
トップページ CSR・環境活動 環境

CSR・環境活動

環境

戦略的環境経営の推進 環境マネジメント

製品における取り組み【環境貢献事業の

拡⼤】

製品における取り組み【環境配慮設計の

推進】

製品における取り組み【2018年度に登

録されたグリーン製品例】

製品における取り組み【製品含有化学物

質の管理】

気候変動 汚染防⽌と資源の有効活⽤

⽔資源 ⽣物多様性

環境コミュニケーション 環境マインドの育成

事業活動に伴う環境負荷の全体像 主要4事業所（国内⽣産拠点）の環境負

荷データ（2018年度）

第三者検証 グリーンボンドの発⾏
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トップページ CSR・環境活動 環境 戦略的環境経営の推進

環境

戦略的環境経営の推進

⽅針

 明電グループは、「環境基本理念」の下に、従業員⼀⼈ひとりが本業を通して地球環境保全や豊かな社

会づくりに貢献する『環境経営』を推進していきます。

環境基本理念

 明電グループは「⼈のため、社会のため、そしてこの地球をより住みやすくするため環境に貢献する」

ことを基本理念とし、持続可能な社会の実現に向けて、気候変動の緩和及び気候変動への適応、資源の循

環、⽣物多様性の保全を課題として、環境経営に取り組み、企業の発展を⽬指します。

環境⾏動指針

１．環境に貢献できる新製品・新技術の開発を推進し、広く世界に提供する事で積極的に社会へ貢献しま

す。

２．部材の調達から廃棄に⾄るまでの全ライフサイクルにおいて、環境への影響を評価し、環境配慮型製

品の開発・設計に努めます。

３．国内外の事業活動に伴う環境負荷を低減し、温室効果ガス排出削減、3R推進、有害物質の排出削減に

努めます。

４．環境関連法令及びその他の要求事項を順守すると共に⾃主基準を設定し、汚染予防、環境保護に努め

ます。

５．環境経営の体制を確⽴し、計画（P）、実施・運⽤（D）、点検・レビュー（C）、改善（A）を回し

て継続的改善に取り組み、環境パフォーマンスの向上を図ります。

６．環境教育を通じて、全従業員の環境経営への理解を深め、活動の活性化を図ります。

７．社内外のステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、活動の状況や成果を情報共有し、協調

して持続可能な社会の実現に取り組みます。

2018年7⽉1⽇�改訂4版

(株)�明電舎�取締役社⻑
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環境ビジョン

 明電グループでは、環境経営を推進する中期的な道標として、あるべき姿、取組みの⽅向性を⽰すため

に「環境ビジョン」を定めています。事業活動における環境負荷を低減するとともに、これまで培ってき

た社会インフラを⽀えるエネルギー、⽔処理分野での事業や製品・技術及びサービスを通して、「持続可

能な社会づくりへの貢献」を果たしていきます。

 環境ビジョンでは、21世紀を⽣きる企業に課せられた命題は、「地球温暖化の防⽌」、「循環型社会の

形成」、「⽣物多様性の保全」と捉え、事業活動で成すべきことや製品の⽬指すべき姿を⽬標として定め

ています。これら⽬標達成を⽀える根底に「環境に根ざす企業⾵⼟」を据えて、環境経営に取り組んでい

ます。

環境ビジョンのイメージ

環境ビジョンの⽰す⽬標

A.「地球温暖化の防⽌」に向けて

❶再⽣可能エネルギー発電など、エネルギー事業分野で製品やシステムを販売し、CO₂排出削減に貢献し

ます。

❷製品の環境配慮設計に取り組み、製品ライフサイクルにおけるCO₂排出削減に取り組みます。

❸⽣産活動におけるCO₂排出削減に取り組みます。
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B.「循環型社会の形成」に向けて

❶製品ライフサイクルにおいて、廃棄物の「リデュース」、資源の「リユース」、「リサイクル」を推進

します。

❷⽣産活動における廃棄物ゼロエミッションに取り組みます。

C.「⽣物多様性の保全」に向けて

❶⽔処理システムを通して、⽔資源の確保に貢献します。

❷化学物質のリスク管理を⾏い、リスクの⼤きい有害化学物質は重点的に削減や代替に取り組みます。

D.「環境に根ざす企業⾵⼟」を醸成して

❶環境コミュニケーションの推進�：�⾃らの活動、成果の内容を積極的に開⽰し、ステークホルダーと双

⽅向コミュニケーションの促進を⽬指します。

❷環境マインドの育成�：�地球環境保全に向けた、研究開発・ものづくりを推進する環境リテラシーの向

上、及び⾃ら積極的に地域・社会貢献活動に取り組む⼈財育成を⽬指します。

継続的な活動の推進

 環境ビジョンの実現に向けて、明電グループ「中期経営計画２０２０」（2018〜2020年度）の中で⾏

動計画を策定しています。環境ビジョンで⽰す⽬標、すなわち「A．地球温暖化の防⽌」「B．循環型社会

の形成」「C．⽣物多様性の保全」「D．環境に根ざす企業⾵⼟」は、「中期経営計画２０２０」では5つ

の戦略⽬標ごとに⽅策を設定し、⾏動計画に展開して継続的な改善に取り組んでいます。

16 明電グループのCSR 2019



⾏動計画への展開
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実績データ

2018年度環境⽬標と実績

2018年度の⽬標の達成状況は以下の通りです。�⽬標の達成状況に応じて対策を検討し、今後の計画につ

なげています。各項⽬の詳細につきましては、対応するページをご覧ください。

2018年度環境⽬標の達成状況（国内）

戦略⽬標 ⽅策 2018年度環境⽬標（国内） 2018年度実

績

評

価

製品・サービスによる

環境貢献

環境配慮設計の推進 環境貢献事業によるCO 削減

貢献量：80万トン

84.1万トン 〇

グリーン製品（当社基準）適

合品の⽐率向上

グリーン製品

21件

×

事業活動における環境

負荷の低減

温室効果ガスの排出削減 排出（SCOPE1+2）総量削

減：-1%（2017年度⽐）

-18％（2017

年度⽐）

〇

化学物質の適正管理 VOC放出量：80トン以下 96トン ×

３Ｒの推進 廃棄物総量削

減：-1%（2017年度⽐）

+4％（2017

年度⽐）

×

ゼロエミッション（※1）：

9拠点（※2）

全9拠点で達

成

〇

⽔資源の保全 ⽔関連データの測定・分析：

主要4事業所（※3）

流量計の増設

ほか

〇

⽣物多様性の保全 ⽣態系（植⽣など）の調査：

主要4事業所（※3）

各拠点で実施 〇

環境マネジメントの推

進

バリューチェーンのマネ

ジメント強化

グリーン調達率（当社基

準）：80％以上

85％ 〇

※1�明電グループのゼロエミッション定義：廃棄物等（産業廃棄物、⼀般廃棄物、有価物）の総発⽣量

（建設�汚泥除く）のうち、⾮リサイクル率を1.0%未満にすること

※2�ゼロエミッション対象：国内⽣産拠点（沼津事業所、太⽥事業所、名古屋事業所、（株）甲府明電

舎、明電�ケミカル（株）［相模事業所］、北⽃電⼯（株）［厚⽊⼯場］）、エンジニアリング部⾨／⼯事

部⾨

※3�主要4事業所：沼津事業所、太⽥事業所、名古屋事業所、（株）甲府明電舎

⽬標

 明電グループでは、2018年度から3カ年の「中期経営計画２０２０」を定め、⽬標達成に向けた⾏動計

画を策定し、環境経営に取り組んでいます。

2
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「中期経営計画２０２０」2019年度環境⽬標

2019年度環境⽬標は以下の通りです。

2019年度�環境⽬標

戦略⽬標 ⽅策 2019年度環境⽬標（国内）

製品・サービスに

よる環境貢献

環境配慮設計の推進 環境貢献事業によるCO 削減貢献量：80万トン

新製品のライフサイクル排出量削減（特定分野）

事業活動における

環境負荷の低減

温室効果ガスの排出削

減

排出（SCOPE1+2）総量削減：-2%（2017年度⽐）

化学物質の適正管理 VOC放出量：80トン以下

３Ｒの推進 廃棄物総量削減：-1%（2017年度⽐）

ゼロエミッション（※1）：9拠点（※2）

⽔資源の保全 ⽔関連データの測定・分析：主要4事業所（※3）

⽣物多様性の保全 ⽣態系保全：主要4事業所（※3）

環境マネジメント

の推進

バリューチェーンのマ

ネジメント強化

グリーン調達率（当社基準）：85％以上

※1�明電グループのゼロエミッション定義：廃棄物等（産業廃棄物、⼀般廃棄物、有価物）の総発⽣量

（建設�汚泥除く）のうち、⾮リサイクル率を1.0%未満にすること

※2�ゼロエミッション対象：国内⽣産拠点（沼津事業所、太⽥事業所、名古屋事業所、（株）甲府明電

舎、明電�ケミカル（株）［相模事業所］、北⽃電⼯（株）［厚⽊⼯場］）、エンジニアリング部⾨／⼯事

部⾨

※3�主要4事業所：沼津事業所、太⽥事業所、名古屋事業所、（株）甲府明電舎

2
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トップページ CSR・環境活動 環境 環境マネジメント

環境

環境マネジメント

⽅針

 明電グループでは、事業戦略と環境活動を統合した環境経営を推進しています。

環境マネジメントシステムの妥当性及び有効性を評価しながら、継続的に改善を⾏っています。

体制

環境経営の推進体制

 トップマネジメントである社⻑のもと、環境担当役員が明電グループ全体の環境経営を統括し、環境管

理責任者が環境マネジメントシステムの維持・改善に努めています。

 また、独⽴して組織された全社内部環境監査チームが、環境経営の取組みや法の順守状況、環境マネジ

メントシステムの有効性等を監査し、改善の提⾔を⾏っています。

 環境担当役員が委員⻑を務める「明電グループ環境委員会」は、環境活動の最⾼決議機関として、気候

変動などによるリスクを含めた課題の抽出、環境⽬標や実施計画、マネジメントレビュー、緊急事態発⽣

時の対応、及び環境対策・推進WG（ワーキンググループ）の活動を報告・審議し、環境経営の⽅向性を

決定します。

 なかでも重要な課題に関しては、環境担当役員及び環境管理責任者が、常務会や取締役会等に諮り、ト

ップの意思決定のもと活動を展開しています。

明電グループ環境マネジメント推進体制
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環境リスクおよび機会への対応

環境に係る事象（課題） リスク 機会 取り組みへの展開

政治

（政策）

法規制

再⽣可能エネル

ギー固定価格買

取制度の⾒直し

電⼒⾃由化、電

源構成の⾒直し

カーボンプライ

シング導⼊への

流れ

省エネルギー規

制・基準（事業

活動、製品）

有害化学物質規

制の強化

短期的なコスト上昇

エネルギーコスト

が上昇することに

より、直接・間接

的にコスト（調

達、輸送、製造、

廃棄など全般）が

上昇する。

製品競争力の低下

環境規制・基準を

充⾜しない製品の

販売が困難とな

る。

環境配慮型の製品

を求める市場ニー

ズに応えられずシ

ェアを失う。

企業価値の低下

環境に配慮のない

企業として、イメ

ージが低下し、評

価（格付など）や

株価が下がる。

局所的災害の増加

⽔害等などによ

り、操業不能やサ

プライチェーン分

断が起こる。

新市場の拡大

再⽣可能エネルギ

ー・省エネルギー

関連の製品・サー

ビスの市場が拡⼤

する。⽣可能エネ

ルギー・省エネル

ギー関連の製品・

サービスの市場が

拡⼤する。

環境配慮型製品によ

る差別化

規制等にいち早く

対応した製品の上

市や、低環境負荷

のニーズに応えた

製品・サービスの

提供で、市場にお

ける競争⼒を⾼め

る。

環境経営による業績

向上

環境課題の解決に

寄与する事業を⾏

う企業として、企

業価値を⾼め、業

績を向上させる。

自然災害への対応

治⽔、防災、災害

時対応（電源確保

など）に係る需要

が増加する。⽔、

防災、災害時対応

（電源確保など）

に係る需要が増加

する。

製品による環境貢献

の拡大

再⽣可能エネルギ

ー・省エネルギー

関連製品の拡販

（⾵⼒・⽔⼒・太

陽光関連設備、

EV/PHEV⽤電気

品、変圧器、モー

タ・インバータな

ど）

環境配慮型製品の

開発、新技術の導

⼊（⼩型・軽量

化、⾼効率・省消

費電⼒など）

金融資産の多様化

グリーンボンドの

発⾏など

事業活動における環

境負荷低減

省エネルギー推進

（設備投資、⾒え

る化など）

３Rの推進、有害

化学物質の排除

⽔資源の保全、⽣

物多様性への配慮

業務効率化

スマートワークの

推進など

環境マネジメントの

推進

事業リスクマネジ

メントの推進

経済
ESG投資の拡⼤

価格競争（低コ

スト、プレミア

ム価格）ESG投

資の拡⼤

価格競争（低コ

スト、プレミア

ム価格）

社会
バリューチェー

ン全般（上流・

下流）への責任

の波及

労働・雇⽤条件

の適正化

技術
電⼒変換の⾼効

率化

ICT、IoT技術の

進化

新エネルギー・

代替エネルギー

技術開発
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環境に係る事象（課題） リスク 機会 取り組みへの展開

バリューチェーン

管理の強化

環境コミュニケー

ションの推進（情

報開⽰など）

災害時インフラ支援

関連製品の展開

（⾮常⽤電源設

備、移動電源⾞、

UPS、遠隔監視

システムなど）

評判・

ニーズ 情報開⽰要求

（説明責任）

ライフスタイル

の変化（エコロ

ジー指向）

⾃然環境
気温、降⽔量の

変化

局所的災害（ゲ

リラ豪⾬、⻯巻

等）の増加

⽣態系異常（伝

染病を媒介する

⽣物の増加等）
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ISO14001の認証取得状況

 環境マネジメントシステムに関する国際規格であるISO14001の認証範囲を拡⼤しています。国内で

は、当社及び関係会社17社で認証取得を完了しています。海外では、⽣産拠点を中⼼に11社が認証取得を

完了しています。

国内の取得状況

会社 認証⽇

（株）明電舎※ 1998/2/24

明電興産（株）

明電商事（株）

（株）甲府明電舎※

明電システムソリューション（株）

明電プラントシステムズ（株）※

明電システム製造（株）※

明電機電⼯業（株）※

（株）エムウインズ

明電アクアビジネス（株）

明電ユニバーサルサービス（株）

（株）あの津技研※

明電テクノシステムズ（株）※

（株）明電O&M 2003/7/31

（株）明電エンジニアリング

明電ケミカル（株）※ 2012/11/20

明電ファシリティサービス（株） 2015/11/18

北⽃電⼯（株）※ 2013/10/3
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国内取得社数 海外取得社数

海外の取得状況

会社 地域 認証⽇

明電舎（鄭州）電気⼯程有限公司※ 中国（鄭州） 2013/10/9

明電舎（杭州）電気系統有限公司※ 中国（杭州） 2008/4/7

上海明電舎⻑城開閉有限公司※ 中国（上海） 2016/1/11

P.T.�MEIDEN�ENGINEERING�INDONESIA インドネシア 2018/12/19

MEIDEN�MALAYSIA�SDN.�BHD. マレーシア 2018/10/10

MEIDEN�METAL�ENGINEERING�SDN.BHD.�※ マレーシア 2014/10/9

MEIDEN�SINGAPORE�PTE.�LTD.�※ シンガポール 2010/2/8

THAI�MEIDENSHA�CO.,�LTD. タイ 2009/7/1

MEIDEN�ELECTRIC(THAILAND)LTD.�※ タイ 2013/9/30

TRIDELTA�MEIDENSHA�GmbH.�※ ドイツ 2015/7/13

PRIME�MEIDEN�LTD.�※ インド 2015/1/26

※�⽣産⼯場を有する会社
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取組み

内部環境監査

 ISO14001審査登録機関による外部審査とは別に内部環境監査を⾏い、外部審査にて指摘された事項に

関する改善状況や、年度ごとの重点監査事項を確認しています。また、中国や東南アジアなど海外の⽣産

拠点に対しては、年々環境規制が厳しくなってきているため、化学物質、廃棄物等に特化して監査を実施

しています。

 2018年度は、「中期経営計画２０２０の取組みと活動状況」、「順守義務」、「保管⽂書・廃⽌⽂

書」、「法的要求事項」等を重点的に確認し、全体的にISO14001:2015の要求事項に適合し、有効に機

能していることを判断しています。

 内部環境監査での指摘を改善の機会とし、更なる改善活動へつなげていきます。

環境情報管理システムによる環境負荷の分析

環境情報管理システム

 事業活動における環境負荷を管理・分析するため、「環境情報管理システム」を導⼊し運⽤していま

す。

 海外を含む明電グループの⽣産拠点とオフィスについて、事業活動に伴う環境負荷に係る情報（⾃動⾞

燃料、エネルギー、廃棄物、化学物質、⽔使⽤量等）を収集し、⼀元管理を⾏っています。

 収集された情報は、環境負荷低減活動のための基礎データとして活⽤するとともに、エネルギー使⽤の

合�理化に関する法律（省エネ法）、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）、電機業界「低炭素社

会実⾏計画」、化学物質排出移動量届出制度（PRTR制度）等で義務付けられている届出を確実に⾏うこ

とに役⽴てています。
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環境規制の順守状況

 各事業所・関係会社では、法規制よりも厳しい⾃主基準を設定し運⽤することで、法令順守を確実なも

のにしています。また法令違反等があった場合は、3時間以内に経営層に伝達されるよう規程化されていま

す。

実績データ

環境会計（2018年度）

環境活動に係るコストなどを数値化しています。

環境保全コスト 投資額（百万円）

事業エリア内コスト 各種省エネ機器の新規導⼊など 74

研究開発コスト 環境配慮型製品の研究開発費など 448

※対象範囲：明電舎（単独）、対象期間：2018年4⽉〜2019年3⽉
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トップページ CSR・環境活動 環境 製品における取組み【環境貢献事業の拡⼤】

環境

製品における取組み【環境貢献事業の拡⼤】

⽅針

 ⻑年にわたり培ってきた技術と経験を活かし、「より豊かな未来社会の実現」のため、環境に貢献する

事業を積極的に推進しています。

実績データ

製品によるCO排出削減により、地球温暖化防⽌に貢献

 明電グループでは、太陽光、⾵⼒、⽔⼒等の再⽣可能エネルギーの活⽤や⾼効率化による省エネルギー

効果により、製品・サービスを通じた環境貢献を⽬指しています。

 2018年度は、環境貢献量（販売した製品によるCO 排出抑制の期待値）を年間⽬標80万トンとして⽬

指しました。電気⾃動⾞、海外向け変圧器・⾼圧インバータの出荷が伸び、84.1万トン/年の排出削減量に

なり年度⽬標を達成することができました。

2

2
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製品・サービスによる環境貢献量の算定の考え⽅は、以下の通りです。

対象製品／事業 CO 排出削減量

太陽光発電⽤パワーコンディショナ 系統電⼒を再⽣可能エネルギー発電に代替した場合の排出抑

制
⾵⼒売電事業

⽔⼒⽤発電機

電気⾃動⾞⽤電気品 同等グレードのガソリン⾞を代替した場合の排出抑制

蓄電池⽤パワーコンディショナ 揚⽔発電の代替（⾼効率化）による排出抑制

電動フォークリフト⽤電気品 当社従来品の代替（損失エネルギー低減）による排出抑制

エンジン・タービン発電機

変圧器

インバータ

無停電電源装置

合計 80万トン

※使⽤段階のCO 排出量の差分に、想定寿命及び年間販売量を乗じて算定しています。ただし、⾵⼒発電

は年間の発電量実績に基づいて算定しています。

取組み

⾵⼒発電関連事業

 （株）エムウインズ及びその関連会社では⾵⼒発電事業を展開し、再⽣可能エネルギーによる電⼒の供

給を⾏っています。

 国内3か所 （⾵⾞30基、発電容量51,000kW）にて、⾵⼒発電による売電事業を展開しています。⾵⼒

発電所の建設、設置に際しては、環境アセスメントを実施しています。

※⼋⻯⾵⼒発電所（秋⽥県）⾵⾞18基、発電容量28,000kW

輪島コミュニティウィンドファーム（⽯川県）⾵⾞10基、発電容量20,000kW

銚⼦しおさい⾵⼒発電所（千葉県）⾵⾞2基、発電容量3,000kW

⾵⼒発電の稼働率向上を⽬指して

 2018年度の発電量は109,705MWhとなり、2017年度に引き続き100,000MWhを超えた発電量とな

りました。今後も環境貢献度を⾼めていくため、更なる稼働率向上を⽬指します。

2

※

2

※
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明電グループでの総発電量実績の推移

電気⾃動⾞⽤モータ・インバータ

 明電舎は、世界的に普及が進む電気⾃動⾞に搭載されているモータ・インバータを供給しています。本

製品は⻑年培ってきた明電グループのモータ・インバータ技術を活かし、⼩型・軽量・⾼効率・静粛性の

向上を実現。⾞両搭載にふさわしい信頼性を確保しました。

 SiCモジュール採⽤のインバータなど、次世代の環境対策⾞（エコカー）向けの駆動システムの開発を

⾏っています。

タービン発電機

 タービン発電機は、⼀般に蒸気⼜はガスタービンで駆動され、産業⽤あるいは電⼒事業⽤に、常⽤・⾮

常⽤⼜はピークカット⽤電源として広く使⽤されています。

 明電舎の発電機製作範囲で、タービン発電機は４機種の採⽤が拡⼤⽅向にあり、競争⼒の向上を図るた

めに、2014年度に回転⼦構造を円筒形から突極形とする開発を実施しています。

 更なる⾼出⼒・効率向上及び軽量化のため、絶縁・冷却・損失などの基礎技術を拡充し、出⼒拡⼤を推

進しています。

フォークリフト⽤制御機器

 バッテリー式フォークリフトの駆動源であるモータ及びコントローラを50年以上にわたり供給し、フォ

ークリフト業界を⽀える⼀端を担っています。

 これまでのフォークリフト市場の⼤部分は⽇本・北⽶・欧州によって構成されていましたが、中国をは

じめとするアジア市場の成⻑が著しくなっています。またフォークリフト業界では、フォークリフトの電

動化率の上昇によるCO2排出量低減への期待も⾼まっています。

 これらの期待に応え、新しい市場における明電舎の確固たる地位を築き、⾼性能で安価な製品を供給す

るとともに、環境負荷低減に貢献していきます。
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無停電電源装置

 社会では様々な分野において、電⼦データの量と重要性が⾶躍的に増加しており、データサーバーには

24時間⼀瞬の停電もない安定した電源の供給が必要になっています。明電舎はTHYRICシリーズに省エネ

に配慮した⾼効率のラインナップを加え、⾼品質で信頼性の⾼い電源を供給しています。

 当社従来⽐で電⼒損失を40％以上改善し、三相200Vトランス付きUPSにおいて業界最⾼クラスの効率

を実現しています。
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トップページ CSR・環境活動 環境 製品における取組み【環境配慮設計の推進】

環境

製品における取組み【環境配慮設計の推進】

⽅針

環境配慮設計の推進

明電グループでは、環境への負荷を低減した環境配慮型製品の開発を推進しています。

製品環境アセスメント

 新製品を開発する際に、省エネルギー・省資源、リサイクル性、環境安全性等について、独⾃の「製品

環境アセスメント基準」に基づく評価を⾏っています。基準をクリアした製品は、当社基準の「グリーン

製品」として認定しています。

 評価基準「ライフサイクルの考慮」の評価では、LCA（ライフサイクルアセスメント）に基づいたCO

排出量を概算し、CO 排出削減に向けた環境配慮設計を促しています。

当社「グリーン製品」基準へ

の適合を⽰す環境ラベル（タ

イプⅡ）

取組み

LCA（ライフサイクルアセスメント）の取組み

 明電グループでは、環境⾏動指針として、「部材の調達から廃棄に⾄

るまでの全ライフサイクルにおける環境への影響の評価を⾏う」ことを

掲げています。製品やサービスに係る環境負荷を、LCA⼿法を⽤い定量

化することで、設計・開発の際の環境性能の改善や、お客様への製品説

明・PR等に活⽤しています。

2

2
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製品環境アセスメント基準

分類 項⽬

製品の減量化 ◦軽量化

◦外形⼨法及び容積

◦部品点数削減

省エネルギー・省資源 ◦消費電⼒削減

◦節⽔

◦消耗材削減

◦梱包材の減量化

リサイクル ◦再⽣材料の利⽤度

◦材料の分別性

◦回収・運搬の容易性

⻑期使⽤性 ◦保守性

◦信頼性・耐久性

化学物質管理 ◦環境保全性

ライフサイクルの考慮 ◦ライフサイクル環境負荷の軽減

◦ライフサイクル環境影響評価の情報開⽰

環境安全性 ◦発⽕・破裂の危険性

◦分離分解時の危険性

◦環境対策

情報開⽰ ◦製品の環境影響に関する情報提供
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トップページ CSR・環境活動 環境 製品における取り組み【2018年度に登録されたグリーン製品例】

環境

製品における取り組み【2018年度に登録されたグリーン製品例】

2018年度に登録されたグリーン製品例

【製品名】操作計測システム� MEIDACSⅡ

⾃動⾞製品の試験時に使⽤する操作計測システム

です。

⼈間中⼼設計により機能性を、ドッキングウイン

ドウ⽅式により操作性を向上し、作業の効率化を

実現。

WLTP 規格にも対応。

この製品は、当社従来品(MEIDACS�DY�6000P)

に⽐べ、以下の特⻑があります。

●⾼性能マルチコアCPUの採⽤により、13％省消

費電⼒化

●フロントメンテナンス採⽤により、保守性向上

ライフサイクルCO 排出量

92％

※同等の当社従来品を基準とした⽐率

ライフサイクルCO 排出量

※1 WLTP：�Worldwide�harmonized�Light�vehicles�Test�Procedure

関連製品や詳細についてはこちらもご覧ください。

※1

2 2
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【製品名】台⾞形無⼈搬送⾞(AGV) 3MC-M2.5

全⽅位⾛⾏可能な台⾞形無⼈搬送⾞です。�磁気誘

導、レーザー誘導、SLAM誘導 に対応。（マル

チセンシング機能）�最⼤積載重量400kg（移載装

置含む）

この製品は、当社従来品(ACBM2.5)に⽐べ、以下

の特⻑があります。

●駆動⽅式変更・省配線化により、21％軽量化、

35％⼩型化

●ブラシレスモータ採⽤により、保守性向上

ライフサイクルCO 排出量

98％

※同等の当社従来品を基準とした⽐率

ライフサイクルCO 排出量

※2 SLAM：Simultaneous�Localization�and�Mapping

関連製品や詳細についてはこちらもご覧ください。

【製品名】超⾼容量低慣性ダイナモメータ⽤インバータ THYFREC VT350DY-21K

⼤型⾞両のドライブトレインを評価するための⾼

性能インバータです。

⼤容量化と⾼応答化の両⽴を実現。

装置最⼤容量：600kW

この製品は、当社従来品(VT340DY-21K)に⽐べ、

以下の特⻑があります。

●冷却性能の向上により、11％軽量化、18％⼩型

化

●新型IGBTの採⽤により、7％省消費電⼒化

ライフサイクルCO 排出量

92％

※同等の当社従来品を基準とした⽐率

ライフサイクルCO 排出量

関連製品や詳細についてはこちらもご覧ください。

※2

2 2

2 2
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【製品名】架線検測装置 CATENARY�EYE�（カテナリーアイ）の機能向上

鉄道架線の保守点検に必要な項⽬を、カメラで撮

影した架線の映像から画像処理技術を⽤いて⾼精

度に検測する装置です。

新たに機械学習機能追加、診断技術開発など電⾞

線設備の総合診断システムに発展。

この製品は、当社従来品(CATENARY EYE)に⽐

べ、以下の特⻑があります。

●解析精度アップにより、信頼性向上

●診断技術向上により、電⾞線設備の保守性向上

関連製品や詳細についてはこちらもご覧ください。
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トップページ CSR・環境活動 環境 製品における取組み【製品含有化学物質の管理】

環境

製品における取組み【製品含有化学物質の管理】

取組み

製品含有化学物質の管理

 製品に含有される化学物質の情報を収集・伝達する仕組みとして、「環境BOM 管理システム」を運⽤

しています。この環境BOM管理システムを、経済産業省が推奨する情報伝達スキーム�chemSHERPA（ケ

ムシェルパ）に対応したクラウド型のシステムに更新しました。これにより、サプライヤとはクラウド型

のWebシステムを通じてchemSHERPAを授受しています。

 2018年度はサプライヤ向けchemSHERPA説明会を2回（沼津市、太⽥市）実施しました。また、随

時、サプライヤとの個別相談会でchemSHERPAの教育を実施しています。

※BOM�：�Bill�of�Materials（部品表）

環境BOM管理システム構成図

※

36 明電グループのCSR 2019



トップページ CSR・環境活動 環境 気候変動

環境

気候変動

認識

 明電舎は1897年の創業以来、ものづくりの会社として様々な技術や製品・サービスを創出し、社会の持

続的な発展に貢献してきました。特に、太陽光、⾵⼒、中⼩⽔⼒など再⽣可能エネルギーによる発電シス

テムや、スマートグリッドなどのエネルギーソリューションサービスは、脱炭素・低炭素化に⼤きくかか

わりがあります。これら環境配慮型の製品・サービスを通じ、持続可能な社会の実現に向けた貢献を⽬指

すとともに、事業活動に伴う温室効果ガス排出の削減に取り組んでいます。

ガバナンス

取締役会による気候変動への監督

気候関連のリスクと機会についての取締役会レベルによる監視体制

 トップマネジメントである社⻑のもと、環境担当役員が明電グループ全体の環境経営を統括し、環境管

理責任者が環境マネジメントシステムの維持・改善を推進します。

 環境担当役員が委員⻑を務める「明電グループ環境委員会」は、環境活動の最⾼決議機関として、気候

変動リスクを含めた課題の抽出、環境⽬標や実施計画、緊急事態発⽣時の対応等を審議し、環境経営の⽅

向性を決定します。なかでも重要な課題に関しては随時、常務会や取締役会等に諮り、トップの意思決定

のもと活動を展開しています。

環境経営の推進体制

戦略

明電グループの中⻑期環境⽬標

 明電グループは、2030年度までに事業活動に伴う温室効果ガス排出量を30%削減（2017年度基準）す

ることを⽬指します。

 この⽬標は、パリ協定 の合意に整合するよう、SBT（Science�Based�Targets）基準を考慮して設定

しています。明電グループのお客様やお取引先など、サプライチェーンを構成するステークホルダーの皆

様と共通の課題に対し、⽬的を共有して取り組みます。

 2030年にあるべき姿を実現するため、まず「中期経営計画２０２０」では、2018年度に1%、2019年

度に2%、2020年度に4%削減（2017年度基準：国内）する⽬標を掲げ、定期的に⽬標を⾒直していきま

す。

※1�パリ協定：国連気候変動枠組条約第21回締約国会議で採択された、2020年以降の温暖化対策の新た

な枠組み。

※1
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事業活動に伴う温室効果ガス排出量

エネルギー消費に起因する排出に関しては、⽣産の合理化や設備投資など省エネルギーを徹底するととも

に、再⽣可能エネルギー転換を推進していきます。また、SF ガスなど温室効果ガスの直接排出に関して

は、管理を徹底し、技術⾰新を図っていきます。

指標

温室効果ガス排出量

Scope�1、Scope�2排出量

（t-CO ）

� 2017年度 2018年度

国内 海外 国内 海外

SCOPE1

⾃社での燃料使⽤等に伴う直接排出

27,197 5,723 18,137 4,886

SCOPE2

外部から購⼊した電⼒や熱の使⽤に伴う

間接排出

ロケーション基準 27,309 6,757 27,212 6,943

マーケット基準 25,868 7,177 25,573 7,480

6

2
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実績データ

エネルギー起源によるCO排出量

※電⼒CO 係数は電気事業低炭素社会協議会より提⽰されたCO 排出係数を使⽤しています。2017年度ま

では各年度の、2018年度は2017年度の調整後係数を使⽤しています。

※海外の各国における電⼒使⽤による排出係数については、International�Energy�Agency（IEA）発⾏

のCO EMISSIONS�FROM�FUEL�COMBUSTION（2014�Edition）-に掲載されている、2010年〜2012

年の平均値を使⽤しました。燃料油、燃料ガスについては、GHGプロトコル（The�Greenhouse�Gas

Protocol�Initiative）公表の各国排出係数を使⽤しました。

※原単位は、排出量（t-CO ）を売上⾼（百万円）で除した値です。

取組み

事業活動におけるCO排出量の削減

 明電グループでは、エネルギー消費に起因する温室効果ガス排出を削減するため、照明や空調設備を⾼

効率なものに更新するなど、計画的に設備投資をしています。また、電⼒消費量の⾒える化を進めて設備

の運⽤改善に取り組み、特に休⽇や深夜帯の消費電⼒の管理を徹底しています。

 2018年度は、業務の効率化や空調・コンプレッサーの運⽤改善など、省エネ対策を進めましたが、⽣産

の伸びにより、国内のCO 排出量は増加しました。⼀⽅、売上⾼あたりのCO 排出原単位は、2017年度と

同⽔準となりました。

 今後も、設備投資と運⽤の両⾯からエネルギーの合理化を図っていきます。

TOPICS

［沼津事業所］�太陽光発電及び蓄電池システム導⼊

沼津事業所では、南事務棟の屋上及び隣接する緑地に蓄電併設型太陽光発電システムを設置

し、2018年5⽉より運転を開始しました。

本システムの発電出⼒は100kWで、以下を⽬的とし、将来を⾒据えた環境設備として導⼊

しました。

2

2 2

2

2

2

2 2
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【導⼊⽬的】

①�環境負荷低減：温室効果ガス排出の抑制

②�BCP対策：系統停電時、PV出⼒をフル活⽤した重要負荷への電⼒供給システムとして活

⽤

③�お客様への製品PR施設として活⽤、⾒学も可能

④�実機検証のためのフィールド試験場として活⽤

取組み・実績データ

CO以外の温室効果ガス排出量の削減

 明電グループにおけるCO 以外に排出する温室効果ガスには、避雷器・遮断器等に使⽤するSF ガス、

空調機器の冷媒に使われているフロン類などがあります。

 温室効果の⾼いSF ガスについては、排出抑制に努め、代替ガスの技術的な調査・検証にも取り組んで

います。また、フロン排出抑制のため、空調機器の管理強化と設備更新を進めています。

CO 以外の温室効果ガス排出量の推移（国内）

2

2 6

6

2
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製品輸送におけるCO排出量の削減

 運輸部⾨では、混載やモーダルシフトなど、製品輸送効率の改善を⾏い、輸送におけるCO 排出削減活

動に取り組んでいます。製品輸送では納⼊形態の多様化など多くの課題がありますが、今後も輸送の効率

化を進めることで、CO 排出削減に取り組んでいきます。

製品輸送におけるCO 排出量の推移（国内）

サプライチェーン温室効果ガス排出量の算定

 明電舎の事業活動のみならず、サプライチェーンの上流や下流における間接的な排出を含む温室効果ガ

ス排出量の算定に取り組んでいます。

 当社の場合、「販売した製品の使⽤」（SCOPE3カテゴリ11）、および、「�購⼊した製品・サービ

ス」（SCOPE3カテゴリ1）の排出割合が⼤きいという課題があります。製品の環境配慮設計による下流

の排出削減や、グリーン調達による上流の負荷軽減など、サプライチェーン全体を通じた環境対策を推進

しています。

2

2

2

2
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明電舎サプライチェーン温室効果ガス排出量（SCOPE3）

カテゴリ 算定⽅法 排出量

（t-CO eq）
活動量 原単位

カテゴリ1「購⼊した製品・

サービス」

購⼊⾦額（原材料、消耗品・

サービス等）

3EID 740,064

カテゴリ2「資本財」 固定資産の投資⾦額 環境省原単位DB 18,502

カテゴリ3「Scope1,2に含ま

れない燃料及びエネルギー活

動」

エネルギー使⽤量（電⼒等） CFP-DB 1,901

カテゴリ4「輸送、配送（上

流）」

輸送費⽤（運賃、保管、荷造

等）

3EID 799

カテゴリ5「事業から出る廃

棄物」

廃棄物の種類別排出量 環境省原単位DB 1,174

カテゴリ6「出張」 交通費⽀給額（旅費等） 3EID 2,420

カテゴリ7「雇⽤者の通勤」 交通費⽀給額（交通⼿当等） 3EID 776

カテゴリ8「リース資産（上

流）」

Scope1,2に含んでいるため

除外

― ―

カテゴリ9「輸送、配送（下

流）」

販売代理店等における活動量 3EID 842

カテゴリ10「販売した製品の

加⼯」

当社製品は成形品が多いため

除外

― ―

カテゴリ11「販売した製品の

使⽤」

稼働率等の運⽤条件を設定し

概算

3EID 8,380,700

カテゴリ12「販売した製品の

廃棄」

販売した製品の想定廃棄費⽤ 3EID 3,927

カテゴリ13「リース資産（下

流）」

賃貸不動産におけるエネルギ

ー使⽤量

環境省原単位DB 13,002

カテゴリ14「フランチャイ

ズ」

当社の事業範囲外であるため

除外

― ―

カテゴリ15「投資」 当社保有株は投資⽬的でない

ため除外

― ―

「その他」 オプションのため算定範囲か

ら除外

― ―

合計 9,164,107

※環境省・経産省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン

Ver2.2」を参考に、明電舎におけるサプライチェーンを算定しています。

2
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トップページ CSR・環境活動 環境 汚染防⽌と資源の有効活⽤

環境

汚染防⽌と資源の有効活⽤

⽅針

廃棄物および汚染対策へのコミットメント

 明電グループは、環境⾏動指針に定めているとおり、国内・国外での全ての事業活動に伴う環境負荷を

低減し、省エネルギー、廃棄物の3R推進、有害化学物質の排出削減に努めます。また、環境関連法令、条

例及びその他の要求事項を順守するとともに⾃主基準を設定し、汚染の予防に努めます。

環境⾏動指針

取組み・実績データ

化学物質管理の強化

 ⽣産現場等で使⽤している化学物質のリスクアセスメントを⾏い、作業環境の改善を図っています。

 労働災害、健康障害、化学物質の漏えい・漏出による⽕災や環境汚染などを未然に防ぐため、化学物質

の使⽤現場の巡視を⽇常的に⾏うことで作業者に気付きを与え、化学物質の管理状況が不適当であれば是

正を実施しています。

化学物質管理の強化

揮発性有機化合物（VOC）放出量の削減

 2018年度のVOC放出量は96トンでした。今後、ワニス含浸⼯程の改善や有機溶剤の回収を進め、VOC

放出削減を推進していきます。

VOC放出量と削減率の推移（国内）
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PCBを含む機器の廃棄処分推進

 PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（PCB特別特措法）に基づき、過去に製造され40年

近く保管されていた変圧器及びコンデンサなどのPCB（ポリ塩化ビフェニル）を含む機器を、順次廃棄し

ています。

 2018年度は、⾼濃度PCB廃棄物13.6トン廃棄、および微量PCB廃棄物50.6トンを処理しました。

 明電舎では2007年よりPCB廃棄物の処理を進めており、2018年度までに⾼濃度PCB廃棄物は約102ト

ン、微量PCB廃棄物は約268トンを処理しています。

有害廃棄物（PCB廃棄物）の処理量

廃棄物3Rの推進

 明電舎では、⽣産拠点や事務所で発⽣する廃棄物等のリサイクルに取り組んでいます。

 2018年度の廃棄物リサイクル率は国内グループ全体で99.3%となり、国内の全⽣産拠点およびエンジ

ニアリング部⾨・�⼯事部⾨の9拠点においてゼロエミッションを達成しています。

廃棄物等発⽣量とリサイクル率の推移（国内）

※廃棄物等発⽣量から建設汚泥等は除いています。
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廃棄物等発⽣量の構成（国内）2018年度
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トップページ CSR・環境活動 環境 ⽔資源

環境

⽔資源

⽔リスク評価

 近年、⼈⼝増加や地球温暖化などの影響により、⽔不⾜や局地的豪⾬の増加など、事業に⼤きな影響を

与える要因として「⽔リスク」への関⼼が世界的に⾼まっています。

 明電グループでは、節⽔や排⽔基準の遵守などへの取組みのため、⽔リスクに関する評価を実施してい

ます。世界⾃然保護基⾦が無償で提供している⽔リスク評価ツール「Water�Risk�Filter」を⽤い、⽣産拠

点（8か国、13拠点）を対象とした評価では、多くの⽣産拠点のリスクは低いものの、インドと中国の⼀

部拠点は⽐較的リスクが⾼い地域に⽴地しており、特に、⽔量および⽔質の確保にかかわるリスクが⾼い

ことがわかりました。これら拠点では⽣産に多量の⽔を使うことはなく当⾯は⼤きな懸念はないと考えま

すが、評価結果を踏まえ、拠点毎に最適な対策を実施していきます。

生産拠点が所在する地域の水リスク評価結果

配管地上化

⽔使⽤量の削減

 ⼯場敷地内にある井⽔や上⽔の埋設配管は、⽼朽化が進むと⽔漏れの

恐れがあります。計画的に配管を更新するとともに、保守点検を容易に

できるよう配管の地上化も進めています。
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※⽔使⽤量は、⽔道⽔、⼯業⽤⽔、地下⽔の合

計です。

※2014・2015年度は合計値のみです。

水使用量の推移（国内）

排出先別排水量の推移（国内）

取組み

⽔資源の保全に向けて�－事業を通じた取組み－

⽔資源の保全にかかわる様々な課題の解決に貢献

 明電グループは、⽇本全国の上下⽔道の構築と発展に携わってきた実績をもとに、総合⽔処理メーカと

して⽔処理プラントの設計・製造・施⼯だけではなく、運営・維持管理までをトータルでサポートしてい

ます。中核事業の⼀つである⽔インフラシステム事業を通じて、⽔資源の保全にかかわる様々な課題の解

決に貢献していきます。

⽔処理関連の製品・サービスについて詳しくはこちらのページもご覧ください。

⽔インフラシステム 製品・サービスページ
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TOPICS

シーメンス社PACT®�MBRシステム向けセラミック平膜を初受注

 明電舎は、2018年10⽉にシーメンス社から、中国の⽯油化学⼯場向けの排⽔処理⽤セラミック平

膜を受注しました。これは、2016年12⽉にシーメンス社の新技術であるPACT®�MBR（Powdered

Activated�Carbon�Treatment Membrane�Bioreactor）システムに当社製のセラミック平膜が採

⽤されることが決まって以来、初めての製品受注となります。

 PACT®�MBRシステムに採⽤されたセラミック平膜とは、汚⽔や排⽔の浄化に活⽤されるセラミッ

ク製のろ過フィルターです。PACT®�MBRシステムは、活性炭、⽣物処理、膜ろ過を組み合わせた⾮

常にコンパクトな新しい排⽔処理システムで、セラミック平膜が採⽤された理由は、従来のMBRシ

ステムで利⽤されてきた有機膜などに⽐べ、⻑寿命で耐摩耗性があるためです。

 シーメンス社のPACT®技術は、40年間の歴史と100か所以上の納⼊実績があり、MBRと組み合わ

せた新技術に採⽤されたことは、何よりもセラミック平膜の特⻑と信頼性が⾼く評価された証と⾔え

ます。

 今回セラミック平膜を納めるPACT®�MBRシステムは、中国の⽯油化学メーカーである天津渤化化

⼯発展有限公司に納⼊され、製造⼯程排⽔の処理に活⽤されます。

 セラミック平膜を活⽤した⽔処理事業は、国連の掲げる世界共通⽬標であるSDGs（持続可能な開

発⽬標）において、Goal6「安全な⽔とトイレを世界に」やGoal14「海の豊かさを守ろう」などの

課題を解決することに貢献します。明電舎は、今後も社会に貢献するものづくりを追求し、持続可能

な価値創造を実現するとともに、SDGsを含めた社会的課題の解決へ取り組んでまいります。

※PACTはシーメンス社の登録商標⼜は商標。
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トップページ CSR・環境活動 環境 ⽣物多様性

環境

⽣物多様性

⽅針

⽣物多様性の保全に関する⽅針

 明電グループの事業活動は、⽣物多様性を基盤とする様々な⾃然の恵みに⽀えられ、同時に影響を与え

ています。明電グループは、この影響を最⼩限にとどめ、新たな共⽣関係をつくり出し、持続可能な社会

づくりへ貢献

することを⽬指しています。

 明電グループでは、持続可能な社会づくりの実現には「⽣物多様性の保全」が重要な課題であると捉

え、「明電グループ�環境基本理念・⾏動指針」及び「明電グループ環境ビジョン」に「⽣物多様性の保

全」に関する考えを反映させています。

 また、⾃らの事業活動と⽣物多様性のかかわりを明らかにし、「⽣物多様性の保全」についてガイドラ

インを定め、事業に取り組んでいます。

明電グループ�⽣物多様性ガイドライン

基本⽅針

 明電グループの事業活動は、⾃然の恵みを受けると共に様々な影響を与えているとの認識に⽴ち、⽣物

多様性保全の重要性について従業員の理解を深め、製品・技術を通じて持続可能な社会の実現に貢献しま

す。

⾏動指針

①⽔・環境事業、新エネルギー事業の推進、有害化学物質低減など環境負荷に配慮した製品、技術開発を

通じて⽣物多様性保全に貢献します。

②事業活動における⽣物多様性へのかかわりを明らかにし、環境負荷を低減していくことで⽣物多様性保

全に貢献します。

③⽣物多様性にかかわる法令や国際的な取り決めを順守します。

④⽣物多様性保全に関する従業員の理解を深め、社内外において⾃主的な活動を実践します。

⑤地域社会、NPO、NGO、⾏政などすべてのステークホルダーと連携し活動するとともに、その活動を積

極的に開⽰します。
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事業活動と⽣物多様性の関連性マップ

※企業と⽣物多様性イニシアティブ（JBIB）の「企業と⽣物多様性の関係性マップ®」を参考に作成しま

した。

SEGES

ThinkPark�Tower ThinkPark�Forest

取組み

⽣物多様性に配慮した本社ビル

 東京都品川区⼤崎にある本社ビル「ThinkPark�Tower」は、敷地の約4割を緑化した「ThinkPark

Forest」に囲

まれており、都会のオアシスとして従業員や地域の⼈たちに憩いの場を提供しています。また、⽬⿊川と

東京湾から吹く卓越⾵が通るように作られた「⾵の道」は、ヒートアイランド現象を緩和させています。

 また、「ThinkPark�Forest」は、社会・環境貢献緑地評価システム：SEGES の「都市のオアシス」と

して認定されています。

※緑の取組みを評価する認定制度。

※
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� �

⾃然観察会

 明電グループでは、従業員が⽣物多様性への理解や関⼼を促すきっかけとなるよう、各地区で、敷地内

や近隣の⾃然観察会を開催し、参加を推奨しています。

本社地区

 本社（ThinkPark�Tower）の緑地「ThinkPark�Forest」では、毎年、公益財団法⼈⽇本⾃然保護協会

にご指導いただきながら、⾃然観察会を開催しています。2018年度は、「おおさきの森にくらすセミをさ

がそう！」をテーマに、地域貢献活動の⼀環として近隣⼩学校の児童を対象に観察会を⾏いました。観察

会では、屋外フィールドワークでセミやセミの抜け殻を⾒つけたり、屋内レクチャーでセミの鳴き声の違

いや抜け殻の⾒分け⽅を学んだりしました。⼦供も⼤⼈も、セミや⾃然に興味を持つ良い機会となりまし

た。

アオスジアゲハ シジュウカラ

各拠点における⽣物多様性保全の取組み

 明電グループの各拠点では、敷地内や近隣の⽣物多様性保全に取り組んでいます。

本社地区

いきものログ

 東京都品川区⼤崎の本社地区では、本社ビル近辺のいきものを写真撮影し、環境省の運営するWebサイ

ト「いきものログ」に投稿しています。地域の⽣物情報データベースの充実を⽬指します。
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「いきものログ」については、こちらのページからご覧ください。

2016年度⼤崎の森 センサーカメラによる⽔場モニタリング調査

2017年度⼤崎の森 センサーカメラによる⽔場モニタリング調査

� �

⼤崎の森�野⿃⽤の⽔場モニタリング調査レポートの発⾏

 ⼤崎の森（ThinkPark�Forest）�には、野⿃⽤の⽔場とセンサーカメラを設置しています。�カメラ映像

からは、メジロやヒヨドリなどの訪れや、また、夏⿃のキビタキが通過時期に利�⽤しているなど、⽔場が

渡り⿃の中継地としても役⽴っていることなどもわかりました。�2016年度より、カメラ映像の記録をも

とに、公益財団法⼈⽇本⾃然保護協会にご協⼒�をいただき、観察レポートをまとめています。

沼津事業所

 沼津事業所は、緑地（⾯積：約65千m ）や地下⽔など、豊かな⾃然の恵みを享受しており、これらの

持続的な利⽤と地域貢献を⽬的として活動を⾏っています。

夏休み親⼦エコ教室

 沼津市が主催する「夏休み親⼦エコ教室」において、沼津事業所の環境活動を紹介しました。2018年度

は、沼津市内にお住まいの12家族約30名にご参加いただき、いきもの調査と電気⾃動⾞の試乗の他、明電

システム製造(株)のご協⼒によるカブトムシ・クワガタを楽しむイベントに加え、2018年5⽉に竣⼯した

南事務棟太陽光発電システムの⾒学を⾏いました。夏休みの親⼦の楽しい思い出になるとともに、⾃然の

つながりや⾯⽩さを感じてもらう良い機会となりました。

いきものマップ

 構内に棲息する多様な⽣物種を調査し、「明電舎沼津事業所�いきものマップ」にまとめています。

 2018年度は、構内緑地におけるいきもの調査を⾏ったところ、ナミアゲハやイソヒヨドリなどが確認で

きました。調査結果は今後の活動に活⽤していきます。

2
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「明電舎沼津事業所いきものマップ」は、こちらのページからご覧ください。

� � �

太⽥事業所緑地マップ

� �

ビオトープ整備

 いきもの調査により、沼津事業所には絶滅危惧種Ⅱ類に分類されるハグロトンボが⾶来していることが

わかっています。⾶来したハグロトンボが卵を産んでくれることを期待しビオトープを整備しています。

太⽥事業所

構内緑地の植⽣調査

 太⽥事業所では構内の樹⽊調査を⾏い、30種類以上の樹⽊の存在がわかっています。調査結果は太⽥事

業所緑地マップにまとめ、今後の緑地活⽤につなげていきます。

⾦⼭⾚松林の保全活動

 ⾦⼭の⾚松林は、太⽥市を代表する⾃然景観であり、⾦⼭全体の⾃然地形を利⽤して作られた⾦⼭城跡

は、⽇本100名城にも指定されている貴重な史跡です。太⽥事業所では、太⽥市の「⾚松管理オーナー制

度」に登録し、下草刈りなどに参加して、⾚松林の保全に努めています。
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構内の芝地とカナヘビ

名古屋事業所

構内の植⽣及び⿃類調査

 名古屋事業所は、2018年度に事業所内の植⽣及び⿃類調査を⾏いました。調査の結果、モチノキ、モッ

コクなどの地域の在来樹種を含む、多数の樹⽊が確認できました。また、ツバメやハクセキレイなど7種

の⿃類が確認できました。今回調査で判明した事業所の特徴、課題を踏まえ、今後の保全活動につなげて

いきます。

�

�

「電機・電⼦4団体⽣物多様性ワーキンググループ」については、こちらのページからご覧くださ

い。

電機・電⼦4団体⽣物多様性ワーキンググループ

 明電舎は、電機・電⼦4団体 �⽣物多様性ワーキンググループに、2011年度の発⾜当初から参加してい

ます。電機・電⼦業界の⼀員として、ワーキンググループの活動を通じて業界団体の⽣物多様性に関する

取り組みを推進するとともに、⾃社の取組みの充実を図ってきました。

 2018年度は、ワーキンググループが2018年4⽉に発⾏した「企業が取り組むはじめての⽣物多様性 

Let's�Try�Biodiversity!（LTB）」が、「⽣物多様性アクション⼤賞2018」の「つたえよう」部⾨優秀賞

を受賞しました。

※⼀般社団法⼈⽇本電機⼯業会（JEMA）、⼀般社団法⼈電⼦情報技術産業協会（JEITA）、⼀般社団法⼈

情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）、⼀般社団法⼈ビジネス機会・情報システム産業協会（JBMIA）

※
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トップページ CSR・環境活動 環境 環境コミュニケーションの推進

環境

環境コミュニケーションの推進

⽅針

 明電グループは、全てのステークホルダーと相互のコミュニケーションを図り、環境活動の発展へ繋げ

ています。また、⾃らの活動、成果の内容を積極的に開⽰しています。

環境コミュニケーション例

取組み

環境コミュニケーションの推進

 明電グループは、社会から必要とされる企業であり続けるため、信頼関係の構築に努めています。

 Webサイト等を通じて環境保全活動や環境負荷に関する情報を積極的に発信しています。ステークホル

ダーからいただいた意⾒や要望は、明電グループの環境活動や、環境教育に反映しています。
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2018年度の取組み事例

(株)エムウインズ

Global�Wind�Day�in�秋⽥県三種町

 明電グループで⾵⼒事業を⾏っているエムウインズは、「Global Wind Day」という⾵⼒発電の理解

を促すイベントを、秋⽥県三種町で毎年実施されるイベント「サンドクラフト�inみたね」に合わせ、12年

にわたり開催しています。イベントの会場となった⼋⻯⾵⼒発電所は、秋⽥県⼭本郡三種町の釜⾕浜に約

3kmにわたり⾵⾞がきれいに直線的に並んでいる発電所です。

 2018年度の「Global Wind Day」は7⽉28⽇に開催され、⾵⾞の上80ｍの⾼さからの360度動画

VR体験や、⾵⾞の内部映像を初公開し、来場者の⽅々に楽しみながら⾵⼒発電を理解し、親しみを感じて

いただくよう取り組みました。また、「サンドクラフト�in�みたね」では、エムウインズとして初めてサン

ドクラフト（砂像）の制作に取り組みました。

 明電グループは、地元の⽅々との交流により、⾵⼒発電事業への更なる理解を促進し、地元に根差した

持続可能なエネルギーの創出に貢献していきます。

本社地区

「お花いっぱい⼤崎」運動への参加

 「お花いっぱい⼤崎」運動（主催：⼤崎駅周辺まち運営協議会・しながわ夢さん橋実⾏委員会）では、

⼤崎の企業や地元の保育園児など、幅広い層のボランティアが参加し、毎年6⽉と12⽉に⼤崎駅周辺の花

壇にお花を植えています。明電舎もこの運動に2012年度より参加しています。

 2018年度は、この運動が『⼤崎駅周辺まち運営協議会』及び『しながわ夢さん橋実⾏委員会』の連名で

品川区環境保全活動顕彰地域賞を受賞しました。

 当社は今後も「お花いっぱい⼤崎」運動をはじめとする地域活動に積極的に参加していきます。
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トップページ CSR・環境活動 環境 環境マインドの育成

環境

環境マインドの育成

⽅針

 明電グループでは、⼀⼈ひとりの環境意識の向上が社会への環境貢献につながると考えています。

取組み

環境マインドの育成

 新⼊社員、新任役職者、経営幹部候補者など、階層ごとに定期的に実施される社員教育のカリキュラム

の中で、「環境経営」「環境配慮設計」など、環境への取組みに関する教育を実施しています。

 また、各拠点にて環境活動を推進し、環境負荷に影響する業務に携わる⼈員には、内部監査員教育など

の他、随時、専⾨的な教育を実施しています。

全従業員を対象とした環境教育（e-ラーニング）

 毎年、明電グループの全従業員を対象とし、e-ラーニングを活⽤した環境教育を実施しています。2018

年度は明電グループ⼀体となって環境経営に取り組むため、「明電グループの中⻑期環境⽬標」をテーマ

に教育を⾏いました。

eco検定（環境社会検定試験）®の取得推進

 東京商⼯会議所が主催するeco検定（環境社会検定試験）®の取得を推奨し、受験費⽤の補助やe-ラーニ

ングによる例題配信等を⾏っています。2018年度の合格率は90%以上となり、2019年3⽉時点の当社

（出向者含む）のeco検定資格保有者は、712名となりました。

※eco検定®は東京商⼯会議所の登録商標

専⾨教育

 各拠点にて、環境活動の推進や環境負荷に影響する業務に携わる⼈員には、内部監査員教育などの他、

随時、専⾨的な教育を実施しています。2018年度は⼯場を対象とした化学物質管理に関する教育を実施し

ました。過去には、⽀社・⽀店を対象とした廃棄物処理法に関する教育、営業部⾨・開発設計部⾨を対象

とした製品含有化学物質管理（RoHS指令、REACH規則等）に関する教育などを実施しました。

環境法令教育

 コンプライアンスに関する研修の⼀環として、環境法令教育を実施しています。2018年度は化学物質排

出把握管理促進法（化管法）、廃棄物処理法などに関する講義を⾏いました。違反事例の解説などを通

じ、あらためて法令遵守の重要性を認識しました。

経営層向けに「環境経営」セミナーを開催

 随時、外部の有識者を招き、経営層を対象に環境経営セミナーを開催しています。

 2018年度は特にSDGs(持続可能な環境⽬標)に関する動向を解説いただき、明電舎における活動を検討

しました。
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トップページ CSR・環境活動 環境 事業活動に伴う環境負荷の全体像

環境

事業活動に伴う環境負荷の全体像

 明電グループでは、事業活動に伴う環境負荷の全体像を把握し、具体的な活動へ展開しています。

事業活動に伴う環境負荷の全体像（2018年度）

 主な資源の利⽤（INPUT）と環境への負荷（OUTPUT）は以下の通りです。

58 明電グループのCSR 2019



トップページ CSR・環境活動 環境 主要4事業所（国内⽣産拠点）の環境負荷データ（2018年度）

沼津事業所

環境管理責任者

尾沢�克典

環境

主要4事業所（国内⽣産拠点）の環境負荷データ（2018年度）

沼津事業所

環境管理責任者メッセージ

 沼津事業所は、監視制御装置、電⼒変換装置、受変電装置、可変速装置、電⼦

機器、避雷器の開発・設計・製造、制御装置組み込み・単体ソフトウェア開発、

製品の現場据付及びアフターサービスを⾏っている明電グループの主⼒⼯場で

す。

 2018年度は「業務効率化による環境負荷低減」「汚染の未然防⽌」を中⼼に

実施しました。今後も⽣産性向上に寄与する環境活動を展開していきます。

環境負荷データ（2018年度）
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太⽥事業所

環境管理責任者

藤川�学

太⽥事業所

環境管理責任者メッセージ

 太⽥事業所は、⼤型発電機、発電装置、動⼒計測システム、制御装置などの開

発・製造を⾏っています。

 2018年度は省エネ・廃棄物3R・有害物質削減・製品による環境貢献と地域貢

献活動（太⽥市のシンボルの⾦⼭の松の下草刈など）に取り組みました。今後も

グリーンファクトリー実現のため、環境負荷低減活動を推進します。

環境負荷データ（2018年度）
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名古屋事業所

環境管理責任者

肆⾕�⼰奈⼦

名古屋事業所

環境管理責任者メッセージ

 名古屋事業所は、物流搬送製品、⽔処理に⽤いられるセラミック平膜などの開

発・製造を⾏っています。

 2018年度は「温室効果ガス削減」「業務活動における環境負荷低減」「廃棄

物3Rの推進」「有害物質の廃除」「⽔リスク対応」に取り組みました。今後は、

⽣物多様性の保全、⽔使⽤量、電⼒⾒える化の推進を実施し、エネルギー使⽤効

率の向上を積極的に推進していきます。

環境負荷データ（2018年度）
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(株)�甲府明電舎

環境管理責任者

織⽥�茂博

（株）甲府明電舎

環境管理責任者メッセージ

 （株）甲府明電舎は、1943年の創業以来、主に産業⽤の中・⼩容量モータ、

FL⽤モータ及びEV⽤モータの製造を⾏っています。

 2018年度の環境活動は、環境⽅針に基づき「地球温暖化防⽌」「有害物質の

排除」「廃棄物の3Rの推進」「⽣物多様性の保全」「グリーン購⼊の推進」「地

域社会との連携」について、各種取組みを展開してきました。特に各職場での空

調機の定期的な点検の定着や、電⼒⾒える化の推進に取り組みました。

 2019年度はEV⽤モータの新⼯場稼動に伴う、環境負荷の増加をできるだけ少

なくするための環境活動を、甲府地区全体で取り組んでいきます。

環境負荷データ（2018年度）
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トップページ CSR・環境活動 環境 第三者検証

�

環境

第三者検証

2018年度の環境パフォーマンスデータについて、より正確で信頼性の⾼

いデータを公開するため、ビューローベリタスジャパン（株）により審

査を受けました。

対象項⽬

エネルギー使⽤量（⾃動⾞⽤燃料を含む）

温室効果ガス排出量（スコープ1及びスコープ2）：エネルギー起源CO （⾃動⾞⽤燃料の使⽤に伴う排出

を含む）、HFC、HCFC、SF

対象範囲

明電舎及び国内のグループ会社18社

評価基準

ISAE3000:国際保証業務基準第3000号

ISO14064-3:�温室効果ガスに関する主張の妥当性確認及び検証のための仕様並びに⼿引

2

6
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トップページ CSR・環境活動 環境 グリーンボンドの発⾏

環境

グリーンボンドの発⾏

 2019年7⽉に、電気⾃動⾞⽤モータ・インバータの量産設備資⾦を使途とする公募形式によるグリーン

ボンドを発⾏しました。

 明電舎は、2018年6⽉に「第⼀次明電環境ビジョン」として、2030年度までに事業活動に伴う温室効

果ガス排出量の30％削減（2017年度⽐）を⽬指す宣⾔を打ち出し、環境負荷の低減を推進しています。

また、SDGs（持続可能な開発⽬標）の達成に貢献していくことは重要な経営課題の⼀つであると捉えて

おり、環境配慮型の製品・サービスの展開による環境貢献事業を推進しています。

 グリーンボンドの発⾏により、資⾦調達リソースの拡⼤を図るとともに、当社の環境への積極的な取組

みについて、幅広いステークホルダーの皆様に理解を深めていただくことを企図しています。

明電舎グリーンボンドについて

1.�概要

社債の名称 株式会社明電舎第2回無担保普通社債

（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）

別称 株式会社明電舎グリーンボンド

発⾏年限 5年

発⾏額 60億円

利率 0.260％

発⾏価格 各社債の⾦額100円につき⾦100円

発⾏⽇・償還⽇ 2019年7⽉23⽇・2024年7⽉23⽇

償還⽅法 期⽇⼀括償還

募集の⽅法 ⼀般募集

担保・保証 無担保・無保証

取得格付 BBB+(株式会社⽇本格付研究所、株式会社格付情報投資センター)

資⾦使途 電気⾃動⾞⽤部品の量産設備増強資⾦の⼀部に充当予定

主幹事証券会社 SMBC⽇興証券株式会社

Green�Bond

Structuring�Agent

SMBC⽇興証券株式会社

適合性が確認された原則など 気候ボンド標準2.1版、低炭素陸上輸送にかかる基準1.0版（CBI）

グリーンボンド原則2018（ICMA）

グリーンボンドガイドライン2017年版（環境省）
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本社債への投資表明投資家⼀覧

（2019年7⽉17⽇時点 業態別、50⾳順）

太陽⽣命保険株式会社

富国⽣命保険相互会社

⼤同⽕災海上保険株式会社

東京海上⽇動⽕災保険株式会社

東京海上アセットマネジメント株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

明治安⽥アセットマネジメント株式会社

株式会社⾹川銀⾏

株式会社東和銀⾏

株式会社名古屋銀⾏

愛知信⽤⾦庫

茨城県信⽤農業協同組合連合会

岩⼿県信⽤農業協同組合連合会

⻲有信⽤⾦庫

北⾒信⽤⾦庫

桐⽣信⽤⾦庫

気仙沼信⽤⾦庫

巣鴨信⽤⾦庫

⼤東京信⽤組合

飯能信⽤⾦庫

福岡県信⽤農業協同組合連合会

適格性に関する外部評価等

グリーンボンドフレームワーク

 明電舎グリーンボンドは、国際資本市場協会(ICMA)の定めるグリーンボンド原則2018 、環境省が定

めるグリーンボンドガイドライン2017年版 及びClimate�Bonds�Initiative(CBI)の定める気候ボンド標

準2.1版 に即して策定したグリーンボンドフレームワークに基づいて発⾏・管理をいたします。

※1

※2

※3
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格付、セカンドパーティオピニオン

 本グリーンボンドの適格性については、株式会社⽇本格付研究所（以下JCR）による「JCRグリーンボ

ンド評価」において、グリーンボンド原則2018及びグリーンボンドガイドライン2017年版の基準を満た

しているとして、最上位評価である「Green�1」の本評価を取得しました。

JCRグリーンボンド評価

検証

 国際的な第三者評価機関であるDNV�GL�ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社（以下DNV

GL）より気候ボンド標準2.1版及び関連する技術基準への適合性について検証を受けました。

DNV�GL 発⾏前検証報告書

認証

 JCR及びDNV�GLによる第三者評価の取得に加えて、厳格な基準を設けるCBI（Climate�Bonds

Initiative 低炭素経済に向けた⼤規模投資を促進する国際NGO）から認証を取得いたしました。CBIから

の認証取得は、⺠間企業として国内初となります。

 なお、本グリーンボンドに係る第三者評価の取得については、環境省の平成30年度グリーンボンド発⾏

促進体制整備⽀援事業 の補助⾦交付対象となっています。

グリーンボンドフレームワーク

1.�資⾦使途

適格グリーンプロジェクト：電気⾃動⾞⽤部品の量産設備

設備投資概要（投資総額：約70億円）

名古屋事業所 建屋改築及び設備導⼊

所在地 愛知県清須市⻄枇杷島町⼀反五畝割496

⽣産品⽬ 電気⾃動⾞⽤⼀体型モータ・インバータ

稼働開始時期 2019年11⽉ 予定

延べ床⾯積 4,620m

⽣産能⼒ 17万台（最⼤年間⽣産台数）

※4

2
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株式会社甲府明電舎 建屋新設及び設備導⼊

所在地（延べ床⾯積） ⼭梨県中央市中楯825

⽣産品⽬ 電気⾃動⾞⽤モータ

稼働開始時期 2019年11⽉ 予定

延べ床⾯積 2,660m

⽣産能⼒ 17万台（最⼤年間⽣産台数）

沼津事業所 設備増強

所在地 静岡県沼津市東間⾨字上中溝515

⽣産品⽬ 電気⾃動⾞⽤インバータ

稼働開始時期 2019年4⽉

延べ床⾯積 240m

⽣産能⼒ 12万台（最⼤年間⽣産台数）

2.�プロジェクトの評価及び選定プロセス

 グリーンボンドによる調達資⾦の使途となるプロジェクトは、当社の経理・財務グループ財務部によ

り、当社グループ経営理念、環境ビジョン及びCSR重要課題に基づき適格クライテリアへの適合を検討

し、評価及び選定が⾏われました。この選定されたプロジェクトについては、関係部署と協議の上で、当

社の財務統括役員が確認・決定しました。また、適格プロジェクトに関連する環境へのネガティブな影響

についても検証を⾏っています。

3.�調達資⾦の管理

 グリーンボンドで調達した資⾦は、適格グリーンプロジェクトへ全額紐付けられ、調達した資⾦は発⾏

から1年以内に⽀出予定です。調達資⾦の充当及び管理は、当社の経理・財務グループ財務部が実施し、当

社にて規定されている資⾦管理フローに基づき⽉次で資⾦管理を⾏い、四半期毎に財務部⻑の承認を得る

ことで適格プロジェクト以外への資⾦流出を防ぎます。

 調達資⾦の充当が決定されるまでの間は、未充当資⾦として当社が資⾦と等しい額を現⾦または現⾦同

等物として管理します。

4.�レポーティング

資⾦充当状況レポーティング

 グリーンボンドで調達した資⾦が、適格グリーンプロジェクトへの関連した⽀出に全額充当されるま

で、資⾦充当状況について年次でCSRレポートにて公表する予定です。なお、調達資⾦の充当計画に⼤き

な変更が⽣じた場合や、調達資⾦の充当開始後に⼤きな資⾦状況の変化が⽣じた場合は、適時に開⽰しま

す。

2

2
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インパクト・レポーティング

 グリーンボンドが償還されるまでの間、資⾦充当された適格プロジェクトの進捗状況及び環境改善効果

を⽰す以下の指標について、年1回当社ウェブサイト上のCSRレポートにて公表する予定です。

《インパクト・レポーティングにおけるKPI》：適格プロジェクトによって削減される年間CO2排出量

※1�国際資本市場協会（ICMA）が事務局機能を担う⺠間団体であるグリーンボンド原則執⾏委員会

（Green�Bond�Principles�Executive�Committee）により策定されているグリーンボンドの発⾏に係る

ガイドライン

※2�グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体

的対応を検討する際に参考とし得る、具体的な対応の例やわが国の特性に即した解釈を⽰すことで、グリー

ンボンドを国内でさらに普及させることを⽬的に、環境省が2017年3⽉に策定・公表したガイドライン

※3�英国の国際NGOであるClimate�Bonds�Initiative（CBI）が策定している基準で、認証プロセス、発⾏

前・発⾏後要件やセクター別の適格性・ガイダンスが含まれており、「グリーンボンドの環境に対する貢

献度についての信頼性や透明性を確保すること」を⽬的に作成されている国際的な基準。気候ボンド基準

ではセクター別基準が運⽤されており、当該グリーンボンドが対象とするプロジェクトおよび資産の適格

性の判断においては、該当するセクター別基準を満たしている必要があります。

※4�グリーンボンドを発⾏しようとする企業や地⽅公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーン

ボンドフレームワーク整備等�コンサルティング等により⽀援を⾏う登録発⾏⽀援者に対して、その⽀援に

要する費⽤を補助する事業です。対象となるグリーンボンドの要件は、調達した資⾦の全てがグリーンプ

ロジェクトに充当されるものであって、かつ発⾏時点において以下の全てを満たすものです。

（１）グリーンボンドの発⾏時点で以下のいずれかに該当すること

1.�主に国内の低炭素化に資する事業（再エネ、省エネ等）

調達資⾦額の半分以上⼜は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの

2.�低炭素化効果及び地域活性化効果が⾼い事業

低炭素化効果�:�国内のCO₂削減量１トン当たりの補助⾦額が⼀定以下であるもの

地域活性化効果�:�地⽅公共団体が定める条例

計画等において地域活性化に資するものとされる事業、地⽅公共団体等からの出資�が⾒込ま

れる事業等

（２）グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発⾏ま

での間に外部レビュー機関に�より確認されること

（３）いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと

※5�ICMAグリーンボンド原則2018、環境省グリーンボンドガイドライン2017年版、CBI気候ボンド標

準2.1版及びLow�Carbon�Land�Transport�and�the�Climate�Bonds�Standard(v1.0)の考え⽅に基づき

算出するため、当社が環境⽬標で掲げる環境貢献量及びCO2排出削減量の算出式とは異なります。

本内容は、明電舎の証券発⾏に関する情報を公表することを唯⼀の⽬的に作成されたものであり、⽇

本国内外を問わず⼀切の投資勧誘またはそれに類する⾏為のために作成されたものではありません。

※5
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