な文化を尊重し、その理解に努めている。

汚染の予防省資源基盤構築 省エネルギー

●第Ⅰ期  中期3ヶ年経営計画（2001年4月～2004年3月）
●第Ⅱ期  中期3ヶ年経営計画（2004年4月～2007年3月）
●第Ⅲ期  中期3ヶ年経営計画（2007年4月～2010年3月）

■10年後の目指す姿



■ 環境経営の基本姿勢

Outshining Light 光に勝つ

　スタンレーグループでは、環境に係わる保全活動とし

て、地球温暖化防止のための温室効果ガス排出の抑制、

循環社会を目指した資源の有効活用のための省資源活

動、有害化学物質の排出抑制や環境にやさしい製品開発

などに取り組んでいます。

環境保全活動に対する考え方

環境基本理念
かけがえのない地球と

  自然の豊かな恵を、

健全な状態で次世代に引き継ぐため

  全ての企業活動を通じて、

資源の有効利用と

  環境の維持・向上に努めます。
環境宣言

私たちは、

地球に優しい企業をめざして、

環境に影響を及ぼす物質を

「使わない、出さない、捨てない」の

実現に向けて、

環境保全活動に積極的に

取り組みます。

環境長期経営が目指す
2010年の姿

◎グローバル展開しているスタンレーグループの5極の事
業拠点で、特定した事業所がISO14001の認証取得を
通して、環境マネジメントシステムが構築され、継続的
な環境保全活動が定着している姿。

◎国内外の環境関連法規／規制を遵守し、自主基準によ
る環境保全活動が定着している姿。

◎省資源活動を通して、廃棄物の削減とゼロエミッショ
ン達成に向けた継続的な活動が定着している姿。

◎省エネルギー活動を通して、地球温暖化防止としての、
二酸化炭素排出量を削減する継続的な改善活動が定着
している姿。

◎汚染の予防活動を通して、特定した部品の使用禁止物
質の削減および廃絶を目指した活動が定着している姿。

環境長期経営計画
環境長期経営計画を3ヶ年ごとに分けた、環境第
Ⅰ期中期3ヶ年経営計画（2001年4月〜2004年3
月）、環境第Ⅱ期中期3ヶ年経営計画（2004年4月
〜2007年3月）、環境第Ⅲ期中期3ヶ年経営計画

（2007年4月〜2010年3月）を作成し、10年後
の環境にやさしい企業活動を目指して、「環境マネ
ジメントシステムの基盤構築」、「省資源」、「省エ
ネルギー」、「汚染の予防」、を柱とした環境保全活
動を実施していきます。

全社環境方針
私たちは、「環境基本理念」に基づき、

全ての企業活動において、

一人ひとりの環境保全に対する役割と責任を認識して行動します。

❶当社の活動、製品及びサービスの各領域において、省資源、省エネルギーの推
進、廃棄物の削減など、健全な環境の維持・向上に努めます。

❷環境に与える影響を配慮した企業活動の実行および環境保全活動を推進し、
継続的改善と汚染の予防を行います。

❸環境に関わる法律・規制及び当社が同意するその他の要求事項の順守はもとよ
り、必要に応じて自主的管理基準を設定して管理を行います。

❹環境方針の遂行のために、環境目的および環境目標を設定し、定期的あるい
は必要に応じて見直しを行います。

❺環境方針は環境マネジメントシステムにより実施し、維持します。
❻環境教育・広報活動を実施し、全従業員及び構成員に環境基本理念、環境方

針の理解と環境に関する意識向上を図るとともに、仕入先・取引先にも周知し
て理解と協力を要請します。

❼環境基本理念・環境方針は一般の人々が入手できるようにします。また、環境
保全活動状況は社外の要求に応じて開示し、地域社会とのコミュニケーション
を図ります。
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　汚染の予防については、環境負荷物質の廃絶・削減を

継続的に実施してきました。

　次年度は、環境保全活動のパフォーマンスがより正確に

表現できるよう廃棄物等発生量・二酸化炭素排出量指標

の変更を計画しています。

　省資源活動においてゼロエミッションを半年前に達成

しました。また省エネルギー活動において、削減施策

を実施しましたが受注増、内製取り込みなどにともな

いCO2排出量（2000年度比10%削減目標）が43％増

となりました。

◎環境第Ⅲ期（2007/4～2010/3）

　事業所と連携を取り製造設備やその他付帯施設の省エ

ネルギー活動を強力に推進します。また、事業部評価

へ反映させ目標達成を図ります。

●総評
◎環境第Ⅰ期（2001/4～2004/3）

　環境マネジメントシステム（EMS）の基盤構築について

は、計画通り推進しました。省エネルギー活動において、

CO2排出量（2000年度比5%削減目標）が16％増と

なりました。

◎環境第Ⅱ期（2004/4～2007/3）

　EMSの基盤構築については、RoHSなどの法規制対応と

して環境負荷データベースを優先して構築および定着を図

りました。環境会計システム構築まではできませんでした。

■ 環境長期経営計画と2007年度環境目標

スタンレーグループ環境長期経営計画

環境マネジメント Environmental Report 2008
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　2007年度目標として掲げていた、EMSの基盤構築、お

よび省資源活動のゼロエミッションの継続、廃棄物発生

量原単位、再資源化率については目標を達成しました。

　一方、省エネルギー活動では、受注の増加、内製化の

取り込みなどにより目標達成には至りませんでした。

2007年度環境目標

環境第Ⅲ期　中期3ヶ年経営計画（2007/4～2010/3）

環境マネジメントの基盤構築

ISO14001認証取得
外部コミュニケーション
環境会計
環境にやさしい製品づくり

環境関連法規の遵守

スタンレーグループ（国内本体）一括審査に向けた活動
環境報告書の発行（海外事業所の活動も含めて）
環境会計のシステム構築（海外展開への準備）
開発設計時の環境影響評価システムの運用　リサイクル率の向上自動車
95％以上　電子80％以上
開発時に使用してはならない化学物質群23群
環境関連情報の伝達システム運用（特定した海外事業所の順守状況の把握）

省資源活動ゼロエミッションの達成
ゼロエミッションの達成
再資源化率100％
廃棄物発生量の原単位

売上あたり1％削減（前年度目標値比）

省エネルギー活動
二酸化炭素排出量
温室効果ガスの削減

二酸化炭素排出量の1.8％削減
二酸化炭素排出量の原単位 売上あたり1.8％削減（前年度目標値比）

汚染の予防
環境負荷物質の廃絶と削減 環境負荷物質の廃絶と削減 使用禁止物質の継続廃絶/削減物質の廃絶推進/管理物質の継続管理

 項　目 2007年度 目標 達 成 状 況

環境
マネジメント
の基盤構築

ISO14001認証取得
・国内：スタンレー本体の組織統合化
・海外：1事業所

・統合化により支店・営業所を含めて取得
・海外1事業所：略称ISE（インドネシア）

達　成
達　成

環境報告書の発行 ・2007環境報告書（2007年6月発行）
・日本語・英語版HPへ掲載 達　成

環境負荷データベースの運用 ・国内事業所での環境負荷物質データベースの継続運用
・海外生産拠点への環境負荷物質データベースの運用 達　成

省資源活動

ゼロエミッション※1の継続 最終処分率1％以下 ・2007年度実績は、0.2％（最終処分量は10t） 達　成

廃棄物等発生量原単位※2 3.21（t／億円） ・2007年度実績は、2.49（t／億円）（廃棄等物発生量は、5,889t） 達　成

再資源化率 94％ ・2007年度実績は、99％（再資源化量は、5,845t） 達　成

省エネルギー
活動

二酸化炭素排出量 57,810 t-CO2 ・2007年度実績は、88,197t-CO2 未達成

二酸化炭素排出量原単位※3 32.6（t-CO2／億円） ・2007年度実績は、37.3（t-CO2／億円） 未達成

汚染の予防

環境負荷物質の廃絶と削減
・使用禁止物質の継続廃絶
・削減物質の廃絶推進
・管理物質の継続管理

・環境負荷物質の廃絶と削減を継続推進中
　P.12環境負荷物質抑制活動を参照ください 継続中

※1 廃棄物等発生量あたりの最終処分量の値が重量比で1%以下　※2 売上高あたりの廃棄物等発生量　※3 売上高あたりの二酸化炭素排出量原単位



環境企画管理室

緑文字はISO14001認証取得済み事業所です。 海外生産関係会社は、略式名称です。正式名称は、P.28-29を参照ください。

※環境負荷物質対策委員会は、機能・役割を環境企画室へ移し、解散しました。

国内研究開発事業所 他

◎本　社

◎技術研究所

◎筑波研究所

◎宇都宮技術センター

◎横浜技術センター

　〈支店・営業所〉

◎秦野製作所

◎岡崎製作所

◎浜松製作所

◎広島工場

◎山形工場

◎伊勢原事業所

国内生産事業所

◎（株）スタンレー いわき製作所

◎（株）スタンレー 鶴岡製作所

◎（株）スタンレー 宮城製作所

◎（株）スタンレー 滋賀製作所

◎（株）スタンレー 伊那製作所

◎（株）スタンレー 新潟製作所 他

国内生産関係会社 海外生産関係会社

◎SUS（アメリカ）

◎SEH（ハンガリー）

◎SEI（インド）

◎ISE（インドネシア）

◎SEZ（中国 蘇州）

◎TSE（中国 天津）

◎CHS（中国 重慶）

◎IIS（アメリカ）

◎TWS（台湾 台南）

◎ASI（タイ）

◎VNS（ベトナム）

◎SSZ（中国 深圳）

◎GSE（中国 広州）

◎THS（タイ）

環境担当取締役

経 営 会 議

事 業 部

社　長

環境保全活動
委員会

全社的立場で環境戦略、

環境行政事項を審議し、

環境基本理念及び環境方針の

達成に向けて環境管理

システムの最適化と

継続性を図る。

事業所・関係会社
の環境保全活動
推進部会

事業所・関係会社等の

環境保全活動。

環境企画
管理室

スタンレーグループ全体

（国内・海外関係会社を含む）

における環境マネジメント

システム関連の企画・管理。 

製品に含有する環境負荷物質の

調査および

データベース構築。

環境保全活動委員会

などの審議を実施する機関です。また、環境マネジメント

推進部門として「環境企画管理室」を設けて改善活動を

推進しています。

Outshining Light 光に勝つ
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■ 環境管理体制

　当社社長のもと、環境担当取締役を最高責任者として

環境管理体制を構築しています。「環境保全活動委員会」

は、グローバルな立場で環境戦略、環境行政、重要施策

スタンレーグループ環境管理体制

●各組織の主な役割 ●統合環境マネジメントシステム構築の進捗状況
　当社では、ISO14001のマネジメントシステムを基盤

に事業所ごとの特性を活かした環境目標を設定し、環境

保全活動を展開してきました。

　2007年度は、支店・営業所の内部環境監査員の養成、

環境保全体制の見直しに取り組み、外部審査機関による

組織総合審査を経て、2007年10月に「スタンレー電気

株式会社」として認証を取得しました。

　今後は、国内関係会社を含めた組織統合を図り、更な

る環境保全活動を推進していきます。

●ISO14001認証取得状況
　国内は組織統合による認証を取得しました。

　海外は、インドネシアスタンレーが2007年9月に認証

を取得しました。

インドネシアスタンレー
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■ 環境教育

　当社の環境管理教育は、大きく3つに区分しており、

新任管理者、新入社員などを対象とした一般的な環境

教育である「階層別・職掌別研修」、内部環境監査員の

認定教育や、ISO14001の要求事項の理解を目指した「職

能別研修（戦略教育）」、さらに環境関係を主業務とし

て従事する従業員を対象とした「職能別研修（機能別

教育）」を実施しています。

　2007年度の環境管理教育に参加した従業員数は階

層別・職掌別研修および職能別研修に401名が参加し

ました。

詳細については次のとおりです。

◎階層別・職掌別研修：261名

◎職能別研修（戦略教育）：140名

　・外部研修機関による環境審査員養成研修

　・海外関係会社における職能別研修

　・環境負荷物質検査員養成研修

環境管理教育

環境管理教育

階層別・職掌別研修

新任管理者研修

新任監督者研修

途中入社者研修

新入社員教育

環境問題と当社の対応（取り組みテーマ）

職能別研修
（戦略教育）

内部環境監査員認定教育
内部環境監査員候補者

環境負荷物質検査員
養成研修

製品の環境負荷物質の分析
　方法と判定技能の習得

環境法規の習得、継続改善の
ための監査ポイントの習得

ISO14001の要求事項の理解

職能別研修
（機能別教育)

環境マネジメント
システムに関する

教育・訓練

●部門教育計画に基づく教育
●社外講習会
●教育・訓練に関わる主業務環境に
　著しい影響を与える作業
●自覚に関する教育
　（方針・目的・緊急事態対応等）
　全従業員、構内外注従業員、
　委託業務従事者
●教育・訓練・能力（資格認定）に
　関わる教育著しい環境影響の原因と
　なりうる作業（環境特定業務）

環境関連法規制と当社環境
課題へのマネジメント

環境一般知識と自覚ならびに
監督者としての環境関連法

規制と実務に係わる環境知識

環境一般知識と自覚ならびに
実務に係わる環境知識

社会人として必要な環境一般
知識と自覚

●環境管理教育体系図

内部環境監査員研修
内部環境監査員

（レベルアップ教育）

環境教育（年度別）

■ 総計 

単位（のべ人数）

・2005年度は、ISO14001規定改定教育実施
・2006年度は、海外蛍光Ｘ線検査器導入教育

0
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■ 環境マネジメント監査

　環境マネジメントシステム（EMS）が効果的に運用

されていることを確認するため、継続的に環境マネジ

メント監査を実施しています。

　また、2007年度より、事業所間による活動の差を解

消するため、「スタンレー電気株式会社」として社外第

三者認証機関による外部審査を受けることにしました。

外部審査の結果、統括部門と各事業所の責任・役割分

担が不明確で文書類や活動に重複する部分などがある

との指摘を受け、環境マニュアルの改訂、環境保全活

動委員会による周知徹底などの対応を図っています。

　EMSを継続的に改善していくためには、環境マネジ

メント監査が重要であると考えています。

　スタンレー全事業所および関係会社では、社内認定し

た内部環境監査員による監査と、社外第三者認証機関に

よる外部審査を実施しています。

 ■内部環境監査

◎内部環境監査員の認定は、社内の内部環境監査員認定

試験の合格者および外部研修機関の内部環境監査員

養成コースの修了者です。

◎監査方法は、各事業所の環境管理システムの管理責任

者による、独立性のある内部監査員チームを編成し

て、監査しています。

◎内部環境監査は、ISO14001規格要求事項の適合性や

EMSの運用状況、パフォーマンスの達成状況、順法

性などを監査しています。また監査結果を、事業所経

営者マネジメントレビューに反映して、EMSの改善

を実施しています。

 

 ■外部審査

◎第三者認証機関により定期審査（1回／年）および更

新審査を受けています。

　内部環境監査員の教育として、監査経験者を対象に環

境法規、監査実技などの研修をしています。

　2007年度の国内スタンレーグループの内部環境監査

員は、新たに52名を認定し570名となりました。

環境マネジメント監査

監査結果と対応状況

内部監査員数
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■ 環境リスク管理

　浜松製作所では、2007年12月に地震発生時の重油漏

洩防止のため、増設重油タンクを地上に設置しました。

　リスク管理のため、事業所ごとに環境事故の予防や

低減に取り組んでいます。

　環境に著しい影響を及ぼす可能性のある施設や作業

を特定し、特定した施設や作業従事者を対処に、「作業

ミス」「火災」「地震」などの緊急事態を想定した訓練

を実施しています。

　また、自衛消防隊を組織し毎年各事業所にて消防訓

練を含めた防災訓練をしています。

緊急事態訓練

環境マネジメント Environmental Report 2008

　環境法規制遵守のために必要となる公的資格の取得

を推奨し、支援しています。

主な環境関連法定資格の取得者数は下表のとおりです。

　化学物質に関する国内法規や海外法規（欧州における

WEEE/RoHS指令、ELV指令など）を遵守するとともに、

化学物質削減への対応を推進しています。

　また、ＰRTR法で規制されている化学物質管理は、環

境負荷物質データベースを構築し、誰でも閲覧できるよう

に「見える化」を進めています。

　さらに、受入時、納入部品の含有検査を実施するなど、

お取引先からの化学物質含有情報を確認しています。

　環境負荷物質データベースは、環境にやさしい製品

を作るために、製品を構成する部品・材料等の化学物

質含有情報の管理や、お取引先からの含有化学物質の

調査依頼に対応するためのものです。また、有害な化

学物質を含まない製品づくりの情報として、技術部

門・調達部門への情報提供を行っています。

　今後は、海外関係会社への展開を推進するとともに、

調査情報の精緻化を図

り、お取引先への回答リ

ードタイムの短縮を推進

していきます。

救護体験 煙体験

7階の逃げ遅れをはしご車で救出放水訓練

環境負荷物質抑制活動

環境負荷物質データベース

土壌汚染リスク低減施策

重油タンク

環境関連法定資格者

資格名称 2006年度人数 2007年度人数
公害防止管理者 5 5
エネルギー管理士・管理員 8 7
電気主任技術者 11 10
産業廃棄物処理施設技術管理者 1 1
特別管理産業廃棄物管理責任者 14 18
衛生管理者 41 42
乾燥設備作業主任者 30 48
有機溶剤作業主任者 150 184
特定化学物質作業主任者 28 33
危険物取扱者 21 45

合　　計 309 393

環境負荷物質データベースシステム

重油タンク
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■ 環境リスク管理

　国内法規・海外法規によって規制されている物質、およ

びお取引先から調査を要請される物質を、「使用禁止物質」

「優先削減物質」「削減物質」「管理（監視）物質」の4

区分し、管理基準を明確にしています。対象となる化学物

質は、法規制の動向、お取引先の状況に応じて追加・削

除を行っており、現在、71群916物質を対象としています。

化学物質管理

PRTR法の第一種指定化学物質（届出した事業所データ）

事業所名 単位 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度

全

社

排 出 量

大気への排出 kg 109,894 136,735 112,341 88,900 78,990

公共用水域への排出 kg 0.7 0.5 0 0 0

当該事業所における土壌への排出 kg 0 0 0 0 0

当該事業所における埋立処分 kg 0 0 0 0 0

排 出 量 合 計 kg 109,895 136,735 112,341 88,900 78,990

移 動 量
下水道への移動 kg 0 0 0 0 0

当該事業所外への移動 kg 90,038 117,762 140,954 86,589 83,350

移 動 量 合 計 kg 90,038 117,762 140,954 86,589 83,350

　2007年8月近隣住民より「夜間のフォークリフトが

うるさい」との苦情があり、暫定対策として停止時の

エンジンストップ、作業教育を実施しました。

　また、恒久対策として9月に電気フォークリフトに変

更し、11月に防音壁を設置しました。

　これ以外に3件の苦情がありましたが、適切に対応し

以後苦情は発生していません。

　PCBを含んだ設備を保有している事業所では、早期

登録・割引制度に登録しており、2008年4月に高圧進

相コンデンサー1台をPCB廃棄物処理特別措置法にもと

づき適切に処理をしました。今後も順次処理を進めて

いきます。

PCB管理 環境苦情への対応

対策後の障壁

設備名 台数

高圧トランス 4

高圧コンデンサー 9

高圧進相コンデンサー 4

低圧コンデンサー 1,145

照明用コンデンサー 19

水銀灯安定器 25

蛍光灯安定器 682

合計 1,888

国内スタンレーグループのPCB保管について
届出書、保管量、保管場所など適切な管理をしています。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に
関する特別措置法に基づくPCB保管状況

NO 発生時期
（年月） 苦情内容 対策内容 完了時期

1
2007年

5月

構内事務所の螺旋階段
の２階部分より、覗かれ
ているようである

螺旋階段部に目隠しを
設置 2007年

7月

2
2007年

5月

構内より白い粉が
飛散してくる

飛散物の確認は出来な
かったが、発生が予測さ
れる塗装ブースを点検実
施

2007年
10月

3
2007年

8月

昼夜を問わず
悪臭がある

発生源である設備を停止
（解体計画があるため事
前に停止）

2007年
10月

近隣苦情の内容
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■ 安全衛生

環境マネジメント Environmental Report 2008

　当社は、「安全は人々の幸福と企業発展の礎であり、

全ての活動において常に安全を最優先する」を安全理

念とし、当社で働く全ての人の安全衛生を確保するた

めに、全社の統括的役割を担う統括安全衛生委員会と、

事業所毎の（国内関係会社および人材派遣会社も含め

た）安全衛生委員会を組織して、「安全と衛生」の2つ

の切り口でさまざまな施策を展開しています。

　2007年度の方針は、「安全衛生の確保は、事業者の

最も重要な責務であり、企業存立の基盤である」とし

て活動を展開してきました。

◎安全職場実現のために、機械・設備の安全化、月度

毎の重点取り組み項目を点検する事業所パトロール

や労使合同パトロール、各所に掲示板を設置し「ヒ

ヤリハット」事象とその改善状況の見える化を実現

する「安全情報センター」の設置などの活動をして

います。

　　また、新入社員・中途入社者・新任職位者を対象

とした「階層別教育」や、危険を実体験することで、

安全感度を高めることのできる「安全体感教育」な

どの安全教育や啓蒙活動にも積極的に取り組んでい

ます。

◎衛生に係わる取り組みとして、定期健康診断をはじ

め、特殊検診、歯科検診、VDT検診だけではなく、

健康相談やメタボリック検診など、従業員の健康増

進のために独自の活動を展開し、全事業所で積極的

な健康管理を進めています。

　　また、昨今社会問題となっているメンタルヘルス

対策として、外部専門機関の協力のもと、社員一人

ひとりのセルフケアを促進する仕組みづくりを積極

的に進めています。当社社員と家族であれば誰でも、

この仕組みを利用したストレスチェックや、「電話」

「メール」「面談」などのさまざまな方法で、専門カ

ウンセラーに相談することができ、それぞれが心の

ケアを行える体制を整えています。

●安全教育風景
安全衛生の取り組み

環境事故
2007年6月、鶴岡製作所において、排水処理

棟より濃度25%の苛性ソーダ約440ℓを地下へ

流出する事故を発生させてしまいました。

　直ちに県への報告ならびに近隣住民への説

明を行うとともに、汚染拡大の防止措置を講じま

した。同年7月には、県ならびに近隣住民への改善計画の最終報告を行い、

了解を得ています。

今後、以下の汚染対策・モニタリングを継続して実施していきます。

◎掘削箇所からの揚水による苛性ソーダの回収

◎敷地外への流出防止管理のためのpH計測によるモニタリング

2008年2月、浜松製作所において、工場東側廃液排出出

口より有機溶剤を含む塗装ブース廃液約600ℓを廃液出

口周辺の緑地帯へ流出する事故を発生させてしまいました。

　市への報告と、配管内残留廃液の除去、ビニールシート

による被覆、排出バルブの改善などの対策を実施しました。

　また、有機溶剤を含む廃液に含まれていたトルエン、エチ

ルベンゼン、キシレンなど7物質を対象に土壌ガス濃度の

調査を行い、いずれも定量下限値未満であり、土壌汚染は

発生していないことを確認しました。

■ ■



　当社は、自動車電球からスタートした自動車照明製

品、発光ダイオードをはじめとした半導体・電子機器

製品など、幅広い分野で製品を提供しています。

　環境にやさしい企業として、地球温暖化、環境配慮

設計、省資源、省エネルギー、廃棄物の削減、環境負

荷物質の削減のため製品の研究・開発、設計から製造、

廃棄に至るまで、事業活動における環境負荷を定量的

に把握しています。

事業活動における環境負荷
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INPUT ──── 投入

原材料

樹脂材料
塗　料
ガラス

32,100t※

624t  
542t※

※ガラスエポキシ基盤含む 
※CCFLおよび自球関係のみ 

エネルギー

電　気
灯　油
軽　油
重　油
LPG
都市ガス

191,452（千ｋｗｈ）
615（kℓ）
16（kℓ）

1,053（kℓ）
207（ｔ）

783（千Ｎm3）

水

上　水
地下水
その他用水

185（千m3）
268（千m3）
125（千m3）

2007年度 海外事業所データ
（9事業所）

電気使用量
水使用量
廃棄物発生量

183,240（千ｋｗｈ）
436（千m3）
6,510（ｔ）

※海外事業所データは、上記データに
含まれておりません。 

化学物質（塗料含む）

取扱量 4,005t

車両燃料

ガソリン 469（kℓ）

研究開発・設計

調　達

製　造

販 売

浄　化

回収・
リサイクル

事業プロセス

温室効果ガス

二酸化炭素 88,197ｔ-CO2

大気環境への負荷

NOx
SOx

12t
33t

水環境への負荷

BOD
COD

9t
2t

廃棄物

総発生量
再資源化量
最終処分量

5,889t※

5,845t  
10t  

※総発生量は廃棄物と有価物の総量 

化学物質

排出量
移動量

79t
50t

OUTPUT ───排出

Outshining Light 光に勝つ

■ 事業活動における環境負荷の全体像

●2007年度の事業活動における環境負荷



　2007年度の主な省エネルギー施策として、省エネタ

イプの生産設備や空調施設関連のインバータ制御の導

入、断熱・保温関連の改善や省エネ管理活動などの強化

に取り組みました。

　しかしながら、2007年度のCO2排出量は、電子・自

動車機器関連の受注増や内製取り組みなどにより、売上

高原単位（t-CO2／億円）目標32.6に対して、実績37.3

となり、目標未達成となりました。

　今後は、生産設備や空調設備などに電力計を導入し

「見える化」を図り、省エネルギー活動を強化していき

ます。

　省エネルギー活動の改善効果を把握するために、CO2

排出量を付加価値で割った原単位で評価していきます。
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　2005年2月に発行された京都議定書により、日本は

第一約束期間（2008年から2012年）において温室効

果ガスを1990年度比で6%削減するよう求められてい

ます。

　当社は、地球温暖化対策を重要課題と捉えており、

温室効果ガスである二酸化炭素（以下CO2という）の

排出量を削減するため、排出量起源として約９割を占

める電気使用量の削減に重点をおいた施策を実施して

います。

　また、LEDデバイスなどを活用し、消費電力の少な

い製品の研究開発を推進しています

Environmental Report 2008

環境パフォーマンス

省エネルギー施策

省エネタイプの冷凍機

CO2排出量の削減

 CO2排出量と原単位

原
単
位

0
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2007年度2006年度2005年度2000年度
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37.1 36.5 37.3
36.8
36.8

65,293
81,198

33.8

84,477
33.2

88,197
32.6

単位（t-CO2/億円）単位（t-CO2）

■ CO2排出量 　　　  目標 原単位 　　　　実績 原単位

排
出
量

C
O
2

■ 省エネルギー活動
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■ 省エネルギー活動

　当社は、物流のほとんどを外部の運送会社へ委託し

ており、環境負荷の少ない運送方法に業者とともに取

組んでいます。

　改正省エネ法に伴う2007年度の実績は、荷主輸送量

で4,226（万トン）、エネルギー使用に係る原単位（エ

エネルギー使用量

Outshining Light 光に勝つ

　2007年度のエネルギー使用量は2,035千kℓ／GJと

なり、前年度1,949千kℓ／GJに対して、90千kℓ／GJ

（104%）の増加となりました。

　エネルギー別比率の93%以上を占める電気エネルギ

ーを効率よく使用するために、「空調施設の温度管理

の徹底」「省エネ設備の導入」「無駄のない製造工法を

ネルギー使用量（GJ）/売上高（百万円））は0.399と

なりました。 また、エネルギー使用に伴うCO2排出量

は6,374t-CO2となりました。配送ルートの改善、使用

車格の変更などの取り組みにより、29t-CO2を削減する

ことができました。

物流におけるCO２排出量の削減

構築するため、自社開発した最適生産設備の導入」を

推進しています。

　また、暖房用燃料として使用する燃料については、

熱効率の良い都市ガスや電気エネルギーへの変換、建

物については、高断熱性資材の使用、屋上緑化を実施

しています。

■電気　■ガソリン　■灯油　■軽油　■A重油　■LPG 　■都市ガス

単位（kℓ／GJ）

エネルギー別使用量の推移

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2007年度2006年度2005年度2000年度

1,374,325

1,740,322
1,823,997

1,908,776

電気93.8%

都市ガス1.7%ガソリン0.8%
灯油1.1%
軽油0.03%

LPG0.5% 

A重油2.0%

■電気　■ガソリン　■灯油　■軽油　■A重油　■LPG 　■都市ガス

2007年度エネルギー別比率の内訳



 ■環境負荷低減

●建築的熱負荷の抑制

ペアガラスの採用による空調効率の向上

●屋上緑化の導入

　屋上緑化による熱負荷低減の省エネ化
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■ 省エネ事例

環境パフォーマンス Environmental Report 2008

 ■環境負荷低減

●建築的熱負荷の抑制

　高断熱性と高遮熱を持っているLow-eガラス、ペアガ

ラスの採用により窓まわりの冷え込み解消

●生産設備の排熱抑制

　生産設備の断熱を強化による工場内空調負荷の削減

秦野製作所の

再構築にとも

ない環境に配

慮した新1号館

の省エネルギ

ー施策を紹介

します。

 ■自然エネルギーの活用

●冷却水フリークリーニング

　生産設備に使用している冷却水の冷却に、外気とチ

ラーを温度条件により自動切替を行い、自然エネル

ギーを活用するシステムの導入

●外気冷房の導入

　中間期や冬季に外気温度が室温より低いときは、冷水

を使用せず直接外気を取り込む冷房システムの導入

 ■エネルギーの有効利用

●冷却水の排熱利用

　生産設備の冷却水の排熱を塗装機給気の加熱に利用

し、都市ガス消費量を削減するシステムの導入

秦野製作所　新1号館

広島工場

外気冷房の導入

省エネルギー施策により
52.28t-CO2の削減が見込めます。

拡張した広島工場の省エネルギー施策を紹介します。

 ■消費エネルギーの抑制

●光害防止型外灯の導入

　センサー点灯とタイマー消灯制御による照明電力の

　削減

広島工場

秦野製作所　新1号館

省エネルギー施策により
1,635t-CO2の削減が見込めます。

屋上緑化の導入



 ■省エネルギーの抑制

●自動消灯・自動調光、 Hf照明の導入

　人感センサーによる自動消灯・調光制御やHf照明の

採用による電力削減

●節水型器具の導入

　トイレに節水型器具を採用し水使用の削減

 ■エネルギーの有効利用

●全熱交換機の導入

　排気する空気から冷

または温熱のみを回

収し外気負荷を低減

するシステムを導入。

●インバータ機器の導入

　給水ポンプ、ドラフトファンのインバーター機器導入

（秦野新1号館にも導入）

 ■エネルギーの有効利用

●冷却水の排熱利用

　生産設備の冷却水の排熱を塗装機給気の加熱に利用

し、都市ガス消費量を削減するシステムの導入

 ■環境負荷低減

●建築的熱負荷の抑制

　高断熱性と高遮熱を持っているLOW-eガラス、ペア

ガラスの採用により窓まわりの冷え込み解消

●生産設備の排熱抑制

　生産設備の断熱を強化による工場内空調負荷の削減

●屋上緑化の導入

　屋上緑化による熱負荷低減の省エネ化

新設したオプト

テクニカルセン

タ ー（OTC） の

省エネルギー施

策を紹介します。

 ■消費エネルギーの抑制

●LED照明の導入

　内部照明をLED化しています

●高効率変圧器の導入

　トップランナー基準値をクリアした変圧器の導入

●空調機、照明の個別制御の導入

　部屋・エリアごとの空調機や照明の制御による電力

削減

●集中管理リモコンの設置

　空調機・照明の集中管理リモコンの設置による消し

忘れ防止
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Outshining Light 光に勝つ

■ 省エネ事例

オプトテクニカルセンター

3事業所共通

オプトテクニカルセンター

LED照明の導入

屋上緑化の導入

省エネルギー施策により
５７t-CO2の削減が見込めます。

室内側 室外側

給気

排気

汚れた
室内の空気

仕切板

新鮮外気
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■ 省資源活動

　当社では、省資源活動として、廃棄物をできるだけ

発生させないように、製品の小型・軽量化、分別しや

すい材料表示、分解しやすい設計や製造工程での歩留

まり向上に努めています。また、発生した廃棄物は、再

使用・再利用するための分別をはじめ、再資源化の可

能性の開発・検討や、再生ルートの開拓などを実施し、

埋立て廃棄物をゼロに近づけるゼロエミッションの活

動に取り組んでいます。

　また、廃棄物処理を適正管理するために、マニュフ

ェスト伝票の管理と最終処分場への現地視察を実施し

ています。

　廃棄物等発生量は、有価物、事業系一般廃棄物、産

業廃棄物の総量としています。なお、有価物について

は、事業所より発生した全ての廃棄物（製品に有効に

寄与できなかったもの）との考えから含めています。

　2007年度の廃棄物等発生量は、 5,889tとなりまし

た。製造工程の歩留り向上の活動を実施していますが、

受注増や内製取り込みより前年度5,704tに対して185t

増加しました。売上高に対する原単位は、2.49となり

目標3.21を達成しています。

　2007年度の廃棄物等発生量の内訳について、廃プ

ラスチック類は3,503t（全体の59%、前年度比264t増

加）、紙くずは742t（前年度比11t削減）、金属くずは

476t（前年度比26t削減）、ガラスくずは227t（前年度

比21t削減）、また、その他は941t（前年度比21t削減）

となりました。特に前年度より増加している廃プラス

チック類については、発生量を抑制するため、多用し

ているプラスチック製品の歩留り向上などに取り組ん

でいます。

省資源活動

環境パフォーマンス Environmental Report 2008
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　リサイクルセンターでの解体・分別、再資源化ルー

トの開拓、一般廃棄物の分別管理の徹底などにより、

最終処分量の削減・ゼロエミッションに取り組んでい

ます。ゼロエミッションを、「廃棄物等発生量あたりの

最終処分量が重量比で1%以下」と定義しており、2006

年度9月よりゼロエミッションを達成しています。
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　2007年度の再資源化量は、廃プラスチック類の徹

底した分別管理と再資源化ルートの開拓などにより、

5,845tとなり、再資源化率としては、前年度94%に対し

て５ポイント改善の99%となりました。

　再資源化の種類別では、廃プラスチック類が59%を占

め、紙くず12%、金属くず8%等となっています。いずれも、

前年度と比較して再資源化率は向上しています。

　なお、有価物は再資源化量の43%にあたり、2,549t

となりました。

なお、2007年度の最終処分量は、前年度92tに対して

82t削減し、10t（最終処分率は0.2%）となりました。
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消費電力を
削減した製品

軽量化した製品

環境負荷物質の低減
（溶剤使用量の削減）

屋外照明用LEDモジュール

MEMS光スキャナ

消費電力を削減した製品

　屋外照明用LEDモジュールの特長を活か
し、防犯灯では従来の蛍光灯タイプと比べ消
費電力が40wから15wになり台あたり約60%
（25w）削減を実現しています。
　さらに、防犯灯や街路灯のデザイン性の向
上やコンパクト化が可能となりました。
　また、国が進めているグリーン購入法の改定により
「LED照明器具」が追加され、今後LED照明機器があ
らゆる場面でで環境にやさしい照明機器として採用する
機会が増えることが予想されます。

携帯用LEDストロボ

　ストロボ光源をXe（キセノン）管からLEDにすることで、
Xe管を発光させる高電圧、高容量のエネルギーが不要
となり、消費電力が2.3wから0.23wに改善され、台あた
り90%（2.07w）削減を実現しています。

液晶TV用冷陰極蛍光管

　従来の液晶TV用冷陰極蛍光管（CCFL）から管電流・管内ガス
圧力を改良したCCFLを採用することにより、消費電力が216w
（24本）/台から196w（20本）/台になり9%電力を削減しても
同等の明るさが得られる環境性能を実現しました。

四輪車用照明製品

◎四輪用照明製品
　ヘッドランプのアンダーコート塗装付きアルミ蒸着装飾部品（エックステ
ンション）からダイレクト蒸着（アンダーコート塗装を使用しない蒸着）方
式を採用したことにより、溶剤使用量を削減しています。

◎リアコンビネーションランプ用LEDランプ
　車載用LEDとガラスエポキシ基盤との接続を、
金属同士の溶接する技術を開発することによ
り、「はんだ」使用の削減を実現しています。

二輪車用照明製品

　リアコンビネーションランプ光源をバルブ仕様タイプからLED仕様
（15個）に代えることにより、消費電力がストップランプ21w×2灯から
4.4w、テールランプ5w×2灯から0.6wとなり、台あたり90%（47w/台）
削減を実現しています。

四輪車用照明製品

　ストップ・テールランプの光源をバルブ仕
様からLED仕様に代えることにより、消費
電力がストップランプ21wから4w、テール
ランプ5wから0.5wとなり、台あたり83%
（43w/台）削減を実現しています。

車載用LEDルームランプ

　現在発売中の市販LEDルー
ムランプにおいて、LED数の最適
化と構造変更により、消費電力
が1.5wから0.8wになり台あたり
47%（0.7W）削減を実現してい
ます。また、製品重量も137gから
31gとなり77%（106g）の軽量
化が実現できました。

消費電力削減
および軽量化した製品
15.4インチワイド液晶バックライト

　光源を冷陰極蛍光管（CCFL）（1灯式）からLED（60個）に変更するこ
とにより、消費電力が5.1wから3.42wになり台あたり33%（1.7w）削減が
実現でき、さらに輝度効率が2倍アップしています。
　また、導光板の形状、光源自体、その他部材の変更により重量が250g
から122gとなり、台あたり約50%（128g）の削減を実現しました。
CCFLからLEDに変更することにより水銀フリー化も実現しています。

光偏向にポリゴンスキャナーを使用し
た従来品に比べ、MEMS（Micro 
Electro Mechanical System）によ
る光マイクロスキャナーの開発品に代
替えすることにより、重量が100gから
2.5gとなり98%（97.5g）軽量化を実
現しています。

照明用LEDモジュール

携帯電話用LEDストロボ

MEMS光スキャナ
ELD

　コネクタの小型・軽量化、基板
ASSY軽量化などにより、従来品の
ケースASSYに比べ重量が30gか
ら25gとなり台あたり17%（5g）軽
量化を実現しています。
ELD：Electric Load Detector
車載バッテリー電流計測部品

二輪車用照明製品

◎二輪車用FOGランプのガラスレ
ンズ、アルミダイキャストリフレクタ
ー、金属リムを樹脂化することに
より1,300gから600gに削減し、
台あたり700gの軽量化を実現し
ています。
◎二輪車用ヘッドランプのガラスレ
ンズの樹脂化、金属リムの廃止
することにより500gから150gに
削減し、台当たり350gの軽量化
を実現しています。

ELD

四輪車用照明製品

四輪車用のアルミダイキャスト製プロジ
ェクターヘッドランプを樹脂化することに
より700gから500gに削減し、台当たり
200gの軽量化を実現しています。

車載用LEDルームランプ

　光源をハロゲンバルブ仕様からHIDタイプに
代え、さらに大光量を効率よく使用する技術を
活用し、フォグランプを廃止して462w/台から
200w/台となり、57%（262w/台）削減を実現
しています。

　光源をバルブ仕様からドアミラー内臓タ
イプのLED仕様に代えることにより、
10w/台から4.4w/台となり、56%（5.6w）
削減を実現しています。

LED溶着

携帯電話Xe菅ストロボ

CFL LED

板厚6.6mm 板厚2.8mm

LED街路灯

省電力でCO2の削減が可能。
また蛍光灯ランプを使用ないため
水銀レスで環境負荷が小さい。

LED
照明器具の
特長

1

紫外領域の光が少なく虫が
寄り付きにくい。2

光害の低減（レンズカットによる
光漏れの抑制、近接の農作物
への影響低減）

3

長寿命で維持費の
低減が図れる。4

四輪車用LED
リアコンビネーションランプ

四輪車用
AFS機能付ヘッドランプ

四輪車用LED
ドアミラー内臓LED

半導体製品

　5wの白熱電球から1wの消費電力
に置き換えた従来製品を、さらに電力
効率を向上させた製品を開発したこと
により、消費電力が40（lm/w）から50
（ l m / w ）になり、効率を2 0 %
（10lm/w）向上を実現しています。

半導体製品
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■ 環境配慮型設計

環境パフォーマンス Environmental Report 2008

　環境負荷を低減する製品の提供をとおして、地球温暖

化防止や循環型社会を実現する活動を推進しています。

　消費電力の削減、軽量化、有害化学物質の低減・廃

絶などに配慮した製品を実現するため、研究・開発、

設計、生産技術の各部署で積極的に展開しています。

環境配慮型製品



消費電力を
削減した製品

軽量化した製品

環境負荷物質の低減
（溶剤使用量の削減）

屋外照明用LEDモジュール

MEMS光スキャナ

消費電力を削減した製品

　屋外照明用LEDモジュールの特長を活か
し、防犯灯では従来の蛍光灯タイプと比べ消
費電力が40wから15wになり台あたり約60%
（25w）削減を実現しています。
　さらに、防犯灯や街路灯のデザイン性の向
上やコンパクト化が可能となりました。
　また、国が進めているグリーン購入法の改定により
「LED照明器具」が追加され、今後LED照明機器があ
らゆる場面でで環境にやさしい照明機器として採用する
機会が増えることが予想されます。

携帯用LEDストロボ

　ストロボ光源をXe（キセノン）管からLEDにすることで、
Xe管を発光させる高電圧、高容量のエネルギーが不要
となり、消費電力が2.3wから0.23wに改善され、台あた
り90%（2.07w）削減を実現しています。

液晶TV用冷陰極蛍光管

　従来の液晶TV用冷陰極蛍光管（CCFL）から管電流・管内ガス
圧力を改良したCCFLを採用することにより、消費電力が216w
（24本）/台から196w（20本）/台になり9%電力を削減しても
同等の明るさが得られる環境性能を実現しました。

四輪車用照明製品

◎四輪用照明製品
　ヘッドランプのアンダーコート塗装付きアルミ蒸着装飾部品（エックステ
ンション）からダイレクト蒸着（アンダーコート塗装を使用しない蒸着）方
式を採用したことにより、溶剤使用量を削減しています。

◎リアコンビネーションランプ用LEDランプ
　車載用LEDとガラスエポキシ基盤との接続を、
金属同士の溶接する技術を開発することによ
り、「はんだ」使用の削減を実現しています。

二輪車用照明製品

　リアコンビネーションランプ光源をバルブ仕様タイプからLED仕様
（15個）に代えることにより、消費電力がストップランプ21w×2灯から
4.4w、テールランプ5w×2灯から0.6wとなり、台あたり90%（47w/台）
削減を実現しています。

四輪車用照明製品

　ストップ・テールランプの光源をバルブ仕
様からLED仕様に代えることにより、消費
電力がストップランプ21wから4w、テール
ランプ5wから0.5wとなり、台あたり83%
（43w/台）削減を実現しています。

車載用LEDルームランプ

　現在発売中の市販LEDルー
ムランプにおいて、LED数の最適
化と構造変更により、消費電力
が1.5wから0.8wになり台あたり
47%（0.7W）削減を実現してい
ます。また、製品重量も137gから
31gとなり77%（106g）の軽量
化が実現できました。

消費電力削減
および軽量化した製品
15.4インチワイド液晶バックライト

　光源を冷陰極蛍光管（CCFL）（1灯式）からLED（60個）に変更するこ
とにより、消費電力が5.1wから3.42wになり台あたり33%（1.7w）削減が
実現でき、さらに輝度効率が2倍アップしています。
　また、導光板の形状、光源自体、その他部材の変更により重量が250g
から122gとなり、台あたり約50%（128g）の削減を実現しました。
CCFLからLEDに変更することにより水銀フリー化も実現しています。

光偏向にポリゴンスキャナーを使用し
た従来品に比べ、MEMS（Micro 
Electro Mechanical System）によ
る光マイクロスキャナーの開発品に代
替えすることにより、重量が100gから
2.5gとなり98%（97.5g）軽量化を実
現しています。

照明用LEDモジュール

携帯電話用LEDストロボ

MEMS光スキャナ
ELD

　コネクタの小型・軽量化、基板
ASSY軽量化などにより、従来品の
ケースASSYに比べ重量が30gか
ら25gとなり台あたり17%（5g）軽
量化を実現しています。
ELD：Electric Load Detector
車載バッテリー電流計測部品

二輪車用照明製品

◎二輪車用FOGランプのガラスレ
ンズ、アルミダイキャストリフレクタ
ー、金属リムを樹脂化することに
より1,300gから600gに削減し、
台あたり700gの軽量化を実現し
ています。
◎二輪車用ヘッドランプのガラスレ
ンズの樹脂化、金属リムの廃止
することにより500gから150gに
削減し、台当たり350gの軽量化
を実現しています。

ELD

四輪車用照明製品

四輪車用のアルミダイキャスト製プロジ
ェクターヘッドランプを樹脂化することに
より700gから500gに削減し、台当たり
200gの軽量化を実現しています。

車載用LEDルームランプ

　光源をハロゲンバルブ仕様からHIDタイプに
代え、さらに大光量を効率よく使用する技術を
活用し、フォグランプを廃止して462w/台から
200w/台となり、57%（262w/台）削減を実現
しています。

　光源をバルブ仕様からドアミラー内臓タ
イプのLED仕様に代えることにより、
10w/台から4.4w/台となり、56%（5.6w）
削減を実現しています。

LED溶着

携帯電話Xe菅ストロボ

CFL LED

板厚6.6mm 板厚2.8mm

LED街路灯

省電力でCO2の削減が可能。
また蛍光灯ランプを使用ないため
水銀レスで環境負荷が小さい。

LED
照明器具の
特長

1

紫外領域の光が少なく虫が
寄り付きにくい。2

光害の低減（レンズカットによる
光漏れの抑制、近接の農作物
への影響低減）

3

長寿命で維持費の
低減が図れる。4

四輪車用LED
リアコンビネーションランプ

四輪車用
AFS機能付ヘッドランプ

四輪車用LED
ドアミラー内臓LED

半導体製品

　5wの白熱電球から1wの消費電力
に置き換えた従来製品を、さらに電力
効率を向上させた製品を開発したこと
により、消費電力が40（lm/w）から50
（ l m / w ）になり、効率を2 0 %
（10lm/w）向上を実現しています。

半導体製品
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■ グリーン調達・購入

　当社では、環境保全活動全般において、お取引先と

の連携を基盤とする環境に配慮した資材調達（以下、

グリーン調達といいます。）を積極的に展開し、環境負

荷の低減に努めています。また、グリーン調達ガイド

ライン2版を発行し、お取引先にご理解・ご協力をお願

いしています。

◎グリーン調達の考え方

 ■グリーン調達

1.環境保全に取り組んでいる企業からの調達。

2.環境負荷の少ない原材料・部品・製品の調達。

 ■グリーン調達基準

1.環境に対する取り組み姿勢、体制を評価し、優れたお

取引先を優先して取引を行う。

2.当社が定める含有、使用禁止物質は調達を行わない、

またそれ以外の当社指定物質については削減に努める。

3.3R（Reduce, Reuse, Recycle）を推進し、廃棄物を

出さない調達。

4.梱包材のリサイク

ルおよび削減。

5.省エネを考慮し

た物品の調達。

　得意先からの調査要請や法基準（アスベスト・PFOS

など）の調査要請に基づき、2007年度における新規調

査を実施した件数は、製品で1,662製品、部品で8,635

部品になりました。

　調査依頼は、お取引先のご協力により、ほぼ予定通

りに回収され、得意先および関係機関への報告を行い

ました。

　今後は、一層の精度向上と内容の充実を図るため調

査ルールや方法の見直しを進めていきます。

　環境保全活動に前向きに取

組まれグリーン調達に貢献して

頂いたお取引先に対して「グリ

ーン調達貢献賞」を設け、表

彰しています。

　2007年度購買方針説明会にて、主要なお取引先を対象

に品質優良賞・原価優良賞・納期優良賞・開発貢献賞に

あわせて、グリーン調達貢献賞の授与式が行われました。

　グリーン調達貢献賞は11社が表彰され、当社社長より、

受賞者の方に表彰盾と賞金が贈られました。

　自動車照明用部材として使用している樹脂材料のグレー

ドや色調の標準化を継続的に推進しています。

　源流（設計）段階からの取り組みで、樹脂選定・評価工

数の低減や製造工程（樹脂成形）における材料替えによる

段取り工数・歩留り改善により、省資源・省エネルギー活

動に貢献しています。

　2007年度は、樹脂材料の色調を統一するため、樹脂材

料で標準色を制定し、設計標準品リストに反映しています。

また、お取引先のご協力のもと樹脂材料の取り扱い種類

の低減を推進しています。

　グリーン購入品としてコピー用品・トイレットペーパー・

文具・事務用品を対象に推進しています。

　また、全車両のうち低公害車、低燃費車の割合は、

95%を占めており、ハイブリッド車購入も積極的に取り組

んでおり34台となりました。

グリーン調達の考え方

環境パフォーマンス Environmental Report 2008

お取引先環境負荷物質調査

グリーン調達ガイドライン グリーン調達ガイドライン
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　現状のエネルギー使用は、電気で全体の93.8%、ガ

ス（都市ガスとLPG）で2.2%、燃料（灯油・重油・軽油・

ガソリン）で 4%を占めています。

　省エネルギーの施策として、優先的に電気エネルギ

ー削減の投資を行っています。
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■ 環境会計

　省エネルギーへの投資として、電気、ガス、燃料、

水使用量の管理を行っています。

特にエネルギー使用量の多い新規・更新の設備につい

ては、現行設備から20%の改善を目指して推進してい

ます。

環境会計（省エネルギー）

環境保全効果（物量）

内　　容 2000年度 2005年度 2006年度 2007年度

単体売上高（百万円） 177,365 21,853 231,224 236,565

基準年度に対する売上高比㈰ 1 1,234 1,304 1.334

I
N
P
U
T

電気使用量
（千kwh）

実績値 137,846 174,556 182,949 191,452

補正値 ー 170,102 179,751 183,856

環境保全効果 ー -4,454 -3,198 -7,596

評　価 ー × × ×

水使用量
（千m3）

実績値 664 604 583 577

補正値 ー 819 866 886

環境保全効果 ー 215 283 309

評　価 ー ○ ○ ○

O
U
T
P
U
T

CO2排出量
（t-CO2）

実績値 65,293 81,198 84,477 88,197

補正値 ー 80,572 85,142 87,086

環境保全効果 ー -626 665 -1,111

評　価 ー × ○ ×

総廃棄物発生量
（t）

実績値 4,679 6,570 5,704 5,889

補正値 ー 5,774 6,101 6,241

環境保全効果 ー -796 397 351

評　価 ー × ○ ○

再資源化量（t）
環境保全効果の
値はマイナスが

効果がある

実績値 1,337 5,563 5,343 5,845

補正値 ー 1,650 1,743 1,783

環境保全効果 ー -3913 -3,600 -4,061

評　価 ー ○ ○ ○

最終処分量（t）

実績値 2,307 549 92 10

補正値 ー 2,847 3,008 3,077

環境保全効果 ー 2,298 2,916 3,067

評　価 ー ○ ○ ○

補正値＝基準年度実績値×基準年度に対する売上高比㈰　環境保全効果＝補正値−実績値
評価：○は環境保全効果の値がプラス（但し再資源化量はマイナスが○）
　　　×は環境保全効果の値がマイナス（但し再資源化量はプラスが×）

 1.省エネルギー削減施策の投資事例

　省エネルギーの具体的な対策として、投資

事例を記載しました。

2007年度の投資金額は、248,077千円CO2換

算で、1,065t-CO2削減しました。

投 資 を 含 む 省 エ ネ ル ギ ー 改 善 の た め の 金

額 は、7 5 2,1 2 1 千 円 と な り、CO2 換 算 で、

1,847t-CO2の削減となりました。

 2.環境保全効果

　環境省のガイドラインを参考に、2000年度

を基準年度として、各年度の実績を評価してい

ます。

　2007年度の「INPUT」「OUTPUT」の評価

結果は、電気使用量およびCO2排出量を除き全

ての項目で改善できました。

投　　資　　内　　容 投資金額（千円） 削減電力量
（千kwh/年）

削減二酸化炭素量
（ｔ・CO2/年）

空調機関係のインバーター制御導入 22,800 474 199.0

高効率外調機の導入 8,000 5 2.0

高効率コンプレッサーの導入 5,000 23 9.8

高効率冷凍機の導入 71,718 262 110.2

コンプレッサー遠隔操作盤設置による管理強化 1,200 28 11.7

材料乾燥機（断熱仕様）の導入 3,100 42 17.8

自動検査装置の改善による省エネ 6,000 31 13.1

省エネ照明機器の導入 22,991 461 193.5

省エネタイプ空調機の導入 56,383 28 13.4

照明機器設置エリアの照明方法改善 2,792 112 47.2

生産設備のヒーターセラミック化による省エネ 1,350 46 19.3

電動成形機の導入 27,200 806 338.7

フリークーリングの導入 9,500 181 76.2

窓に断熱フィルムの貼り付け 8,294 13 5

冷凍機の熱交換器改善 1,749 21 8.6
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　当社は、ステークホルダーとのより一層のコミュニ

ケーションを図るため、会社案内やホームページに環

境報告書を掲載して環境保全活動を紹介しています。

また、地域住民の方と交流を深めるため、感謝祭やフ

ェスティバルを開催しています。

　環境に係わる情報の共有化を図るため、社内ネットワ

ークを活用して、「環境情報板による環境保全活動に関

する情報」、「環境負荷物質調査に関する情報」、「お取引

先の環境に関する情報の開示」や「法律の制定・改定に

関する情報」を、関係者に提供しています。今後は、双

方向の情報交換ができるように改善していきます。

　また、環境保全活動委員会を開催し、各事業所の環境

のシステム管理者とのコミュニケーションを図っています。

　環境に配慮したお取引先に対して表彰をしています。

また、社内おいては、業務上で大きく会社に貢献した社

員の方を表彰する「スタンレー賞・チャレンジ賞」や設

備のムダを取り除き最小のエネルギーで効率よく製造す

ることを狙いとした自社製の設備を対象に表彰していま

す。

　社外においては、東京消防庁主催の自衛消防活動審査

■ 環境コミュニケーション

Environmental Report 2008

コミュニケーション

外部コミュニケーション

内部コミュニケーション

社内外表彰

会で最優秀賞、関東地区電気使用合理化委員会より最優

秀賞、天竜川水系健康診断（水質調査）の10年間継続

活動により感謝状を受賞しています。

表彰状を受け取る受賞者のみなさん

ホームページ

環境情報板



クリーンアップ岡崎

クリーンアップ活動 運動施設への提供
秦野・鶴岡製作所では、

地域住民の方に、

体育館の使用を

開放しています。

教育援助
財団法人

北野生涯教育振興会を通じて

海上研修・大学への聴講制度など

”一生涯の教育”に役立てるように

支援しています。

ノーマイカー
環境と健康に

やさしい取り組みとして、

マイカーでの通勤を電車や

歩いて通勤する

ノーマイカーデーを

実施しています。

【秦野・つくばにおいて】

フレッシュアップデー
毎週水曜日を

フレッシュアップデーとして、

残業をしない日を

設けいてます。
工場見学

地域住民の小学生を対象に、

工場見学を行っています。

【秦野において】

秦野市消防団
協力事業所に認定
企業と消防団の連携・協力を

より一層強化し、
地域防災体制の充実を図ることを目的にした、
秦野市消防団協力事業所に認定され、

社会貢献する企業として
評価されました。

クリーンアップ秦野

秦野

クリーンアップ宇都宮（ＵＴＣ）

クリーンアップ浜松

クリーンアップ伊那（天竜川）

国内スタンレーグループでは、地域社会への貢献として社員の方やご家族が
美化活動を継続的におこなっており、２００７年度は約１，４００名の方が参加しています。
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株式会社スタンレーいわき製作所
福島県いわき市中部工業団地3-1

株式会社スタンレー鶴岡製作所
山形県鶴岡市渡前字大坪45

株式会社スタンレーウェル
神奈川県秦野市曽屋434

株式会社スタンレー宮城製作所
宮城県登米市中田町宝江黒沼字十文字260

株式会社スタンレー滋賀製作所
滋賀県大津市和邇今宿字舟木372番地の1

株式会社スタンレー伊那製作所
長野県飯田市松尾寺所7302-1

株式会社スタンレー新潟製作所
新潟県白根市大字北田中字堀留780-8

松尾電気株式会社
広島県賀茂郡大和町上徳良392-2

株式会社スタンレーパル
東京都目黒区中目黒2-9-13

斯坦雷電気（亜州太平洋）有限公司
〔Stanley Electric（Asia Pacific） Ltd.〕（SAP)

蘇州斯坦雷電気有限公司
〔Suzhou  Stanley Electric Co., Ltd.〕（SEZ）

深圳斯坦雷電気有限公司
〔Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.〕（SSZ）

天津斯坦雷電気有限公司
〔Tianjin Stanley Electric Co., Ltd.〕（TSE）

広州斯坦雷電気有限公司
〔Guangzhou Stanley Electric Co.,Ltd.〕（GSE）

重慶華渝斯坦雷灯具有限公司
〔Chongqing Hua-yu Stanley Lighting Co., Ltd.〕（CHS） 

上海斯坦雷電気有限公司
〔Shanghai Stanley Electric Co., Ltd.〕 （SSE） 

蘇州斯坦雷半導体照明科技有限公司
〔Suzhou  Stanley Lighting Technology Co., Ltd.〕（SLT）

Stanley Electric Hungary Kft.

フランス
STANLEY-IDESS S.A.S.（SID）
ドイツ
Stanley Electric GmbH（SED）
イギリス
Stanley Electric （U.K.）Co.,Ltd.（SEU）
イギリス
Stanley Electric Holding
Europe Co.,Ltd.（SEEU） 

ハンガリー
Stanley Electric Hungary Kft.（SEH）

台湾
台湾斯坦雷科技股份有限公司
〔Taiwan Stanley Electric Co.,Ltd.〕（TWS）

インド
Stanley Electric Engineering India Pvd.Ltd.（SEI）
Lumax Industries Limited.（LMX）

インドネシア
PT. Indonesia Stanley Electric（ISE）

ベトナム
Vietnam Stanley Electric Co., Ltd.（VNS）

韓国
Stanley Electric Korea Co.,Ltd.（SEK）

シンガポール
Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte. Ltd.（SEAP）

タイ
Thai Stanley Electric Public Co., Ltd.（THS）
タイ
Asian Stanley International Co., Ltd.（ASI）

オーストラリア
Hella-Stanley Holding Pty Ltd（HESA）

Stanley Electric U.S. Co., Inc.（SUS）

I I Stanley Co., Inc.（IIS）
Stanley Electric Holding of America, Inc.（SEAM）

Stanley Electric Sales of America, Inc.（SSA）

●
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●
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●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

● 本社 スタンレー電気株式会社
　  東京都目黒区中目黒2-9-13　〒153-8636

ヨーロッパ
アジア大洋州

中　国

日　本

アメリカ

Thai Stanley Electric Public Co., Ltd.

Vietnam Stanley Electric Co., Ltd.

PT. Indonesia Stanley Electric

Asian Stanley International Co., Ltd.

Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.

Tianjin Stanley Electric Co., Ltd.

Guangzhou Stanley Electric Co.,Ltd.

Stanley Electric U.S. Co., Inc.

I I Stanley Co., Inc.
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●

●

●
● ●●

スタンレーグループの「光」が、五極（日本、米州、アジア大洋州、中国、欧州）で地球を守り、
次世代のために素晴らしい未来を切り開きます。

希望の「光」が　地球を守る希望の「光」が　地球を守る

28

■ スタンレーグループ主要関連会社
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スタンレーグループの「光」が、五極（日本、米州、アジア大洋州、中国、欧州）で地球を守り、
次世代のために素晴らしい未来を切り開きます。

希望の「光」が　地球を守る希望の「光」が　地球を守る
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