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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。

2017年度の活動結果
　スタンレーグループの2017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。また、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：77.2t-CO2/ 億円以下
（2009 年度比 8% 以上削減）

CO2 付加価値額原単位：63.1t-CO2/ 億円
（2009 年度比 24.8% 削減） ○

海外 CO2 付加価値額原単位：325.3t-CO2/ 億円以下
（2013 年度比 4% 以上削減）

CO2 付加価値額原単位：304.5t-CO2/ 億円
（2013 年度比 10.1% 削減） ○

国内 物流領域 売上高原単位：2.21t-CO2/ 億円以下
（2012 年度比 5% 以上削減）

物流領域 売上高原単位：2.20t-CO2/ 億円
（2012 年度 5.6% 削減） ○

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：5.45t/ 億円以下        
（2012 年度比 5% 以上削減）

廃棄物発生量付加価値額原単位：4.52t/ 億円
（2012 年度比 21.3% 削減） ○

海外 廃棄物発生量付加価値額原単位：19.8t/ 億円以下
（2014 年度比 3% 以上削減）

廃棄物発生量付加価値額原単位：16.8t/ 億円
（2014 年度比 17.7% 削減） ○

国内 ゼロエミッションの継続（最終処分率0.50%以下） ゼロエミッションの継続（最終処分率0.10%） ○

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

水使用量付加価値額原単位：0.43 千 m3/ 億円
（2014 年度比 33.4% 削減） ○

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

水使用量付加価値額原単位：1.06 千 m3/ 億円
（2014 年度比 13.2% 削減） ○

汚染防止／
製品環境

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）

化学物質使用量付加価値額原単位：0.66t/ 億円
（2014 年度比 39.4% 削減） ○

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 ○

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
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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。

　2017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2017年度の事業活動における環境負荷

研
究
開
発
・
設
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事業プロセス O U T P U T（排出）

CO2 56,835t-CO2（   2.0%）温室効果ガス

NOx 3.3t （    -35.3%）

SOx 3.5t （   -82.4%）

大気環境への負荷

BOD 5.2t （    18.2%）

COD 1.1t （    10.0%）

水環境への負荷

総発生量 4,268t （    5.0%）

再資源化量 4,166t （    5.5%）

最終処分量 4t （   -33.3%）

※ 総発生量は廃棄物と有価物の総量廃棄物

排出量 35.6t （  -40.6%）

移動量 10.9t （   -38.1%）

※ PRTR 届出物質を対象化学物質

総発生量 21,874t （    -4.0%）

※ 総発生量は廃棄物と有価物の総量廃棄物

CO2 396,457t-CO2 （   0.1%）温室効果ガス

電気 148,827千kWh（   2 .1%）

灯油 116kℓ   　（  -15.3%）

軽油 5kℓ   　（  0.0%）

重油 650kℓ   　（  4.0%）

LPG 324t     　  （  -8.0%）

都市ガス         468千N㎥  （  14.7%）

エネルギー

樹脂材料 29,366t （  13.5%）

塗料 288t （  -9.7%）

ガラス 123t （ - 2 . 4%）

原材料

上水             105千㎥ （  16.7%）

地下水            230千㎥ （   7.5%）

その他用水         55千㎥ （  12.2%）

水

取扱量 121t （   -34.6%）
※ PRTR 届出物質を対象化学物質

ガソリン 315kℓ （    -1.6%）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       505,823千kWh（   0.8%）

灯油                 0kℓ （   0.0%）

軽油             614kℓ   （   8 .7%）

重油                 0kℓ   　（   0.0%）

LPG             538t     　  （   3 .7%）

天然ガス       4,730千N㎥ （  -1.6%）

都市ガス          36千N㎥ （  414.3%）

エネルギー

 水使用量       1,377千㎥ （  -1.5%）水

ガソリン         738kℓ （   -4.0%）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。

　2017年度の国内グループのCO2総

排出量は、前年度比1,130t-CO2増の

56,835t-CO2（前年度比2.0%増）とな

り、付加価値額原単位については、77.2t-

CO2/億円以下（2009年度比8%以上削

減）を目標に取り組み、63.1t-CO2/億円

（同24.8%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431t-CO2増の396,457t-

CO2（前年度比0.1%増）となり、原単位

目標325.3t-CO2/億円以下（2013年度

比4%以上削減）に取り組み、304.5t-

CO2/億円（同10.1%減）で達成しました。

　2017年度も、前年度に続き国内・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
2017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、2017

年度も、前年度に続き国内・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
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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

環境報告書2018 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



21

●省エネ型ポンプへの更新

　広島工場では、クーリングタワーへの送水ポンプ

およびモーターを省エネ型に更新しました。ポンプ

は、送水量を調査し見極めを行い、最適な大きさにサ

イズダウンしました。7台の送水ポンプを更新するこ

とにより、年間84千kWhの電力使用量削減を図りま

した。また、制御はインバータレスで耐久性が高く、安

価なシステムを導入しました。

●放熱対策による負荷軽減も推進

　スタンレーグループでは、放熱対策による省エネにも取り組んでいます。

設備が発する熱が室内に放出されると、加熱効率が下がるだけでなく、室温

上昇による作業環境の悪化、それを抑えるために空調のエネルギー消費も

増えます。

　中国・蘇州スタンレーでは、放熱対策として、断熱材を設置して放熱ロス

を抑制しています。断熱材は、設備の形状・特性に合わせ厚さ・巻き方・材料・

コストを十分検討した上で、徹底した放熱対策を実施しています。その結

果、137t-CO2のエネルギーロス低減を図りました。

0

200

400
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変更後変更前

498

414

（千kWh/年）

約17%
削減

●温水使用量の削減と供給方法の変更

　岡崎製作所では、空調に温水ボイラーを使用してい

ます。建物の建替えに伴い、省エネ性の高いシステムを

導入し、温水の使用量を半減できました。また、従来の

温水ボイラーをチラーに変更し、エネルギー源をCO2

排出量の多い灯油から電気に変更し、年間56t-CO2の

削減につなげました。（同じエネルギー量で比較すると

灯油は電気の1.7倍のCO2を排出します。）

※ チラーとは冷却設備のことで、
名称（chill＝冷やす）から冷水を
作るイメージがありますが、冷水
だけではなく温水を作ることが
できる設備もあり、電気で稼働
させます。

赤囲い部分：放熱対策 チラー

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

成形機シリンダー：9台

乾燥機：3台

温調機ホース：35台
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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。

　2017年度の国内グループの廃棄物等発生

量は、前年度比203t増の4,268t（前年度比

5.0%増） となり、付加価値額原単位につい

ては、5.45t/億円以下 （2012年度比5%以

上削減）を目標に取り組み、4.52t/億円（同

21.3%減）で目標達成しました。

　また最終処分量は4t、最終処分率0.10%

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901t減の21,874t（前年度比

4.0%減）となり、原単位目標19.8t/億円以

下（2014年度比3%以上削減）に取り組み、

16.8t/億円（同17.7%減）で達成しました。

　2017年度も、前年度に続き国内・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
2017年度国内・海外グループともに原単位目標を達成

日々の環境改善による成果

廃棄物等発生量および原単位の推移
（国内）

（海外）
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アジア・大洋州 中国 米州 欧州 付加価値額原単位
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　スタンレー鶴岡製作所では、LEDヘッドランプやコピー機などの表示部分に使

用されるLEDを生産しています。LEDチップは3mm以下で基板も非常に小さいた

め、UV照射用シートに基板を載せ裁断します。UV照射条件の見極め等を行うこと

で基板裁断時の落下率を低減させ投入材料の削減を図りました。

また対象生産ラインでは、この他にも64件の環境改善を行った結果、不良低減に

つながり年間564kgの廃棄物削減ができました。今回の環境改善ポイントの水平

展開により廃棄物削減をさらに推進します。

　横浜地区3事業所や宮城製作所をはじ
め多くの事業所が、エコキャップ運動に参
加しています。この運動は、ペットボトルの
キャップを集め、キャップの再資源化で得
た売却益により子どもたちへのワクチン寄
付につながる社会貢献にも寄与するものです。誰でも参加できる取り組みで
あり、キャップの分別・回収することでキャップをゴミとして焼却処分するので
はなく再資源化を促進でき、焼却処分によるCO2削減にも貢献しています。

●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。

※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。

　2017年度の国内グループの水使用量は、

前年度比37千m3増の390千m3（前年度比

10.5%増）となり、付加価値額原単位につ

いては、0.65 千m3/億円以下（2014年度比

減）を目標に取り組み、0.43 千m3/億円（同

33.4%減）で目標達成しました。

　海外グループの水使用量においては、前

年度比21千m3減の1,377千m3（前年度比

1.5%減）となり、原単位目標1.22千m3/億

円以下（2014年度比減）に取り組み、1.06

千m3/億円（同13.2%減）で達成しました。

　2017年度も、前年度に続き国内・海外

グループともに原単位目標を達成しました。

水使用量の削減状況 スクラバーの運用改善

水使用量および原単位の推移

（国内）

（海外）

20172016201520142013 （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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（千㎥）

20172016201520142013 （年度）
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0.65
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390
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　山形工場では、有害物質の除去に局所排気装置である湿式のスクラバーとドラ

フトチャンバーを使用しています。1台のスクラバーには4台のドラフトチャンバー

が接続されたシステムで、従来2系統のシステムを使用していました。今回、使用方

法を見直し、ドラフトチャンバーのスクラバーへの接続を変更し、1系統のシステム

で運用できるように変更しました。その結果、スクラバーの水使用量を年間3千m3

削減し、電力使用量も年間67千kWh削減しました。

●水使用量削減の取り組み

2017年度国内・海外グループ
ともに原単位目標を達成

変更前 変更後
スクラバー

1

スクラバー
2

スクラバー
1

スクラバー
2

ドラフト

ドラフト

ドラフト

ドラフト

↑↑

↑

↑

↑ ↑

↑↑

↑

↑

↑ ↑
ドラフト ドラフト

ドラフト ドラフトドラフト ドラフト ドラフトドラフト

ドラフト ドラフトドラフト ドラフト

※スクラバー：排気ガス中に含まれる有害物質を洗浄や濾過で除外する装置
※ドラフトチャンバー：化学物質や危険物質の複合や混合により、新たな化学物質に変化し、ガスや粒子が飛び散ることがある。
　                           これらから作業者や作業している場所を保護する装置
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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。

　当社は電気自動車、ハイブリッド

車、ガソリン車、ディーゼル車など

さまざまな車種にLEDヘッドラン

プを搭載し、光源を含めたヘッドラ

ンプの省エネルギー化に取り組ん

できました。また、LED化による省

エネルギー効果を普及させるため、

二輪車においてもLEDの採用を拡

大してきました。

　今後もヘッドランプの高効率化

を実現するとともに、ヘッドランプ

に適したLED光源を開発し、更な

る省電力化を推進します。

ヘッドランプ
省電力LEDヘッドランプの普及

　テールランプ・ストップランプ等のリ

アコンビネーションランプにおいては、

2000年よりLED化が進んでいます。こ

れまでの白熱電球と比べて、約90%消

費電力削減を実現しています。

　また、更なる光の有効利用による省

電力化およびランプの軽量化を図るこ

とでCO2削減に貢献していきます。

リアコンビネーション
ランプ
LED光源による省エネルギー化

※ ヘッドランプ消費電力は、Low/Highだけでなくポジションランプ・ターンランプなどヘッドランプ全体
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LowビームのLED化（2灯） Lowビームの1灯化 Low/HighビームのLED化 Low/Highビームを
LED1個で実現

四輪

二輪

2009　　　　　　2012　　　　　　2013　　　　　　2014　　　　　　2015　　　　　　2016　　　　　　2017…

Loｗ：LED
High：ハロゲン

MITSUBISHI i-MiEV

HONDA FIT

KAWASAKI Z1000

MAZDA ROADSTAR
MAZDA CX-5

HONDA PCX

HONDA RC213V-S

Loｗ：LED
High：ハロゲン

Loｗ：LED
High：LED

Loｗ：LED
High：LED

Loｗ：LED
High：LED

Loｗ：LED
High：LED

Loｗ+High
1灯 LED

203Ｗ/台

184Ｗ/台

46Ｗ/台

28Ｗ/台

20Ｗ/台

111Ｗ/台
125Ｗ/台

ヘッドランプ消費電力の推移（Ｗ/台）
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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、 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。

　2017年度には評価方法を改定し、❶省エネ ❷環境保全性 ❸リデュース ❹リユース・

リサイクル ❺包装 ❻情報提供の６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

❻情報提供

❺包装

❹リユース・リサイクル

❸リデュース

❷環境保全性

❶省エネ

リデュース

1
2
33
4
5

　左図は直近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。

　2017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

社製品の約65%となりまし

た。

環境配慮製品割合の推移

0
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（%）

20172016201520142013 （年度）

ヘッドランプ リアランプ
コンポーネンツ 電子応用製品

※評価項目の補足
　 ❷ 環境保全性：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：部品点数の削減や組み付け性を向上した設計により、製造時の使用電力削減
　　　　  が図られた。
❷環境保全性：環境負荷物質の管理で新規制限物質への切替状況が確認できた。
❹リユース・リサイクル：マーキング（材料識別表示）を徹底させ、素材が分かるようにし、    
　　　　　　　　　　  分別できるよう配慮した設計が進んだ。

2017年度主な取り組み
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●  2014年度より評価してきました環境配慮チェックリストの実施結果から、より効果
的かつ効率的に環境に配慮した製品づくりをするため、2017年度に評価項目・内容・
基準の見直しを行いました。

●  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
が図られました。
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スコープ3
　当社では、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。

環境保全活動の投資・費用と効果
　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、2017年度の国

内グループにおいて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、今後も効率的で効果的な設備投資を行い、より環境に

配慮した事業活動を展開していきます。

スコープ・カテゴリ
排出量 (t-CO₂)

算定対象
2016 年度 2017年度

スコープ 1 4,700 4,746
自社での燃料の使用による

直接排出

スコープ 2 51,005 52,089
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 38,567 46,621

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 2,929
自社で発生した廃棄物の輸送、

処理に伴う排出

6 出張 1,877 2,096 従業員の出張に伴う排出

7 雇用者の通勤 4,655 4,959
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） 4,177 4,650 製品の輸送・保管等に伴う排出

スコープ 1・2・3合計 107,556 118,090

環境保全効果

項目 内　容 効果

省エネ 設備投資や運用改善等の省エネルギー施策 3,337

（t-CO₂）

環境保全対策に伴う経済効果
項目 内　容 効果

省エネ 省エネルギー対策による費用低減 153

省資源 廃棄物の有価物化による売却益 101

※“0”と表示されている項目は、百万円未満又は該当しない事項です。

（百万円）

環境保全コスト

分　類 主な取り組み内容 投資 費用

事業エリア内
コスト

公害防止コスト
大気汚染防止、水質汚濁防止、
騒音・振動防止、その他公害防止 151 31

地球環境保全コスト
地球温暖化防止及び省エネルギー、

オゾン層破壊防止、その他地球環境保全 238 18

資源循環コスト 廃棄物処理 0 146

管理活動コスト EMSに関わる費用、監視・測定、
環境教育 0 4

社会活動コスト 環境保全を行う団体等への寄付・支援 0 1

環境損傷対応コスト 土壌汚染対策 0 59

合　計 389 259

（百万円）
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