
左：2015 年度 ポスター
右：2016 年度 ポスター

評価基準　   ：達成　　   ：達成率 80% 以上　　  ：達成率 80% 未満

ISO14001-2015 年版対応合宿の様子

製品・サービスを通じて環境と調和した持続可能な
社会を実現するために、当社は製品の全ライフサイ
クルにおける環境負荷低減を目指したグローバルな
ものづくりを推進し、地球環境保全に努めることに
より社会的責任を果たす。

カテゴリー 主要項目 行動目標 指　標
最終年度

（2015 年度）
目　標

2015 年度
実　績 評　価

環境マインド＆
グローバル環境経営

環境管理システムの構築 環境活動レベルの向上
（GP：グリーンポイント） GREEN21-2015 の GP 640GP 651GP   

環境リテラシーの醸成 環境ｅラーニングによる
環境マインド醸成 受講率 99% 100%   

次世代製品と
サービスの提供 エコプロダクツの推進 環境適合製品の拡大 環境適合製品売上高比率 95% 96%   

環境に高いレベルで
配慮した工場と
オフィス

地球温暖化の防止 エネルギー使用量
原単位改善

エネルギー使用量原単位改善率
（基準年度 2005 年） 17% 21%   

輸送時のエネルギー削減 輸送エネルギー
原単位改善

生産高輸送エネルギー
原単位削減（基準年度 2006 年） 15% 32%   

資源の有効活用

廃棄物・有価物発生量
原単位改善

廃棄物・有価物発生量
原単位改善率（基準年度 2005 年） 38% 55%   

電子マニフェスト推進 登録（交付）率の向上 100% 100%   

スローガン 当社グループの環境マインド醸成のために、ポスターを作
成し、国内 60・海外 11 箇所に掲示しています。

2015 年度と比較し、2016 年度は設立等による海外 3 拠点
（Hitachi Kokusai Electric Comark LLC、Hitachi Kokusai 
Semiconductor Europe GmbH、Hitachi Kokusai Electric 
Asia（Singapore）Pte. Ltd.）を追加し、配布しています。

ISO14001は、2015 年 9 月15 日、戦略的な環境経営や環境
パフォーマンスの改善等の強化をめざし、規格が改訂されました。

当社グループは、2016 年 4 月から新規格で運用するため
に、環境マニュアルの改正準備を進めてきました。その中で、
2015 年 12 月には当社グループの環境担当者による合宿を
行い、環境マニュアルの内容について集中的に検討しました。

2016 年 1 月から改正した環境マニュアルを試行し、4 月
1 日から運用を開始しました。

2015 年度の環境活動計画に対する実績・評価は以下の通りです。2011 年度から中期的に取り組んだ環境活動が 2015 年度
で最終年度となりました。2016 年度からは新たな中期計画として 2018 年までの目標を設定し、取り組んでいきます。

日立国際電気環境保全行動指針 環境マインドの醸成

ISO14001-2015 年版改訂対応

2015 年度環境活動目標と実績（当社およびグループ会社の国内製造拠点）

環境保全行動指針の紹介サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/environment/earth.html

日立国際電気　環境保全行動指針 検索または

Web

環境報告

環境マインド＆グローバル環境経営
日立国際電気の行動基準と環境保全行動指針に則り、
環境マネジメントシステムの構築を柱に環境マインドの醸成に取り組んでいます
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■ GREEN21 評価項目

■ 環境保全コスト

■ 環境保全効果

■ グリーンポイント

費用［単位：百万円］

経済効果［単位：百万円］

投資［単位：百万円］

日立グループでは、環境活動レベルの改善や向上を図るた
めに、環境活動を自己評価する仕組みである「GREEN21」
を運用しています。GREEN21 は、環境活動分野を 8 カテゴ
リーに分類し、環境行動計画の目標達成度や活動内容を評価
してレーダーチャートにより結果を可視化する仕組みです。

2011 ～ 2015 年度は、「GREEN21-2015」として、環境事
業の拡大による経営への貢献や生態系の保全、サプライチェー
ンを通じた環境情報の収集・伝達に関する活動を評価項目に加
え、レベルの引き上げに取り組んできました。

当社の 2015 年度の実績は、日立グループの共通目標であ
る 640GP に対して、651GP であり、目標を達成しました。

2011 年度からの 5 年間においては、特に環境事業のうち
CO2 排出抑制への貢献やエコプロダクツのうち環境適合製品
の拡大について向上することができました。

当社およびグループ会社の国内製造拠点は、日立グループで
作成した「事業を対象とした生態系の保全アセスメント」により、

「事業を通じた貢献」と「自然保護活動を通じた貢献」について
取り組み状況を評価しました。
「事業を通じた貢献」では、環境適合設計を推進し、製品に

おける生態系への負の影響を低減するための設計に取り組ん
でいます。また、製造プロセス・生産設備に関する生態系保
全活動としては、省エネ活動や廃棄物削減、化学物質の適正
管理に継続的に取り組んでいます。「自然保護活動を通じた貢
献」では、富山地区における企業の森づくり活動による森林保
全活動等に取り組んでいます。

この生態系保全アセスメントを通じて事業活動のさまざまな
視点から生態系保全の取り組みを把握することができ、今後取
り組むべき方向がわかりました。

当社は、環境省の ｢環境会計ガイドライン｣ に基づき、環
境保全コストは、環境にかかわる設備投資や研究開発費用な
どを対象とし、環境保全効果は、リサイクル売却益や省エネ
設備投資などに伴う経費節減効果を把握しています。これら
の結果に基づき、投資対効果の向上に努めています。

｢GREEN21-2015｣ 評価結果（当社） 環境会計（当社）

生態系保全アセスメント
（当社およびグループ会社の国内製造拠点）
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カテゴリー 主な評価内容

1 環境経営 環境管理、環境会計、法規制遵守

2 環境事業 1 億トン CO2 排出抑制、環境事業戦略

3 サプライチェーン サプライチェーンを通じた環境情報の収集と伝達

4 エコマインド 環境教育、環境エキスパートの育成

5 エコプロダクツ 環境適合製品の拡大、
ライスサイクル CO2 排出量評価の推進

6 地球温暖化防止 CO2 排出量の削減、省エネ努力、輸送省エネ

7 資源循環 資源循環、化学物質管理

8 ステークホルダー
との環境協働

情報開示、コミュニケーション活動、
地球市民活動、生態系の保全

項　目 2013 年度 2014 年度 2015 年度 主な内容

実収入効果 12.7 8.4 8.8 廃棄物リサイクル売却益など

経費節減 4.9 4.0 3.6 省エネ設備による経費節減効果など

合　計 17.6 12.4 12.4 ─

項　目 2013 年度 2014 年度 2015 年度 主な内容
環境保全に
対する投資 131.1 150.9 87.7 省エネ設備などの直接的

環境負荷低減設備への投資

項　目 2013 年度 2014 年度 2015 年度 主な内容
事業所エリア内
コスト 141.7 239.5 284.9 環境負荷低減設備の

維持管理費、減価償却費など

上･下流コスト 0 0 0 グリーン調達費用、リサイクル費用

管理活動コスト 68.0 78.1 70.5 環境管理人件費､
環境マネジメントシステム費用

研究開発コスト 205.4 183.9 189.4 製品・製造工程環境負荷低減の研究・
開発および製品設計費用

社会活動コスト 1.0 1.1 1.1 緑化 ･ 美化などの環境改善､
PR・広報費用

環境損傷コスト 0 0 0 環境損傷コスト環境関連の対策、
拠出金課徴金

合　計 416.1 502.6 545.9 ─

環境マインド＆グローバル環境経営
日立国際電気の行動基準と環境保全行動指針に則り、
環境マネジメントシステムの構築を柱に環境マインドの醸成に取り組んでいます
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