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環境パフォーマンス
スタンレーグループでは、地球温暖化防止をはじめ、さまざまな環境保全活動

を推進しています。これらの活動を効果的に進めていくためには、事業活動に

よる環境への負荷や対策の成果を定量的に把握し、環境パフォーマンスとし

て評価していくことが重要と考え取り組んでいます。
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2016年度の活動結果
　スタンレーグループの2016年度の主な目標と達成状況は、右のとおりです。

社員の環境意識向上を促すため、定期的な環境情報配信、環境eラーニング

実施など、機会を捉えて積極的な啓蒙を行っています。2015年度からは、環境に

関わる活動に大きく貢献した社員を表彰する「環境表彰制度」を制定し、環境活動

の活性化・強化を図っています。

　今後も目標達成に向けてグループ全体でさまざまな環境施策を確実に実施し

ていきます。

項 目 目 標 結 果

環境法規の
取り組み 事業活動関連法規順守の継続 環境法規順守の継続 ○

環境配慮設計 地球環境に貢献する環境配慮製品の（継続的）提供 環境配慮設計チェックリスト100%実施
設計関連部門への教育実施 ○

地球温暖化防止

国内：CO2 付加価値額原単位：78.0t-CO2 ／億円以下
　     （2009 年度比 7% 以上削減）

国内：CO2 付加価値額原単位：73.6t-CO2 ／億円
　     （2009 年度比 12.3% 削減） ○

海外：CO2 付加価値額原単位：328.7t-CO2 ／億円以下
　     （2013 年度比 3% 以上削減）

海外：CO2 付加価値額原単位：303.1t-CO2 ／億円
　     （2013 年度比 10.6% 削減） ○

国内：物流領域
　     売上高原単位：2.24t-CO2 ／億円以下
　     （2012 年度比 4% 以上削減）

国内：売上高原単位：2.37t-CO2 ／億円
　     （2012 年度比 1.7% 増加） ×

資源循環／
廃棄物削減

国内：廃棄物発生量付加価値額原単位：5.51t ／億円以下
　     （2012 年度比 4% 以上削減）

国内：廃棄物発生量付加価値額原単位：5.05t ／億円
　     （2012 年度比 12.0% 削減） ○

海外：廃棄物発生量付加価値額原単位：20.0t ／億円以下
　     （2014 年度比 2% 以上削減）

海外：廃棄物発生量付加価値額原単位：17.4t ／億円
　     （2014 年度比 14.7% 削減） ○

国内：ゼロエミッションの継続（最終処分率0.50%以下） 国内：ゼロエミッションの継続（最終処分率0.14%） ○

国内：水使用量付加価値額原単位：0.65 千㎥／億円以下
　     （2014 年度比減）

国内：水使用量付加価値額原単位：0.47 千㎥／億円
　     （2014 年度 28.2% 削減） ○

海外：水使用量付加価値額原単位：1.22 千㎥／億円以下
　     （2014 年度比減）

海外：水使用量付加価値額原単位：1.07 千㎥／億円
　     （2014 年度比 12.2% 削減） ○

汚染防止／
製品環境

環境ゼロディフェクトの継続 蛍光 X 線検査等による環境負荷物質非含有の検証を
実施し環境事故ゼロの継続 ○

国内：化学物質使用量付加価値額原単位：1.09t ／億円以下
　     （2014 年度比減）

国内：化学物質使用量付加価値額原単位：0.87t ／億円
　     （2014 年度 20.2% 削減） ○

生物多様性の
取り組み 地域の生態系保全活動に貢献 社会貢献活動やボランティア活動の実施 ○

○：達成　×：未達成



19

環境報告書2017 社会とのかかわり環境マネジメント事業紹介 環境パフォーマンス目次
環境パフォーマンス

Special Featureトップメッセージ

事業活動における環境負荷の全体像

　事業活動に伴う環境

負荷としてINPUT（投

入）の主なものは、原材

料、エネルギー、水、化学

物質、車両燃料の使用が

あります。一方OUTPUT

（排出）は、大気ではCO2・

NOx・SOx、水環境への

負荷はBOD・COD、廃棄

物・化学物質の排出など

があります。

　2016年度の環境負荷

は右のとおりです。これ

らの環境負荷を定量的に

把握し、省資源、省エネル

ギー、廃棄物・化学物質

排出量等削減などの環境

保全活動を継続的に実施

しています。

（）内：前年度比の増減率2016年度の事業活動における環境負荷

研
究
開
発
・
設
計
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造
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調
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事業プロセス O U T P U T（排出）

CO2 55,705t-CO2（   2.4%）温室効果ガス

NOx 5.1t （    -15.0%）

SOx 19.9t （   -49.1%）

大気環境への負荷

BOD 4.4t （    -85.1%）

COD 1.0t （    42.9%）

水環境への負荷

総発生量 4,065t （    0.3%）

再資源化量 3,949t （    -0.0%）

最終処分量 6t （    20.0%）

※ 総発生量は廃棄物と有価物の総量廃棄物

排出量 59.9t （  -6.3%）

移動量 17.6t （   -6.9%）

※ PRTR 届出物質を対象化学物質

総発生量 22,775t （    -3.6%）

※ 総発生量は廃棄物と有価物の総量廃棄物

CO2 396,026t-CO2（   5.4%）温室効果ガス

電気 145,729千kWh（   1.5%）

灯油 137kℓ   　（  22.3%）

軽油 5kℓ   　（  -16.7%）

重油 625kℓ   　（  4.0%）

LPG 352t     　  （  45.5%）

都市ガス         408千N㎥  （  16.9%）

エネルギー

樹脂材料 25,868t （   6 .1%）

塗料 319t （  -2.7%）

ガラス 126t （-19.7%）

原材料

上水               90千㎥ （  0.0%）

地下水            214千㎥ （   9.2%）

その他用水         49千㎥ （   2 .1%）

水

取扱量 185t （    -8.0%）
※ PRTR 届出物質を対象化学物質

ガソリン 320kℓ （    -3.3%）車両燃料

I N P U T（投入）

国
内
グ
ル
ー
プ

海
外
グ
ル
ー
プ

電気       501,855千kWh（   4.8%）

灯油                 0kℓ （-100.0%）

軽油             565kℓ   （  3 .3%）

重油                 0kℓ   　（-100.0%）

LPG             519t     　  （  -6.8%）

天然ガス       4,808千N㎥ （  -4.5%）

都市ガス            7千N㎥ （  -66.7%）

エネルギー

 水使用量       1,398千㎥ （  4 . 0 %）水

ガソリン         769kℓ （   6.7%）車両燃料
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地球温暖化防止に向けた取り組み
　地球温暖化防止にあたってはムダを省き、エネルギーの使用を最小限にすることが重要と考えています。

　スタンレーグループで使用するエネルギーの約95%が電力です。そのため、地球温暖化防止に向けては、電力量の削減とピーク電力の抑制が最も重要と捉え、削減の取り組みを推進しています。

　2016年度の国内グループのCO₂総

排出量は、前年度比1,287t-CO₂増の

55,705t-CO₂（前年度比2.4%増）とな

り、付加価値額原単位については、78.0t-

CO₂ ／億円以下（2009年度比7%以上

削減）を目標に取り組み、73.6t-CO₂ ／

億円（同12.3%減）で目標達成しました。

　海外グループのCO₂総排出量にお

いては、前年度比20,397t-CO₂増 の

396,026t-CO₂（前年度比5.4%増）と

なり、原単位目標328.7t-CO₂ ／億円以

下（2013年度比3%以上削減）に取り組

み、303.1t-CO₂ ／億 円（同10.6%減）

で達成しました。

　2016年度は国内・海外グループともに

原単位目標を達成しました。

CO 2排出量の削減状況
2016年度国内・海外グループ
ともに原単位目標を達成 　スタンレーグループでは、エネルギー削減活動のツールとして、国内・海外グループ会

社を含む主要27生産工場の電力使用量を集約して、リアルタイムに集中監視できる電

力統合監視システムを導入しています。このシステムの特長として、現時点での国内・海

外工場の電力使用状況がひと目で分かります。設定した目標に対し、現状が計画通りな

のか、オーバーペースなのかが月次予測として黄色や赤色の信号で表示されます。赤警

告が表示された拠点に対し、省エネ対策状況の確認や追加施策の検討実施、休日パト

ロールの強化等を行い、結果が出る前に手を打つツールとして活用しています。また、他

工場との実績比較ができることから、成果をあげている対策の情報交換や水平展開を

進めています。このツールを活用しながら、積極的な省エネ施策を進めることで、2016

年度は国内・海外ともに目標を達成できました。

電力統合監視システム活用による省エネの推進

2015 2016201420132012 （年度）
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（t-CO₂/ 億円）（t-CO₂）
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本体 関係会社

国内：  電力に係るCO2量の算出には、電気事業連合会公表の使用端
CO2排出原単位を適用

海外：  CO2量は（一社）日本電気工業会編「各国における発電部門
CO2排出原単位の推計調査報告書-Ver.3」を基に算出

（海外）

（国内）

CO2排出量および原単位の推移
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◦インバータ制御型チラーの導入

　技術研究所では、クリーンルームの空調

設備の更新にあたり省電力効果の高いイ

ンバータ制御型チラーを導入しました。イ

ンバータ制御により、運転の高効率化を図

るとともに、チラーの改造により送風機能

を追加し、休日や非稼働時も最小電力でクリーン度を維

持できるようにしました。これにより年間128千kWhの電

力使用量を削減することができました。

◦インバータ式コンプレッサーと台数制御版の導入  

　中国・広州スタン

レーでは、コンプレッ

サーの更新にあたり

インバータ式コンプ

レッサーと台数制御

版を導入しました。こ

れによりエアの負荷変動に対応し最小台数による高効

率な運転が可能となり、年間363千kWhの電力使用量

を削減しました。　

◦空調用チラーに制御機器の導入  

　タイ・エイシアンスタンレーでは、給排水の圧力と温度を監視し、

チラーの負荷を最適条件になるように制御させるため、シーケン

シャルコントローラを空調用チラーに取り付けました。これにより、

省エネ運転が可能となり、年間736千kWhの電力使用量を削減し

ました。

0

200

400

600

変更後変更前

473

345

（千kWh/年）

約27%
削減

◦空調用エアハンドリングユニットの運用改善

　浜松製作所では、休日の使用電力の割合が大きいことに

着目し、電力の削減に取り組みました。電力監視システムの

データを分析した結果、生産エリアの空調用エアハンドリ

ングユニット（AHU：空気調和器）が管理条件の厳しい部

材を保管するため連続運転していることが分かりました。

AHUは10台ごとに制御していたため、AHUを1台ごとに制

御できるように改造しました。これにより運転時間の細か

い管理が可能となり、不要なAHUを停止でき、年間225千

kWhの電力使用量の削減を図りました。

0

500

250

750

1,000

変更後変更前

（千kWh/年）

約27%
削減

848

623

0

4,000

3,000

2,000

1,000

変更後変更前

（千kWh/年） 約11%
削減3,4523,452

3,0893,089

使用エネルギーの適正化に向けた取り組み
エネルギーの最適化で地球温暖化防止に貢献

地球温暖化防止に向けた取り組み
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資源循環（廃棄物）の取り組み
廃棄物削減に向けた活動では、開発・設計段階で製品の小型化・軽量化による廃棄物発生の抑制、製造および廃棄の段階においては

歩留まり改善活動や廃棄物の分別によるリサイクル活動などを実施し、埋立廃棄物をゼロに近づけるゼロエミッション活動も行っています。

　2016年度の国内グループの廃棄物等発

生量は、前年度比13t増の4,065t（前年度比

0.3%増） となり、付加価値額原単位につい

ては、5.51t／億円以下（2012年度比4%以

上削減）を目標に取り組み、5.05t／億円（同

12.0%減）で目標達成しました。また最終処

分量は6t、最終処分率0.14%となり、引き続

きゼロエミッション※を継続しています。

　海外グループの廃棄物等発生量において

は、前年度比862t減の22,775t-CO2（前年

度比3.6%減）となり、原単位目標20.0t／

億円以下（2014年度比2%以上削減）に取

り組み、17.4t／億円（同14.7%減）で達成

しました。

　2016年度は国内・海外グループともに原

単位目標を達成しました。

廃棄物等発生量の削減状況
2016年度国内・海外グループともに原単位目標を達成

製品に貼り付ける識別テープの内製化による台紙の削減

廃棄物等発生量および原単位の推移
（国内）

（海外）

20162015201420132012 （年度）

アジア・大洋州 中国 米州 欧州 付加価値額原単位
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　広島工場では、製品の仕様を区別するため、

識別テープを貼り付けています。識別テープは、

短冊状の台紙に貼られた状態で外製部品とし

て購入していましたが、貼り付け後は、台紙が

廃棄物として発生していました。この識別テー

プをロール形状に変更の上、内製化し台紙を廃

止することで、年間471kgの廃棄物削減を行い

ました。同様の工程は他工場にもあり、水平展

開により廃棄物削減をさらに推進します。

スタンレー宮城製作所では、社内で使用している
粘着テープの巻き芯を回収してもらい資源として
再利用する「ニチバン巻心ECOプロジェクト」に参
加し感謝状をいただきました。替え芯の廃棄物削
減とともに段ボールへの再生やマングローブの植
樹につながっています。

◦廃棄物削減の取り組み

スタンレーグループでは、
社会の環境活動への参画による
削減活動も行っています

LED仕様

製品識別テープ

改善後

改善前

※廃棄物等発生量あたりの最終処分量の値が重量比で0.5％以下
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資源循環（水）の取り組み
水についても、啓蒙活動による節水や製造工程の見直しによる水使用量の抑制・再利用などを図り、使用量削減に取り組んでいます。
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　2016年度の国内グループの水使用量は、

前年度比19千㎥増の353千㎥（前年度比

5.7%増）となり、付加価値額原単位につい

ては、0.65千㎥／億円以下（2014年度比

減）を目標に取り組み、0.47千㎥／億円（同

28.2%減）で目標達成しました。

　海外グループの水使用量おいては、前年度

比54千㎥増の1,398千㎥（前年度比4.0%

増）となり、原単位目標1.22千㎥／億円以下

（2014年度比減）に取り組み、1.07千㎥／億

円（同12.2%減）で達成しました。

　2016年度は国内・海外グループともに原

単位目標を達成しました。今後も貴重な水

資源の効率的な活用に取り組みます。

水使用量の削減状況 水質管理の徹底により水の補給水量を削減

製品洗浄水を冷却水として再利用

水使用量および原単位の推移

（国内）

（海外）

20162015201420132012 （年度）

アジア・大洋州 中国 米州 欧州 付加価値額原単位
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　空調チラー用クーリングタワーの水質管理は、ス

ケールの生成や付着による冷却塔本体や配管系の被

害を防止するとともに、レジオネラ菌の増殖防止など

のために必要です。秦野製作所では、専門業者と連携し

水質管理を徹底し、水処理剤の濃度管理の見直しを行

うことで水の補給水量を減らすことができました。これにより、1台あたり年間約

115㎥の水使用量を削減でき、計４台では合計年間約460㎥の水使用量削減を達

成しました。

　中国・深圳スタンレーでは、製品を洗浄する際に使

用した純水を下水道に排水していましたが、使用後の

純水をタンクに回収し、クーリングタワーと接続しま

した。さらにクーリングタワーには水位センサーと制

御盤を設置し自動的に給水することにより冷却水と

して再利用するようにしました。全てのクーリングタワーにこのシステムを導入す

ることにより、一日当たり18㎥の水使用量を削減することができました。

◦水使用量削減の取り組み

2016年度国内・海外グループ
ともに原単位目標を達成
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環境配慮設計
スタンレーグループでは、環境に与える負荷を最小限にし、“豊かな価値の創造と環境との調和”を実現するため、

ライフサイクル全体で省エネルギー・省資源・汚染の予防を推進し、グローバルで環境負荷を低減することに、取り組んでいます。

　ヘッドランプの光源にLEDを採用することで、大幅な省電力を図ってき

ましたが、これまでのLEDヘッドランプは、HiビームとLoビームでそれぞれ

専用モジュールが必要で4灯式LEDユニットとなっていました。今回新たに

HiビームとLoビームの切り替えを一つのユニットで可能にしたBi-ADBユ

ニットを開発し、CX-5に採用されています。これにより従来品に比べて大

幅な小型化が図られ、さらにブラケットの材料をアルミダイキャストから樹

脂に変更、点灯回路サイズも小型化し、一層の軽量化を図っています。また

シグネチャーにおいては、点灯フィーリングを向上

しながらも、LED灯数を減らし省電力化を実現し

ました。これらにより、ヘッドランプのデザイン性の

自由度、車の燃費性能の向上に寄与しています。

B i -ADBユニットを開発し、小型化・軽量化を実現
ヘッドランプのデザイン性の自由度・車の燃費性能が向上

　スタンレー初となる12セグメントADB搭載に向けて開発を
行いました。シグネチャー発光の点灯見栄えもこれまで以上に
こだわり高評価をいただいています。省電力・小型化を達成し、
さらに組立てやすさも目指し、生販技一体となって構造を工夫
しました。今後も環境にやさしい設計に取り組んでいきます。

 Voice

ADBが12セグメントへ進化し、視認性が向上
シグネチャー発光の見栄えにこだわった

広島工場
設計部門

牛草 敬太さん

4灯式LEDユニットからBi-ADBユニットへ
従来品 開発品

サイズおよび
重量が

約40%
ダウン

点灯数が

約57%
ダウン

LED点灯数
従来品 開発品

　LED光源に求められている小型・高出力化の市場要求に対応して、

一つのパッケージ内にLED素子を集積実装することで効率を大きく

損なうことなく、実装サイズの小型化と実装基板面積の削減を図り、

製品外形サイズの面積比で、約15%小型化しました。発光点を近接し

て配置した構造とすることで、外部レンズなどとの合わせ込みにおい

ても、システムとしての小型化に寄与できる光源となっています。

集積実装により
省資源化を実現
小型・高出力化の市場要求に対応

ブラケットの材料変更
従来品 開発品

重量が

約30%
ダウン

アルミダイキャスト 樹脂

ADB点灯回路

重量が

約72%
ダウン

従来品 開発品

製品外形サイズ

従来品 開発品
0

50

100
（％） 約15%

削減

従来設計 環境配慮設計
70

90

80

100
（％） 約5%

削減

　ヘッドランプは、製品の高機能化により

部品点数が増え、組み付けのためのネジも

増加しています。そこで環境配慮設計により、組み付け構造を見直

し、熱加締めや複数部品の伴締めを行うことで、ねじの使用本数削

減をおこなっています。これにより製品1個当たりの製造時間短縮に

よるCO2排出量の低減、および分別の効率化によりリサイクル向上

につながっています。

ねじの使用数削減・製造時間短縮

構造見直しによる
省エネ・リサイクル性向上

製品1個当たり製造時間

従来品 開発品
0

50

100
（％） 約15%

削減

従来設計 環境配慮設計
70

90

80

100
（％） 約5%

削減
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環境配慮設計

　当社では環境に配慮した製品づくりを推進するため『環境配慮設計ガイドライン』を用

いて、 全ての製品設計に適用しています。環境負荷を可能な限り低減させるため、チェック

リストを使用し評価しています。

　評価方法として、❶省エネ❷法規・規格❸省資源❹リユース・リサイクル❺分解性 

❻長寿命化❼梱包の適正❽情報提供の8項目のチェックリストを用いて、設計者自らが

定量的に評価し、環境配慮性の向上に努めています。

　また、チェックリストでは、原材料の採取から製品製造・得意先納入までに発生する

CO2排出量を把握することができます。

LCA（ライフサイクルアセスメント）
チェックリストを使用し、環境配慮設計を推進

◦  チェックリストによる
評価
　 　右図のように、各項
目を5点満点で定量的
に評価し、さらに環境
に配慮した製品づくり
を目指しています。

評価概要
評価例

❽情報提供

❼梱包の適性

❻長寿命化

❺分解性

❹リユース・
　リサイクル

❸省資源

❷法規・規格

❶省エネ

1
2
33
4
5

上図は、製品ごとの原材料の採取から製品製造・得意
先納入までのCO2排出量を表しています。製品毎の
CO2排出量を把握することで製品環境対応の向上に
繋げています。2016年度の全製品毎のCO2排出量を
前年度と比較すると、電子応用製品以外で減少しまし
た。引き続き、環境配慮設計の充実や生産工程の改
善・輸送エネルギー削減等の取り組みにより、ライフ
サイクル全体でCO2排出量の低減を目指します。

上図は直近5年間の売上高における環境配慮製品
の占める割合です。2016年度も、前年度に引き続
きLEDを使用したヘッドランプの増加により環境
配慮製品の売上比率が伸長し、当社製品の50%
以上となりました。

製品製造・得意先納入までのCO2排出量環境配慮製品割合の推移
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※評価項目の補足
　 ❷ 法規・規格：REACH規則、RoHS指令等の規制を満たしていることは必須です。その上で

自主的にさらに厳しい基準を満たすことを目指しています。
　❽ 情報提供：環境で注意すべき事項について、法令上定められた表示は行っています。その上

で工業会等のガイドラインに基づいた表示を目指しています。

❶省エネルギー：自動車ランプ製品においてLED化がさらに進み消費電力を削減でき、
　　　　　　　   これにより使用段階のエネルギー削減が図れた。

❸省資源：自動車ランプ製品をはじめ機能が複合化されたことにより、使用材料の削減が進んだ。

❹リユース・リサイクル：品質などに影響しない部品において再生材使用の検討および
 採用が進んだ。

2016年度主な取り組み

　環境配慮チェックリストを用いることで、全ての製品を同じ指標で評価し、強み・弱みを把握す
ることができます。国内グループでは、以下について環境配慮性の向上が図れました。

　海外グループにおいても、環境に配慮した製品づくりを推進するために、2016年度には海外設
計部門への教育が完了し、設計者自らがチェックリストを用いた評価をスタートしています。
　今後は、グローバルでチェックリストのさらなる活用による環境配慮設計を推進していきます。
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スコープ3
　スタンレーグループでは、温暖化防止の取り組みおよび各法規への対応として、従来

より自社領域の温室効果ガス（GHG）排出量であるスコープ1・スコープ2およびスコー

プ3のひとつである「9.輸送・配送（下流）」の把握と削減活動に取り組んできました。

2010年度からは、スコープ3である取引先領域「1.購入した製品・サービス」、2015年度

からは、社員の「6.出張」「7.雇用者の通勤」の把握に努め、さらに2016年度からは、「5.事

業から出る廃棄物」に関しても活動量を把握し、調査カテゴリーを増やし下記のとおりと

なりました。

　今後もカテゴリーごとの算定精度を高め、削減活動をさらに推進し、サプライチェーン

全体での環境負荷低減に取り組みます。

環境保全活動への設備投資・効果
　スタンレーグループでは、環境保全活動をより効率的かつ効果的に推進するため、環境保

全活動に要した費用と、その活動により得られた効果を把握しており、2016年度は下記のと

おりとなりました。

　環境保全効果を把握することで、今後もより環境に配慮した事業活動を図っていきます。

スコープ・カテゴリ
排出量 (t-CO₂)

算定対象
2015 年度 2016 年度

スコープ 1 4,145 4,700
自社での燃料の使用による

直接排出

スコープ 2 50,273 51,005
自社が購入した電気使用に伴う

間接排出

スコープ 3

1
購入した製品・
サービス 37,034 38,567

原材料・部品に係る資材等が
製造されるまでの活動に伴う排出

5 事業から出る廃棄物 - 2,575
自社で発生した廃棄物の輸送、

処理に伴う排出

6 出張 2,133 1,877 従業員の出張に伴う排出

7 雇用者の通勤 4,778 4,655
従業員が事業所に通勤する際の

移動に伴う排出

9 輸送、配送（下流） 4,017 4,177 製品の輸送・保管等に伴う排出

スコープ 1・2・3合計 102,380 107,556

環境保全効果

項目 内容
効果（t-CO₂）

国内 海外

省エネ 設備投資や運用改善等の省エネルギー施策 4,152 21,488

環境保全対策に伴う経済効果

項目 内容
効果（百万円）

国内 海外

省エネ 省エネルギー対策による費用低減 190 332

省資源 廃棄物の有価物化による売却益 85 -

主な設備投資

投資内容
投資金額（百万円） 削減電力量（千kWh） 削減CO₂量（t-CO₂）

国内 海外 国内 海外 国内 海外

生産設備の更新 677 192 383 317 134 193

空調設備の更新 67 300 467 500 163 334

照明設備の更新（LED化） 63 663 428 3,314 150 1,574

コンプレッサーの更新 62 - 940 - 329 -
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