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　当社グループでは、製品・サービスを提供するために、資
源やエネルギーなどを投入し、結果としてCO2や廃棄物など
を排出しています。当社およびグループ会社の製造拠点で
は、これらの投入量や排出量を把握し、有害化学物質の削減
やエネルギー使用効率の向上に努めています。

　当社およびグループ会社の製造拠点では、2011年度から
廃棄物・有価物発生量を抑制する取り組みとして廃棄物・有
価物発生量原単位の改善を図っており、2013年度取り組み
から日立グループの活動に合わせ、指標を変更し、2015年度
に2005年度比で38%改善する目標を掲げています。
　2014年度は、廃棄物・有価物発生量原単位を2005年度
比で36％改善する目標に対して、紙類・雑誌の再資源化、
e-Learningの実施による廃棄物分別指導、海外生産品の輸入
時梱包材の削減取り組みにより、実績48％改善となり、目標
を達成しました。

　工場や事業所の廃棄物管理においては、これまで効率的な運
用とコンプライアンスリスクを低減するため、電子マニフェス
トの導入を推進し、適用拡大を図ってきました。14年度から
は次のステップとして当社が全国で施工する機器の据付工事

の際に排出する工事廃棄物の管理強化を図るため、産業廃棄物
の一元管理サービスを導入しました。これにより工事におけ
る産業廃棄物の委託契約～排出～適正処理確認～支払いを見
える化し、コンプライアンスレベルの向上を図っています。

　なお、原材料の調達段階および製品の環境負荷削減につい
ての取り組みは、それぞれ「サプライチェーンにおけるCSR
の推進」のページおよび「環境にやさしい次世代製品」の
ページで紹介しています。

エネルギー
電気 32,421MWh （−1％）
 ［315,481GJ］

燃料油（重油・灯油） 176kL （−9％）
 ［6,752GJ］

ガス（都市ガス・LPG） 84千㎥ （−5％）
 ［6,670GJ］

原材料
原材料・部品 2,738t （28％）
梱包材 171t （−46％）
紙 45t （4％）

化学物質
PRTR＊1 化学物質取扱量 3.4t （−14％）

水
上水､地下水 149千㎥ （−6％）
 上水 135千㎥
 地下水 14千㎥

排ガス
CO2 排出量＊2 14,733t （−1％）
 直接CO2 排出量 825t
 間接CO2 排出量 13,909t
SOx 96N㎥ （3％）
NOx 235N㎥ （3％）

廃棄物・有価物
排出量 802t （−22％）
最終処分量 4t （12％）

化学物質
PRTR化学物質排出・移動・リサイクル 0.8t （17％）

排水
排水量 149千㎥ （−6％）
 下水 37千㎥
 浄化後河川 106千㎥
 地下浸透他 6千㎥
BOD 0.51t （82％）
COD 0t （0％）

Input Output

■ 廃棄物・有価物発生量と原単位の改善推移

＊1 PRTR（  Pollutant Release and Transfer Register）… 化学物質排出移動量届出制度
＊2 CO2 排出量 … 算出に使用したCO2 電力換算係数は、2005年のIEAの国別換算係数を使用

(　　)内は2013年度比を示します

当社および
グループ会社の

事業活動

製品・サービス

事業活動と環境負荷

廃棄物の削減

廃棄物一元管理サービスの導入

環境報告

環境に配慮した工場とオフィス
製品の生産プロセス全体を通じて、節電や設備の改善による地球温暖化防止対策、
廃棄物削減活動などに取り組んでいます
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　当社およびグループ会社の製造拠点では、製造段階のエネル
ギーを削減する取り組みを実施しています。2013年度からは日
立グループの活動に合わせ、指標を変更し、エネルギー使用量原
単位を2015年度に2005年度比で17％改善する目標を掲げて
います。2014年度は、エネルギー使用量原単位を2005年度比
で16％改善する目標を掲げ活動し、実績19％改善となりました。
　設備面の取り組みとして、2014年度は、昨年度当社東京事業
所に導入した既設の100kWの太陽光発電に加え、West-Wing
棟南側のアーケードに6kWの太陽光発電を増設しました。ま
た、高効率空調機器への更新、LED照明への更新などを実施し
ました。運用面の取り組みとしては、2005年から政府が推進
する地球温暖化防止国民運動に賛同し、すべての事業所におい
て「クールビズ」「ウォ ームビズ」の 実 施、「ライトダウンキャン
ペーン」への参加を継続しています。

　日立グループでは、先進的な環境活動や製品・サービスを表
彰することで、環境活動の活性化と先進事例の横展開による活動
水準の向上を図り、環境ブランド価値を向上させる目的で所定の
認定基準を満たす事業所について｢エコファクトリー＆オフィス
セレクト｣として認定しており、当社東京事業所は、2014年度日
立グループ「エコファクトリーセレクト」として認定されました。
　当社東京事業所は、再生可能エネルギー活用(再生可能エ
ネルギーを100kW設置)、及び廃棄物等循環利用(最終処分
率0.1％未満かつ電子マニフェスト登録100％ )の基準を満
たし、認定となりました。
　2013年度に建設した新棟(West-Wing棟)は、①全ての
照明にLEDを採用、②屋上に100kWの太陽光発電設備を設
置し、環境に配慮した建屋となっています。なお、太陽光発

　PCB（ポリ塩化ビフェニル）を含有するトランス・コンデン
サー・蛍光灯安定器などを保有する事業者は、PCB特別措置法
により厳格な保管･管理および2026年度までに適正処分する
ことが義務付けられています。
　当社グループでは、紛失や漏洩を防止するために、施錠した
保管施設で適切に継続管理し、定期的な点検を行っています。
　2014年度は、当社東京事業所と（株）日立国際八木ソリュー
ションズ、（株）五洋電子仙台工場で保管していた低濃度PCB
を含有する高圧トランスと変圧器について、環境省より認可さ
れた低濃度PCB無害化施設へ委託し、処理を完了しています。
　当社グループで保管していた低濃度PCBを含有する機器の
処理はすべて完了しました。

電装置の稼働状況は、サイト内3カ所に設置したモニターに
表示することで、来社いただいたお客様に再生エネルギー活
用企業としてのアピールと、従業員の環境活動への意識向上
に繋げています。また、廃棄物等循環利用としては、2008年
度よりゼロエミッションを継続しています。

■ エネルギー使用量と原単位の改善推移

東京事業所 全景
「エコファクトリー

セレクト」認定証

低濃度PCB含有機器の搬出作業

地球温暖化防止（省エネルギー）

東京事業所 日立グループ｢エコファクトリーセレクト｣認定

PCB使用機器の適正管理

環境報告

環境に配慮した工場とオフィス
製品の生産プロセス全体を通じて、節電や設備の改善による地球温暖化防止対策、
廃棄物削減活動などに取り組んでいます
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