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東芝ライテック株式会社は、東芝グループの照明事業を担う会社として、
4つの「Green」すなわち
｢Green of Product」「Green by Technology」
｢Green of Process」「Green Management」で
環境経営を推進するとともに、事業経営と環境経営の一体化を進めるため、
売上貢献と環境貢献の両面で具体的目標を掲げ実行していきます。

東芝ライテックグループは､ 東芝および東芝コミュニティー・ソリューション社グループの環境基本方針である
｢“かけがえのない地球環境”を健全な状態で次世代に引き継いでいくことは､ 現存する人間の基本的責務｣ との認識
に立ち､東芝グループ環境ビジョンのもと､豊かな価値の創造と地球との共生を図ります。
低炭素社会､循環型社会､自然共生社会を目指した環境活動により､持続可能な社会の実現に貢献します。

１. 環境経営の推進
(１)環境への取り組みを経営の最重要課題のーつとして位置付け､経済と調和させた環境活動を推進します。
(２)事業活動､製品・サービスにかかわる環境側面について､生物多様性を含む環境への影響を評価し､環境負荷の低減､汚染の防止などに関する
環境目的および目標を設定して､環境活動を推進します。

(３)監査の実施や活動のレビューにより環境経営の継続的な改善を図ります。
(４)環境に関する法令､当社が同意した業界などの指針および自主基準などを遵守します。
(５)従業員の環境意識をより高め､全員で取り組みます。
(６)グローバル企業として､東芝グループ一体となった環境活動を推進します。｠

２. 環境調和型製品・サービスの提供と事業活動での環境負荷低減
(１)地球資源の有限性を認識し､製品､事業プロセスの両面から有効な利用､活用を促進する､積極的な環境施策を展開します｡
(２)ライフサイクルを通して環境負荷の低減に寄与する環境調和型製品・サービスを提供します。
(３)地球温暖化の防止､資源の有効活用､化学物質の管理など､設計､製造､流通､販売､廃棄などすべての事業プロセスで環境負荷低減に
取り組みます｡

３. 地球内企業として
(１)優れた環境技術や製品の開発と提供､および地域・社会との協調連帯により､環境活動を通じて社会に貢献します。
(２)相互理解の促進のために､積極的な情報開示とコミュニケーションを行います。

４. 東芝ライテック株式会社はスマートコミュニティー事業を通して、環境配慮都市の構築に貢献します。
上記東芝グループ方針に加えて当社の事業分野である､照明商品､照明システムの製品開発､製造､販売､サービスで､持続可能なスマート
コミュニティー社会実現を目指した環境経営を推進します。
(１)環境調和型製品(ECP)､ さらには業界トップの環境性能を誇るエクセレントECPの創出・普及により､製品やシステム全体における
省エネルギー､資源有効活用､有害化学物質削減を推進します。

(２)エネルギー使用設備において管理の徹底､設備改善等を行い､電力､天然ガス等の使用量を削減し､ CO₂排出量を抑制します。
(３)水質・騒音等にかかわる施設について､管理の徹底､設備改善等を行い環境に与える影響を最少にするとともに事故等の予防措置に努めます｡
(４)循環型社会を目指し､廃棄物の削減及びリサイクル､化学物質取扱量の削減などを図り､資源の有効活用を推進します。
(５)地域社会と連携し､各生産拠点で生物多様性に向けた環境活動展開し､自然との共生を図ります。
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経営者メッセージ
　平素は東芝ライテック商品にご愛顧とお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
東芝グループの照明関連事業を担当する当社は、1890年創設の白熱舎をルーツと
し、100有余年間事業を営んでまいりました。そして今、地球の自然浄化能力の限
界、限りある資源という認識のもと、照明分野において、より一層の環境負荷低減
のため、「省エネルギー」「省資源」「化学物質管理」等の観点から、屋外、屋内と
様々な場所で使用される各種照明のＬＥＤ化を進めております。また、ルーヴル美
術館(世界遺産)、国宝の中尊寺金色堂(世界遺産)などにも当社のＬＥＤ照明を提供
させていただくことによって、環境負荷の低減を進めるとともに「あかり文化」での
貢献をしていきます。
　最近はＩＴ技術を活用した、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)や、
オフィス、街路灯の制御システムにも力を入れ、更なる環境負荷削減技術にも取り
組んでいます。
　これからも照明イノベーションを通じて地球環境に貢献し、持続可能な循環型
社会実現に近づいていきたいと考えております。また、社員一人一人が地球環境保
全に対する意識を高め行動することを目指していくとともに、ステークスホルダーの
皆様とのコミュニケーションを重視し、「地球内企業」としての役割を果たしていきたい
と考えておりますので、皆様のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

取 締 役 社 長

揖 斐  洋 一

東芝ライテック株式会社    
(TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORPORATION)

1.電球、放電灯、照明器具、配線器具、配電・制御機器
およびこれらの関連商品ならびに応用装置、産業用光源
機器の開発、製造ならびに販売
2.前号に関連する電気工事、電気通信工事、消防施設
工事、内装仕上工事、建築工事、鋼構造物工事、機械器具
設置工事等の設計ならびに請負

１00億円

神奈川県横須賀市船越町1-201-1

取締役社長　揖斐 洋一

3,28０名 (2014年3月31日現在）

1989年4月1日

3月 (年1回)

■ 環境負荷に係わる諸データ
　 東芝ライテック株式会社

■ その他の項目
　 上記に加え以下の会社を対象としています。

　 イナン電気株式会社
　 東芝照明プレシジョン株式会社
　 深圳深芝精密物件有限公司
　 東嶸電子科技(恵州)有限公司
　 東芝照明(昆山)有限公司
　 東芝照明(中国)有限公司
　 東芝ライテック・コンポーネンツ・タイ社

会社概要 報告対象組織

報告対象期間

2013年4月1日～2014年3月31日

商　　　　 号

主要営業目的

資  　本  　金

本　　　　 社

代  　表  　者

従  業  員  数

設　　　　 立

決  　算  　期

本報告書に掲載されていない詳細な情報は、下記のホームページに公開しています。
http://www.tlt.co.jp/tlt/corporate/environment/environment.htm

環境 No.1企業をめざして

東芝ライテックグループの課題

４つの「Green」で、エコ・リーディングカンパニーをめざします。
環境ビジョン2050に基づき環境経営を進めます。

■ 環境ビジョン 2050

東芝ライテック株式会社 環境方針
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環境報告書 基本方針

東芝グループは、地球と調和した
人類の豊かな生活に向けて、環境経営を推進します。

CO2削減による地球温暖化防止
照明のLED代替化を進め、省エネ製品を普及していく必要があります。
ITを活用した照明制御システムや、HEMSを開発し普及させていく必要があります。

有害物の削減
｢水銀に関する水俣条約」に対応して水銀削減、代替を進めていかなければなりません。
グローバル化に伴い、海外の製品含有化学物質規制(RoHS等)への対応を強化しなければなりません。

グローバルに展開している事業所における環境管理の対応
環境負荷低減のため工場で発生するCO₂や廃棄物を削減していく必要があります。
工場統廃合にともない、土壌汚染の確認と適切な管理を行っていかなければなりません。
蛍光灯生産時に使用する酢酸ブチルの排出量が多いため、削減を進めていかなければなりません。
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決 　算 　期

本報告書に掲載されていない詳細な情報は、下記のホームページに公開しています。
http://www.tlt.co.jp/tlt/corporate/environment/environment.htm

環境 No.1企業をめざして

東芝ライテックグループの課題

４つの「Green」で、エコ・リーディングカンパニーをめざします。 
環境ビジョン2050に基づき環境経営を進めます。

■ 環境ビジョン 2050

東芝ライテック株式会社 環境方針

経営者メッセージ、会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
環境No.1企業をめざして、東芝ライテックグループの課題、東芝ライテック株式会社環境方針・・・・・・・・・・2
環境へ配慮したモノづくり、環境中期計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
環境マネジメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
生産活動における環境への配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
生産活動での取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
製品における環境への配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
新たなエクセレントECPへの取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
3Rへの対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
環境コミュニケーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

環境報告書 基本方針

東芝グループは、地球と調和した
人類の豊かな生活に向けて、環境経営を推進します。

CO2削減による地球温暖化防止
照明のLED代替化を進め、省エネ製品を普及していく必要があります。
ITを活用した照明制御システムや、HEMSを開発し普及させていく必要があります。

有害物の削減
｢水銀に関する水俣条約」に対応して水銀削減、代替を進めていかなければなりません。
グローバル化に伴い、海外の製品含有化学物質規制(RoHS等)への対応を強化しなければなりません。

グローバルに展開している事業所における環境管理の対応
環境負荷低減のため工場で発生するCO₂や廃棄物を削減していく必要があります。
工場統廃合にともない、土壌汚染の確認と適切な管理を行っていかなければなりません。
蛍光灯生産時に使用する酢酸ブチルの排出量が多いため、削減を進めていかなければなりません。

東芝ライテック株式会社　環境報告書2014　2014年8月
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リサイクル
リユース

リデュース 流 通

素 材

使 用

生 産

東芝ライテックグループでは、｢つくる」、「つかう」、「かえす・いかす・へらす」のすべてを考慮したモノづくりを進めています。
● 商品開発計画から材料開発、調達、製造、流通、使用、廃棄までのライフサイクル全体で、環境負荷低減を図ります。
● リサイクル（かえす）、リユース（いかす）、リデュース（へらす）の３Ｒを推進し、資源の有効活用を図ります。

環 境 マネジメント

※1 エクセレントECP(Excellent Environmentally Conscious Products) :東芝グループにおいて主要環境性能が業界トップクラスであると認定された製品
※2 当該年度出荷製品の基準製品に対する使用段階でのCO2排出抑制量
※3 PVC :ポリ塩化ビニル、BFR :臭素系難燃剤。各製品群ごとに設定した削減・代替目標を達成した製品群数
※4 2012年度以降、会社統合等により目標値を変更

目 標

①総合 製品の環境効率(2000年基準)

エクセレントECP売上高(億円)※1

出荷製品のCO₂排出抑制量(万ｔ)※2

出荷製品(ランプ類)の省資源量(t)

PVC/BFRを削減した製品群数※3

CO₂排出量(ｔ-CO₂) 

CO₂排出量原単位(ｔ-CO₂/億円)

廃棄物総排出量原単位(ｔ-CO₂/億円) 

廃棄物ゼロエミション(％)

化学物質取扱量(ｔ)

化学物質取扱量原単位(ｔ/億円)

2.94

170

31.2

3,380

2 製品群

89,253

98.7

7.9

0.5

401.6

0.44

3.06

180

45.0

3,554

2 製品群

56,327

64.1

6.4

0.2

359.2

0.41

3.40

299

47.9

3,610

3 製品群

64,590 ※4

※465.8

5.4

0.5

337.6

0.34

①地球温暖化の防止　

②資源の有効活用

③化学物質の管理

②地球温暖化の防止

③資源の有効活用

④化学物質管理

製

品

系

事

業

系

東芝ライテックグループ環境中期計画(第５次環境アクションプラン)

2013年度目標 2013年度実績 2015年目標

環境マネジメントシステムの適合性、有効性を評価し、継続
的な改善を行うために、社内外の環境監査員による環境監査
を定期的に実施しています。環境監査にはISO14001認証
機関による第三者監査と、東芝グループの東芝総合環境監査、
ならびに内部監査があります。

環境マネジメントシステム
環境管理の国際規格であるISO14001は1996年９月に
発行されましたが、同年10月に照明業界としては初めて
横須賀工場(現本社･横須賀工場)でISO14001認証を取得
し、国際的な環境優良企業への第一歩を記しました。その後
も国内の工場・製造関係会社および海外製造関係会社での
認証取得を計画的に推進し、当社ならびにグループ企業の
環境保全活動に努めています。現在は、中国、タイの製造現地
法人においても ISO14001の認証を取得済みです。

第三者監査 東芝総合環境監査 内部監査

内部環境監査員によっ
て、社内監査基準に基づ
いて評価し判定が行わ
れます。あわせてグルー
プ内での相互研鑚の場
となります。

東芝グループ環境監査
員によって、商品開発や
事業活動での環境保全
への取り組みを東芝環境
監査基準に基づいて評価
し、判定が行われます。

環境会計
1999年度から東芝環境会計制度に従い、環境保全に対する
コストと効果を把握しています。コストの分類、算出基準は
環境省ガイドラインに準拠し、効果は環境負荷低減の内容
を金額ベースで算出しています。

電気料金や水道料金などの削減で直接金額
表示できるもの

環境負荷の削減量を金額換算したもの

使用段階での環境負荷低減効果を金額換算
したもの(消費電力削減量など)

投資後の環境リスク減少額を算出したもの

●実質効果 …………

●みなし効果 ………

●顧客効果 …………

●リスク回避効果 …

環境経営推進体制
東芝ライテック株式会社環境
方針の実現に向けて、東芝
ライテックグループ地球環境
会議、および東芝ライテック
グループECP推進委員会/
事業系環境推進委員会など
で、環境保全施策を決定し、
関係会社を含めた東芝ライ
テックグループの環境保全
活動が展開されています。

東芝ライテックグループ地球環境会議

環 境 の 継 続 的 改 善環境監査

Green Management 基盤活動※の継続向上

社 長 (環境経営責任者)

全 社 環 境 推 進 責任者

環 境 推 進部

事業系環境推進委員会

E C P 推 進 委員会

工場・事 業 所・関係 会 社・海 外現 地 法 人

東芝ライテックグループ 地球環境会議

環境調和型製品の考え方

かえす・いかす・へらす
●分解しやすい構造
●回収システム構築
●リサイクル化技術

つくる
●ユーザーニーズを反映した商品企画
●ロングライフデザイン
●環境負荷の小さい材料選択
●省資源化設計
●環境負荷の小さい生産手段

つかう
●省エネルギー
●長寿命
●省包装
●メンテナンス性
●適正在庫マネジメント

東芝ライテックグループは「東芝第5次環境アクションプラン」に基づき、達成すべき数値目標を掲げた「環境中期計画｣
を策定し、環境活動を計画的に推進しています。また、環境活動を戦略的に推進するため、環境マネジメント体制を強化
するとともに、環境監査の実施などを体系的に行っています。

外部認証機関によって､
環境保全マネジメント
システムについて監査
が行われます。

※ 基盤活動…環境マネジメント、環境コミュニケーション、生物多様性などの活動

環境中期計画

環境へ配慮したモノづくり

年 度

10,000

5,000

20,000

15,000

25,000

費用（百万円）
30,000

0
2010 2011 2012 20132009

3867 4337 3607 4197
2845

環境会計

顧客効果
みなし効果

実質効果
環境保全コスト

東芝ライテック株式会社登録書

環境保全に対する企業の果たすべき役割や社会的責任が求められているなか、企業の自主的な取り組みは重要な意義をもって
おり、東芝グループでは2015年までを目標とした「第５次環境アクションプラン」を推進しています。東芝ライテックグループ
はこの「アクションプラン」に沿って目標を設定し、活動していきます。

※

※2010‒2011年度の顧客効果の減少は、一般白熱電球の製造終息により基準製品を電球形蛍光ランプに変更したため

環境報告書 基本方針
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リサイクル
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リデュース 流 通

素 材

使 用

生 産

東芝ライテックグループでは、｢つくる」、「つかう」、「かえす・いかす・へらす」のすべてを考慮したモノづくりを進めています。
● 商品開発計画から材料開発、調達、製造、流通、使用、廃棄までのライフサイクル全体で、環境負荷低減を図ります。
● リサイクル（かえす）、リユース（いかす）、リデュース（へらす）の３Ｒを推進し、資源の有効活用を図ります。

環 境 マネジメント

※1 エクセレントECP(Excellent Environmentally Conscious Products) :東芝グループにおいて主要環境性能が業界トップクラスであると認定された製品
※2 当該年度出荷製品の基準製品に対する使用段階でのCO2排出抑制量
※3 PVC :ポリ塩化ビニル、BFR :臭素系難燃剤。各製品群ごとに設定した削減・代替目標を達成した製品群数
※4 2012年度以降、会社統合等により目標値を変更

目 標

①総合 製品の環境効率(2000年基準)

エクセレントECP売上高(億円)※1

出荷製品のCO₂排出抑制量(万ｔ)※2

出荷製品(ランプ類)の省資源量(t)

PVC/BFRを削減した製品群数※3

CO₂排出量(ｔ-CO₂)

CO₂排出量原単位(ｔ-CO₂/億円)

廃棄物総排出量原単位(ｔ-CO₂/億円)

廃棄物ゼロエミション(％)

化学物質取扱量(ｔ)

化学物質取扱量原単位(ｔ/億円)

2.94

170

31.2

3,380

2 製品群

89,253

98.7

7.9

0.5

401.6

0.44

3.06

180

45.0

3,554

2 製品群

56,327

64.1

6.4

0.2

359.2

0.41

3.40

299

47.9

3,610

3 製品群

64,590 ※4

※465.8

5.4

0.5

337.6

0.34

①地球温暖化の防止

②資源の有効活用

③化学物質の管理

②地球温暖化の防止

③資源の有効活用

④化学物質管理
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系
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東芝ライテックグループ環境中期計画(第５次環境アクションプラン)

2013年度目標 2013年度実績 2015年目標

環境マネジメントシステムの適合性、有効性を評価し、継続
的な改善を行うために、社内外の環境監査員による環境監査
を定期的に実施しています。環境監査にはISO14001認証
機関による第三者監査と、東芝グループの東芝総合環境監査、
ならびに内部監査があります。

環境マネジメントシステム
環境管理の国際規格であるISO14001は1996年９月に
発行されましたが、同年10月に照明業界としては初めて
横須賀工場(現本社･横須賀工場)でISO14001認証を取得
し、国際的な環境優良企業への第一歩を記しました。その後
も国内の工場・製造関係会社および海外製造関係会社での
認証取得を計画的に推進し、当社ならびにグループ企業の
環境保全活動に努めています。現在は、中国、タイの製造現地
法人においても ISO14001の認証を取得済みです。

第三者監査 東芝総合環境監査 内部監査

内部環境監査員によっ
て、社内監査基準に基づ
いて評価し判定が行わ
れます。あわせてグルー
プ内での相互研鑚の場
となります。

東芝グループ環境監査
員によって、商品開発や
事業活動での環境保全
への取り組みを東芝環境
監査基準に基づいて評価
し、判定が行われます。

環境会計
1999年度から東芝環境会計制度に従い、環境保全に対する
コストと効果を把握しています。コストの分類、算出基準は
環境省ガイドラインに準拠し、効果は環境負荷低減の内容
を金額ベースで算出しています。

電気料金や水道料金などの削減で直接金額
表示できるもの

環境負荷の削減量を金額換算したもの

使用段階での環境負荷低減効果を金額換算
したもの(消費電力削減量など)

投資後の環境リスク減少額を算出したもの

●実質効果 …………
　　　　　　　　　　

●みなし効果 ………　

●顧客効果 ………… 

●リスク回避効果 …

環境経営推進体制
東芝ライテック株式会社環境
方針の実現に向けて、東芝
ライテックグループ地球環境
会議、および東芝ライテック
グループECP推進委員会/
事業系環境推進委員会など
で、環境保全施策を決定し、
関係会社を含めた東芝ライ
テックグループの環境保全
活動が展開されています。

東芝ライテックグループ地球環境会議

環 境 の 継 続 的 改 善環境監査

Green Management 基盤活動※の継続向上

社  長  (環境経営責任者)

全 社 環 境 推 進 責任者

環 境 推 進部

事業系環境推進委員会

E C P 推 進 委員会

工場・事 業 所・関係 会 社・海 外現 地 法 人

東芝ライテックグループ 地球環境会議

環境調和型製品の考え方

かえす・いかす・へらす
●分解しやすい構造
●回収システム構築
●リサイクル化技術

つくる
●ユーザーニーズを反映した商品企画
●ロングライフデザイン
●環境負荷の小さい材料選択
●省資源化設計
●環境負荷の小さい生産手段

つかう
●省エネルギー
●長寿命
●省包装
●メンテナンス性
●適正在庫マネジメント

東芝ライテックグループは「東芝第5次環境アクションプラン」に基づき、達成すべき数値目標を掲げた「環境中期計画｣
を策定し、環境活動を計画的に推進しています。また、環境活動を戦略的に推進するため、環境マネジメント体制を強化
するとともに、環境監査の実施などを体系的に行っています。

外部認証機関によって､
環境保全マネジメント
システムについて監査
が行われます。

※ 基盤活動…環境マネジメント、環境コミュニケーション、生物多様性などの活動

環境中期計画

環境へ配慮したモノづくり

年 度

10,000

5,000
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費用（百万円）
30,000
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3867 4337 3607 4197
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環境会計

顧客効果
みなし効果

実質効果
環境保全コスト

東芝ライテック株式会社登録書

環境保全に対する企業の果たすべき役割や社会的責任が求められているなか、企業の自主的な取り組みは重要な意義をもって
おり、東芝グループでは2015年までを目標とした「第５次環境アクションプラン」を推進しています。東芝ライテックグループ
はこの「アクションプラン」に沿って目標を設定し、活動していきます。

※

※2010‒2011年度の顧客効果の減少は、一般白熱電球の製造終息により基準製品を電球形蛍光ランプに変更したため

環境報告書 基本方針
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東芝照明(中国)有限公司

生産現場での活動

生 産 活 動における環 境 へ の 配 慮 生 産 活 動で の取り組み

省エネルギーの推進
地球温暖化防止のため､ 各工場で使用される電気及
びガスなどの燃料について､ 製造設備改善､ 設備管
理方法の改善､ 無駄の排除などのきめ細やかな施策
を実施してエネルギーを効率的に利用し､ 低炭素社
会の実現のため､ 温室効果ガスの排出を抑制してい
きます。
※2013年度より国内の電力のCO₂排出係数が2012年度の約1.5倍に
なったため、目標値を変更

製品物流CO2排出量の削減
製品物流効率向上のため､ 輸送時の積載率向上や
モーダルシフトの推進などを実施しています。しか
し､ 2013年度は､ 台風などの影響でモーダルシフ
トが推進できず､また､製造拠点の統合もあり､前年
度より若干増加しましたが､ 物流拠点再編を実施す
ることでCO₂排出量の削減を推進していきます。

本社・横須賀工場

今治事業所 ※3

今治事業所の取り組み

東芝照明(昆山)有限公司

東芝ライテック・
コンポーネンツ・タイ社

■ その他関係会社(製造)
 ・イナン電気株式会社(愛媛県)
・東芝照明プレシジョン株式会社(福島県)
・深圳深芝精密物件有限公司(中国 広東省)
・東嶸電子科技(恵州)有限公司(中国 広東省)

本社・横須賀工場の取り組み

東芝照明(昆山)有限公司の取り組み

※1 長井工場は鹿沼工場に集約しました
※2 2013年4月に株式会社LDFを統合し、沼津工場を開設しました
※3 2012年10月にハリソン東芝ライティング株式会社を統合し、今治事業所を開設しました

照明製品の製造に伴って発生する廃棄物はガラス､
金属､ プラスチックと付帯設備から発生する汚泥
などがあります。歩留まり向上による発生源対策､
及びリサイクル対策等の循環型社会の形成に向け
ての取り組みを実施し､ 廃棄物の原単位(t/億円)を
2010年度基準で推進していきます。

廃棄物削減の推進

化学物質取扱量の削減
これまで蛍光ランプ製造において､ 水銀・酢酸ブチ
ルを使用してきた当社では､ 化学物質による環境汚
染防止施策として化学物質取扱量原単位の削減を推
進しています。ここ数年で水銀・酢酸ブチルを使用
しない､ LEDの製造へとシフトし､ 化学物質の取扱
量及び原単位は順調に減少しています。

鹿沼工場 ※1

沼津工場 ※2

ここでは工場での環境へ配慮した活動を紹介します。

Green of Process モノづくりへの環境配慮

東芝ライテックグループの国内外の製造拠点では、国際規格のISO14001に基づく環境マネジメントシステムのサイクルに
より環境保全活動の継続的な向上を図り、エネルギー、資材、及び化学物質の利用に伴う環境負荷の最小化につとめています。

生産活動は直接的に環境へ影響を及ぼしています。具体的な施策として「省エネルギーの推進」「製品物流CO2排出量の削減」
「廃棄物の削減」「化学物質取扱量の削減」を環境負荷低減の重点取り組み課題として推進しています。

◎本ページのデータは東芝ライテック株式会社単独のものです。

※

年度

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500
2010 2011 2012 2013 2014 2015

廃棄物総発生量

10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9廃棄物総発生量

廃棄物総発生量原単位

廃棄物総発生量
（t）

廃棄物総発生量原単位
（t/億円）

CO2排出量
（t-CO2）

CO2排出量
原単位

（t-CO2/億円）
CO2排出量

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

70

60

50

40

30

20

10

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

エネルギー起源CO2排出量

CO2排出量原単位

年度

物流CO2排出量

年度

物流CO2排出量原単位
8,000

7,500

7,000

6,000

6,500

5,500

5,000

4,500

4,000

200

100

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

物流CO2排出量
（t-CO2）

物流CO2排出量原単位
（t-CO2/Mt-km）

国内製品物流CO2排出量

化学物質取扱量
（t）

化学物質
取扱量原単位
（t/億円）

化学物質取扱量

化学物質取扱量原単位

500

400

300

200

100

0

1.0

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0.3
0.2
0.1
0

年度
2010 2011 2012 2013 2014 2015

化学物質取扱量

生物多様性推進の一環として三浦半島
小網代地区で生息数が減少している
ハマカンゾウ（下写真）を構内に移植し、
増やしていく「生息域外保全」に協力し
ています。

愛媛県主催 ｢えひめ環境活動フェア｣で
生物多様性の取り組みについて紹介し
ました。

省エネ診断を2013年1月に実施し、
約1100ｔ-CO2/年の削減アイテムを
発掘することができました。2013年度
中に削減施策を進めていきます。
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東芝照明(中国)有限公司

生産現場での活動

生 産 活 動における環 境 へ の 配 慮 生 産 活 動で の取り組み
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量及び原単位は順調に減少しています。
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沼津工場 ※2

ここでは工場での環境へ配慮した活動を紹介します。

Green of Process モノづくりへの環境配慮

東芝ライテックグループの国内外の製造拠点では、国際規格のISO14001に基づく環境マネジメントシステムのサイクルに
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増やしていく「生息域外保全」に協力し
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生物多様性の取り組みについて紹介し
ました。
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7 8

製 品における環 境 へ の 配 慮 新たなエクセレントＥＣＰへの取り組み

家庭内の電力量を計測したり､家電機器をネット
ワークで接続して家庭内のエネルギーを統合的に
管理して快適に省エネができます。
当社製品は標準規格であるECHONET Lite™を
採用し､ エネルギーの ｢見える化｣ 機能や電力の
ひっ迫状況を通知する ｢わかる化｣機能､多くの機
器を制御して節電の ｢できる化｣ 機能などのサー
ビスを提供できます。また､クラウドサービスを
採用しているのでお客様側の端末(スマートホン､
タブレット等)のソフトウェアを変更せずに常に最
新のサービスを提供します。

第10回エコプロダクツ大賞エコサービス部門
経済産業大臣賞  受賞

当社の次世代照明制御システムは昨年のHEMSに引き続いて
2年連続でエコプロダクツ大賞を受賞しました。
東芝においてもその省エネに対する効果、先進性を評価し、
東芝エクセレントECP商品として認定しています。

次世代照明制御システム(第10回エコプロダクツ大賞エコサービス部門経済産業大臣賞 受賞)

オフィス･店舗等の照明制御は､ 広域な調整(休憩時間の全消灯や､ 外
光が入射する窓側エリアの明るさ調整など)が中心でした。
そこで当社は､画像認識技術と照明制御技術を融合した次世代照明制
御システムを開発し､人々の活動に対してリアルタイムに､きめ細かい
制御ができる照明省エネ制御を業界に先駆けて開始しました。
本システムは､ 画像認識技術を用いた新しい人感センサー ｢スマート
アイセンサー｣ と､ 照明器具をそれぞれ個別に制御できる照明制御シ
ステム ｢T-Flecs｣ で構成されています。

スマートアイセンサーとは
スマートアイセンサーは､ 画像認識技術を応用した新しい人感セン
サーです。従来品では感知できなかったデスクワーク等の人のわずか
な動きを認識できるので､ (右上図参照)これまで導入できなかったオ
フィスに設置できるようになりました。さらにセンサーの認識イメー
ジを使って､ 人のいる箇所のみ点灯することもできます。(右下図参
照)当社の川崎スマートコミュニティーセンターにも設置しており､
省エネの向上に貢献しています。

LED電球(ミニクリプトン形5.6W)
● 省エネ
 　業界最高の総合効率111 lm/W(昼白色)
 　(2013年4月現在、当社調べ)
● 長寿命
　 40,000時間の寿命
● 使用範囲拡大
　 断熱材施工器具・
    密閉形器具(浴室用など)対応

LED高天井照明
● 省エネ
 　業界最高の総合効率107 lm/W 
 　(2013年4月現在、当社調べ)
● 長寿命
　 60,000時間の寿命
● 瞬時点灯、瞬時再点灯可能
　 従来のメタルハライドランプ器具よりも
　 全点灯までの時間が大幅に短縮

直管形LEDベースライト
● 省エネ
 　同等蛍光灯器具に対し、
 　約2/3の消費電力
● 長寿命
　 40,000時間の寿命
● 使用範囲拡大
　 蛍光ランプと同形状のデザイン

LEDシーリングライト
● 省エネ
 　付属リモコンで明るさに応じた節電率が表示
 　あかりセンサーで光を感知して自動で
 　明るさを調整し無駄な電力を削減
● 長寿命
　 40,000時間の寿命
● 簡単取付
　 引掛けシーリングがあれば、
　 電気工事なしで取り付け可能

(当社エクセレントECPの紹介)

※「エコプロダクツ大賞」とは、政府関係各省庁後援のもと、環境負荷の低減に配慮したすぐれた製品・サービス (エコプロダクツ )を表彰するものです。

年間点灯時間730時間

東芝ライテック株式会社は、製品アセスメントを全開発製品で実施して、ライフ
サイクルの各段階で環境負荷を事前評価し、環境性能(省エネルギー・省資源・
化学物質管理等)に配慮した製品を開発しています。

東芝グループでは、情報通信技術(ICT)を活用しながら、再生可能エネルギーの
導入を促進しつつ、電力、熱、水、交通、医療、生活情報など、あらゆるインフラ
の統合的な管理・最適制御を実現し、社会全体のスマート化を目指す「スマート
コミュニティ」を推進しています。当社はその中において、HEMS※1やBEMS※2

の一部である照明制御関連機器を担当しています。

◎年間CO2排出量は消費電力量に排出係数0.43kg-CO2/kWhを乗じて算出しています

HEMS (第９回エコプロダクツ大賞エコサービス部門エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞 受賞)

※1 HEMS…ホームエネルギーマネジメントシステムの略です
※2 BEMS…ビルディングエネルギーマネジメントシステムの略です
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Green of Products 環境性能No.1製品の創出

車載用水銀フリー
メタルハライドランプ
● 省エネ
 　業界最高の総合効率93 lm/W
 　(2013年3月現在、当社調べ)
● 有害物質削減
　 水銀不含有

年間点灯時間4000時間

年間点灯時間2000時間

年間点灯時間3000時間

給湯器

住宅用蓄電池

東芝グループでは、より優れた
環境調和型製品(ECP)の
創出のため、業界でトップの
環境性能を有する製品を、
「エクセレントECP」に
認定しています。

エクセレントECPとは

スマートアイセンサーが環境情報を検知
人のわずかな動きを検出して照明の制御(ON/OFF､調光)を行います｡

エコプロダクツ大賞
2年連続受賞
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製 品における環 境 へ の 配 慮 新たなエクセレントＥＣＰへの取り組み
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第10回エコプロダクツ大賞エコサービス部門
経済産業大臣賞  受賞
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御システムを開発し､人々の活動に対してリアルタイムに､きめ細かい
制御ができる照明省エネ制御を業界に先駆けて開始しました。
本システムは､ 画像認識技術を用いた新しい人感センサー ｢スマート
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(当社エクセレントECPの紹介)

※「エコプロダクツ大賞」とは、政府関係各省庁後援のもと、環境負荷の低減に配慮したすぐれた製品・サービス (エコプロダクツ )を表彰するものです。

年間点灯時間730時間

東芝ライテック株式会社は、製品アセスメントを全開発製品で実施して、ライフ
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※2 BEMS…ビルディングエネルギーマネジメントシステムの略です

パソコン

IT 電力計測ユニット
照明照明

インターネット

スマートホン

IT アクセスポイントITアクセスポイント

IT電力計測ユニットエアコンエアコン

0

30

20

10

ハロゲンランプ
(HIR2)

メタルハライドランプ
(D4S)

11

19.8 約1/2
C02排出量

0

100

60

80

40

20

蛍光灯器具
(FVH11510SEN)

LEDシーリングライト
(LEDH95022Y-LC)

52.5

81.7

年間CO2排出量
（kg）

約
2/3

C02排出量

0

40

30

20

10

白熱電球
(KR100V36WC)

LED電球
(LDA6N-H-E17/S)

31

4.8

年間点灯時間2000時間

約1/6
C02排出量

0

2000

1500

1000

500

メタルハライドランプ使用器具
(SN10044A,MF1000L-J2/BU)

LED高天井器具
(LEDJ-40041N-DJ2)

1806

649.9

約
2/5

C02排出量

0

150

100

50

蛍光灯器具
(FT42306-RS25)

直管形 LEDベースライト
(LET-42307-LDJ 40タイプ)

109.7

71.0

約
2/3

C02排出量

年間CO2排出量
（kg）

年間CO2排出量
（kg）

年間CO2排出量
（kg）

年間CO2排出量
（kg）

Green of Products 環境性能No.1製品の創出

車載用水銀フリー
メタルハライドランプ
● 省エネ
 　業界最高の総合効率93 lm/W
 　(2013年3月現在、当社調べ)
● 有害物質削減
　 水銀不含有

年間点灯時間4000時間

年間点灯時間2000時間

年間点灯時間3000時間

給湯器

住宅用蓄電池

東芝グループでは、より優れた
環境調和型製品(ECP)の
創出のため、業界でトップの
環境性能を有する製品を、
「エクセレントECP」に
認定しています。

エクセレントECPとは

スマートアイセンサーが環境情報を検知
人のわずかな動きを検出して照明の制御(ON/OFF､調光)を行います｡

エコプロダクツ大賞
2年連続受賞

東芝ライテック株式会社　環境報告書2014　2014年8月



9 10

3 R へ の 対応 環 境コミュニケーション

社会への情報発信
● エコプロダクツ展
 　日本最大級の環境展示会に積極的に参加し、
 　当社の環境調和型製品を広く一般の方々に理解していただいています。

長寿命化による廃棄物のリデュース
東芝ライテックグループでは、製品の長寿命化による
廃棄物の削減を推進しております。白熱電球に対して、
LED電球では寿命が40倍となりました。LED電球を
寿命まで使用すれば約1kgの廃棄物を削減※すること
につながります。

水銀に関する水俣条約
国連環境計画(UNEP：ユネップ)では、水銀汚染防止に
向けた国際的な水銀規制に関する新条約を制定するた
め、2010年から政府間交渉委員会を開催して交渉を進
めてきました。当社は経済産業省、日本照明工業会と協
調しながら条約の作成に参画してきました。２０１３年
１月水銀条約の条文案「水銀に関する水俣条約」が合意
に至り、１０月熊本にて各国政府により調印される運びと
なりました。条約の概要は以下となります。

原則として水銀使用製品は、輸出入及び、製造が禁止になり
ましたが、放電ランプ類は水銀が必須であるので、一定量を
超える水銀を含むもののみが2020年より禁止となります。

　　　　　　　　　　　（例)

1. 30W以下の一般照明用コンパクト蛍光ランプ(CFL)で
　 水銀封入量が5mgを超えるもの
2. 一般照明用直管蛍光ランプ(LFL)で、
(a) 60W未満の3波長蛍光体を使用したもので、
     水銀封入量が5mgを超えるもの
(b) 40W以下のカルシウムハロ蛍光体を使用したもので
     水銀封入量が10mgを超えるもの、他

当社は、ほとんどのランプにおいてすでに
水銀量削減を進め、基準値を達成しています
ので、引き続き製造が可能です。また、水銀
を使用しないLED照明への切り替えを進め
ています。

製品含有有害物の削減

LED普及への取り組み

地域への情報発信
● 小学生の環境教育
 　本社・横須賀工場では近隣の小学校を対象に環境教育を行っています。
● 地域清掃
　 各工場では工場周辺の清掃を行い、きれいな街づくりに貢献しています。

東芝グループは、世界遺産を照らすことでLED照明の良さを世界で認識して頂き、白熱電球からLED電球への切替を促すことで、
環境負荷の低減に貢献できるものと考えています。

ルーヴル美術館向け照明
東芝は、仏ルーヴル美術館とピラミッドなど建物外観の照明改修
についてパートナーシップ契約を締結し、屋外のピラミディオン
およびナポレオン広場全体の照明をLED照明に改修しました。
これにより、ルーヴル美術館の優美な景観を踏襲しつつ、消費
電力量は従来比で約73％の削減※が可能になりました。第２弾と
して屋内照明に取り組み、レオナルド・ダ・ヴィンチ作「モナ・リザ」
の展示照明をはじめ、ダヴィッド作「皇帝ナポレオン1世と皇后

ジョゼフィーヌの戴冠」など、著名な絵画が展示されている
「赤の間」のLED照明への切替も終了しました。今後、メインエ
ントランスである「ナポレオン・ホール」の照明のLED化を進
めていきます。東芝は、世界遺産を照らすことでより多くの人に
LEDの良さを知っていただき、LED普及を通じて地球環境の
負荷低減に貢献しています。

中尊寺金色堂向け照明
国宝建造物第一号の指定を受け、世界文化遺産※1にも登録された日本の至宝である 
中尊寺金色堂において、東芝のLED照明が使用され始めました。金箔に包まれた堂外
観、螺鈿や蒔絵等に装飾された巻柱などの芸術性を損なわない色の美しさや色合い
を追求し、充分な明るさと空間にあった最適な色温度で、より自然光に迫る演色性を
実現しながら、消費電力を約４１％削減※2することができました。

40,000時間で使用するランプの数量

形名

必要数量

寿命

廃棄物重量

40,000時間

165g

LED電球

1,000時間

1200g

白熱電球

1個 40個

１．水銀鉱山の廃止
２．水銀を安全に永久保管
３．水銀の輸出入の禁止(除外用途を除く)

４．水銀使用製品の禁止(詳細は後述)

５．水銀が使用されるプロセスの禁止

ジュネーブでの国連環境会議の様子(当社参加)

Green Management 基盤活動の継続向上Green of Products 環境性能No.1製品の創出

※Pyramide du Louvre - Architecte I.M. PEI

東芝ライテックグループは、循環型社会構築に求められている3R※への対応として、廃棄物の発生抑制とともに
回収資源の有効利用に向けた取り組みを推進しています。廃棄物の発生抑制では、商品の高効率化、小形化、
長寿命化、分解性の向上、リニューアル対応を、使用済み製品では、リサイクル・回収資源再利用に向けた技術開発
に取り組んでいます。
※ 3R：Reduce＝リデュース(使用材料の削減・廃棄物の発生抑制)、Reuse＝リユース(部品等の再使用)、Recycle＝リサイクル(資源の回収再利用)

環境マネジメントの一環として、環境に配慮した製品の普及促進の為に東芝ライテックグループは、様々な情報を
社会・地域へ積極的に発信しています。

※ 廃棄物の削減量…1200g（白熱電球）ー165g（LED電球）=1035g（削減量）

※1   中尊寺を含む「平泉の文化遺産」として
※2 今回設置した当社LED器具77台（消費電力量約5.4kWh）と従来照明器具65台（消費電力量約9.2kWh）の比較

                                                         　※従来の照明器具4500台(消費電力量約392kWｈ)

を当社LED照明器具3200台(消費電力量約105kWh)に置き換えた場合の比較

その他の規制については下記ホームページを参照ください。
http://www.jlma.or.jp/information/20130125UNEP_Suigin.pdf
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ジョゼフィーヌの戴冠」など、著名な絵画が展示されている
「赤の間」のLED照明への切替も終了しました。今後、メインエ
ントランスである「ナポレオン・ホール」の照明のLED化を進
めていきます。東芝は、世界遺産を照らすことでより多くの人に
LEDの良さを知っていただき、LED普及を通じて地球環境の
負荷低減に貢献しています。

中尊寺金色堂向け照明
国宝建造物第一号の指定を受け、世界文化遺産※1にも登録された日本の至宝である 
中尊寺金色堂において、東芝のLED照明が使用され始めました。金箔に包まれた堂外
観、螺鈿や蒔絵等に装飾された巻柱などの芸術性を損なわない色の美しさや色合い
を追求し、充分な明るさと空間にあった最適な色温度で、より自然光に迫る演色性を
実現しながら、消費電力を約４１％削減※2することができました。

40,000時間で使用するランプの数量

形名

必要数量

寿命

廃棄物重量

40,000時間

165g

LED電球

1,000時間

1200g

白熱電球

1個 40個

１．水銀鉱山の廃止
２．水銀を安全に永久保管
３．水銀の輸出入の禁止(除外用途を除く)

４．水銀使用製品の禁止(詳細は後述)

５．水銀が使用されるプロセスの禁止

ジュネーブでの国連環境会議の様子(当社参加)

Green Management 基盤活動の継続向上Green of Products 環境性能No.1製品の創出

※Pyramide du Louvre - Architecte I.M. PEI

東芝ライテックグループは、循環型社会構築に求められている3R※への対応として、廃棄物の発生抑制とともに
回収資源の有効利用に向けた取り組みを推進しています。廃棄物の発生抑制では、商品の高効率化、小形化、
長寿命化、分解性の向上、リニューアル対応を、使用済み製品では、リサイクル・回収資源再利用に向けた技術開発
に取り組んでいます。
※ 3R：Reduce＝リデュース(使用材料の削減・廃棄物の発生抑制)、Reuse＝リユース(部品等の再使用)、Recycle＝リサイクル(資源の回収再利用)

環境マネジメントの一環として、環境に配慮した製品の普及促進の為に東芝ライテックグループは、様々な情報を
社会・地域へ積極的に発信しています。

※ 廃棄物の削減量…1200g（白熱電球）ー165g（LED電球）=1035g（削減量）

※1   中尊寺を含む「平泉の文化遺産」として
※2 今回設置した当社LED器具77台（消費電力量約5.4kWh）と従来照明器具65台（消費電力量約9.2kWh）の比較

                                                         　※従来の照明器具4500台(消費電力量約392kWｈ)

を当社LED照明器具3200台(消費電力量約105kWh)に置き換えた場合の比較

その他の規制については下記ホームページを参照ください。
http://www.jlma.or.jp/information/20130125UNEP_Suigin.pdf
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２００５年１２月発行
２００６年 8月改定
２００７年１０月改定
２００８年１０月改定
２００9年 9月改定
２０10年 7月改定
２０13年 8月改定
２０14年 8月改定

〒237- 8510 神奈川県横須賀市船越町1-201 -1
TEL 046 - 862 -2153
ホームページアドレス　http://www.tlt.co.jp/

環境報告書
東芝ライテック株式会社

お問い合わせ先

環境推進部
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