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環境：省・創・蓄エネルギー商品

省エネ商品によるCO2削減貢献
2013年度の当社省エネ商品によるCO2削減貢献量は、民生部門商品の販売減の影響があり、3,176万トンでした。グローバル商品別の
CO2削減貢献量では、8割弱がエアコン、テレビ、照明によるもので、地域別では、日本、アジア・中東阿、中国・北東アジアで7割以上を占め
ました。また、2013年度の主要商品使用時のCO2排出量※1は約8,300万トンと算定しています。
当社の商品における省エネ技術の代表として、「エコナビ」があります。エコナビとは、センサー技術などにより、家電がムダを見つけて自動
的に節電する機能です。2009年に初めてエコナビ機能を搭載した生活家電を発売、現在は25商品まで展開し、中国、東南アジア、インド、
中近東、欧州などの92カ国のお客様に使用していただいています。

▶エコナビ　http://panasonic.jp/econavi/

※1 エネルギー使用量の大きい主要商品※2の生涯CO2排出量。生涯CO2排出量=販売商品の年間消費電力量※3×販売台数×商品寿命※4×CO2排出係数※5

※2 家庭用エアコン、業務用エアコン、一般家庭用蛍光灯、LED照明、家庭用冷蔵庫、業務用冷蔵庫、液晶テレビ、プラズマテレビ、洗濯乾燥機、全自動洗濯機、衣
類乾燥機、食器洗い乾燥機、ＩＨクッキングヒーター、エコキュート、バス換気乾燥機、加湿器、除湿機、空気清浄機、換気扇、自動販売機、ジャー炊飯器、電
子レンジ、温水洗浄便座、アイロン、ドライヤー、電気カーペット、掃除機、BDレコーダー、ジャーポット、レンジフード、など

※3 商品カテゴリの各地域で最多販売の機種を選定
※4 当社が定める補修用部品の保有年数
※5 地域別のCO2排出係数（kg-CO2/kWh）は、0.410（日本）、0.487（欧州）、0.579（北米）、0.740（中国）、0.927（インド）、0.527（アジア大洋州、北東ア

ジア）、0.332（中南米）、0.599（中東阿）を使用

省エネ商品によるCO2削減貢献量
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ななめドラム洗濯乾燥機
日本向けモデルNA-VX9300L/Rは、熱交換器の高効率化や、
ホースの大口径化および乾燥フィルターの面積拡大による圧力損
失の低減に取り組むことで、2012年度モデルNA-VX8200と比
較して乾燥時の消費電力を約8.3%削減し、6kg洗濯乾燥運転時
の1回当たりの消費電力量600Wh※6を実現しています。また、「エ
コナビ」機能により、衣類の汚れの程度、量と質を見分けて自動で
節電・節水します。10kg洗濯時に最大約8.5%消費電力量を削減
します※7。
これらのことが評価され、一般財団法人省エネルギーセンター主
催の平成25年度「省エネ大賞」において省エネルギーセンター会
長賞を受賞しました。

※6 「おまかせコース・標準乾燥」水温20℃、気温20℃の場合
日本電機工業会自主基準「乾燥性評価方法（2009年11月19日改
定）」に基づく

※7 「おまかせコース」粉末合成洗剤使用の場合
日本電機工業会自主基準「洗濯性能評価方法」による消費電力量とは
異なる

ななめドラム洗濯乾燥機
NA-VX9300L/R

省エネ大賞受賞マーク

冷蔵庫
シンガポール向けモデルNR-F605は、インバータ制御の圧縮機、
庫内照明のLED化、真空断熱材の採用などにより、2009年度
モデルNR-F603と比較して年間消費電力量を約19％削減し、
522kWh※8を実現しています。また、「エコナビ」機能を搭載し、使
用者の生活パターンを学習して就寝時や外出時などの使用頻度
が少ない時間帯は運転を抑える運転モードにより、さらなる節電
が可能です。
このモデルはシンガポール環境庁が定めるエネルギーラベル制度
において最高位である「4tick」を取得しました※9。

※8 国際規格ISO15502に基づく
※9 シンガポールの省エネ基準Energy Conservation (Energy 

Labelling and Minimum Performance Standards for 
Registrable Goods) Regulations 2013 に基づく

冷蔵庫NR-F605

エアコン
サウジアラビア向けモデルCS-K18NKSは、55℃の高温下におい
ても安定して運転できるインバータコンプレッサを搭載し、2012
年度モデルのノンインバータ機種CS-PC18MKSと比較して年間
消費電力量を約30%削減しています。また、センサーによって人の
位置や活動量を検知して自動でパワーを調整・抑制する「エコナ
ビ」機能も搭載し、さらなる節電が可能です。

エアコンCS-K18NKS
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液晶テレビ「ビエラ」
日本向けモデルTH-L55DT60は、きめ細かなバックライト制御技
術や高効率電源回路の開発により、業界最高水準※10の年間消
費電力量95kWhを実現しています。また、視聴環境に応じて自動
的にテレビ本体や周辺機器を制御する「エコナビ」機能によって、さ
らなる節電が可能です。
省エネ性能だけでなく、省資源やリサイクル性にも優れた商品と
して、TH-L55DT60を含めた合計20機種がテレビとしては業界
初※11のエコマークを取得しています。日本環境協会主催の「エコ
マークアワード2013」においても、銀賞を受賞しました。

※10 2014年3月6日時点。日本国内民生用で市販されている同Ｖ型の地
上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビにおいて。当社調べ

※11 2013年4月22日時点。プラズマテレビおよび液晶テレビとして

液晶テレビ「ビエラ」TH-L55DT60

エコマークアワード
2013ロゴ

一体型LEDベースライト「iDシリーズ」
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」は、オフィスや会議室をはじ
め様々な空間に利用していただけるLED照明器具です。優れた省
エネ性能が評価され、一般社団法人日本電設工業協会主催の第
62回電設工業展「JECA FAIR 2013」製品コンクールにおいて、
環境大臣賞を受賞しました。
さらに、2014年2月に発売した直付XLE953SFV LE9（省エ
ネタイプ 40形 5200lmタイプ 昼白色）は、電源効率のさらな
る向上とLEDパッケージの最適化、高拡散パネルの採用により、
業界トップクラスの固有エネルギー消費効率160.4lm/W、消
費電力31.8W※12を実現しています。従来の当社製蛍光灯器具
FSA42001F VPN9と比較して、明るさは同等以上で約52%の
省エネです。

※12 一般社団法人日本照明工業会のガイドA 134：2013「LED照明器
具性能に関する表示についてのガイドライン」に基づく

一体型LEDベースライト「iDシリーズ」

「JECA FAIR 2013」製品コンクール　
環境大臣賞受賞マーク

▶一体型LEDベースライト「iDシリーズ」
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/led/lineup/indoor/baselight/02.html
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創エネ商品によるCO2削減貢献
当社は、CO2削減貢献量の最大化に向けて、創エネルギー事業を積極的に進めています。必要な電気をCO2排出量の少ない方式で発電する
太陽光発電システムと家庭用燃料電池コージェネレーションシステムを社会に提供することで、CO2排出量を低減します。
2013年度の創エネ商品によるCO2削減貢献量は、日本での太陽光発電システムの販売が好調だったことにより706万トンと増加しました。
地域別では、日本が大部分を占めています。

創エネ商品によるCO2削減貢献量
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手軽なリフォームを実現する内貼断熱パネル
住まいの断熱性を向上させる断熱リフォームは、室内の温度差を
低減して快適性を高めるとともに、空調の負荷を下げることがで
き、省エネにもなります。当社が提案する内貼断熱リフォームは、既
存の床・壁・天井の上から断熱パネルを貼るだけで施工できるもの
です。壁を解体して断熱材を充填する一般的な工法と比較して、大
掛かりな工事が不要で施工期間を短くできます。また、断熱パネル
には冷蔵庫などにも搭載される真空断熱材を使用し、200mm
厚の一般的な建物用グラスウール製断熱材と同等の断熱性能を
厚さ8mmで実現しました。これにより断熱パネル全体の厚さを
13mmに抑え、リフォーム後も部屋がほとんど狭くなりません。

壁用内貼断熱パネル

注：2013年度より、経済産業省の低炭素社会実行計画の考え方にあわせ、創エネ商品によるCO2削減貢献量の計算方法を変更。2010年度から2012年度の
数値もあわせて再計算。再計算前の創エネ商品によるCO2削減貢献量は、190万トン（2010年度）、282万トン（2011年度）、327万トン（2012年度）

太陽光発電システム
太陽光発電システムは、光電変換の半導体を利用して太陽の光エネルギーを直接電力に変える
発電装置です。発電量は季節や天候、時間帯の影響を受けますが、化石燃料を燃やして電気を
おこす火力発電と異なり、発電時にCO2や排気ガス、燃えカスなどを全く排出しない特長があり
ます。
この太陽光発電システムに使用する当社の太陽電池モジュール「HIT」※13は、独自技術により発
電効率に優れ、暑さに強いため、業界トップクラス※14の実発電量を誇ります。
2013年8月30日にグランドオープンしたドイツ連邦環境庁新庁舎別館に、当社の「HIT」を納
入しました。新庁舎別館は、公共機関が所有する建築物を、2019年までに「ニアリー・ゼロ・エ
ネルギー・ビル（エネルギーをほとんど消費しない建物）」にすることを規定した「建築物のエネ
ルギー性能に係る欧州指令第9条」に則して建設されています。設置可能な屋根面積が限られた中で、太陽電池による年間発電量が約
4万6,000kWh以上の厳しい要件が設定されていたことから、高効率で高品質の「HIT」が採用されました。建物の屋根に敷設された281枚の

「HIT」の設置容量は70kWです。

ドイツ連邦環境庁の新庁舎別館に納入した
太陽電池モジュール「HIT」
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※13「HIT」はパナソニックグループの登録商標
※14 日本国内の住宅用太陽光発電システム業界において。当社調べ。太陽光発電システム容量1kWあたりの年間推定発電量1,188kWh/kW（大阪市、

HIT233/HIT240/HIT240α/HIT245α、パワーコンディショナVBPC255A4:96%（330V時）の場合）。2013年6月現在。一般社団法人 太陽光発
電協会基準「年間推定発電量計算式」に基づく

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
家庭用燃料電池コージェネレーションシステムは、都市ガス（天然ガス）の主成分であるメタンか
ら取り出した水素と空気中の酸素を電気化学反応させて電気をつくると同時に、反応時に出る
熱でお湯を沸かすことができる、高い発電効率と省エネ性を兼ね備えたシステムです。
当社は2009年5月に、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」を、日本の
ガス会社様より世界に先駆けて一般発売を開始し、2014年3月末までに累計約3万8,000台
を出荷しました。
さらに、都市部でのさらなる普及拡大に向けて、2013年度に当社は東京ガス（株）様と共同で、
マンション向けの「エネファーム」を開発しました。本製品は、戸建住宅に比べ、より設置条件に制
約があるマンション向けに、機器本体の気密性を高めることなどにより、開放廊下側※15のパイプ
シャフト内への設置を可能にしました。また、マンションの設置基準に対応するため、機器本体を
アンカー固定する脚部の強度を向上させることで耐震性を高めるとともに、給排気構成の変更な
どにより強風時でも運転できるように耐風性を高め、高層階での設置も可能にしました。本製品
は、火力発電所からの電気と都市ガス給湯器からの給湯を行う方式※16と比べ、定格発電時にCO2排出量を約49%、一次エネルギー消費量
を約37%削減できます※17。モデルケースでの年間光熱費は約3 〜 4万円節約、年間CO2排出量を約1トン削減できます※18。
また、日本だけでなく、欧州市場向けの家庭用燃料電池コージェネレーションシステムをフィスマングループ様と共同で開発し、2014年4月
よりドイツで販売を開始しました。PEFC(固体高分子形)の家庭用燃料電池システムとして欧州で初めての一般販売となります。

※15 開放廊下とは、マンションなどで、片側に住戸が並び、もう一方に外に面した廊下が配置されている場合の廊下のこと
※16 電気は火力発電所から供給し、熱は都市ガスを使用する方式
※17 定格運転時の発電量（0.75kWh）と熱回収量（1.08kWh/約37L・40℃）を、従来の火力発電所からの電気と、都市ガス給湯器からの給湯を行う方式で

まかなった場合との比較
※18 ［試算条件］

（1）一次エネルギー換算値：電気9.76MJ/kWh（エネルギーの使用の合理化に関する法律）、ガス45MJ/m3（東京ガス様データ）、給湯効率80%
（2）CO2排出係数：電気0.69kg-CO2/kWh（「中央環境審議会地球環境部目標達成シナリオ委員会中間取りまとめ」平成13年7月より）、ガス2.29kg-CO2/m3

（東京ガス様データ）
（3）年間負荷/給湯：13.01GJ、風呂保温：1.45GJ、調理：1.8GJ、冷房：4.15GJ、床暖房：7.75GJ、エアコン暖房：2.77GJ、照明他：11.41GJ（マンション（延床面

積80m2）3人家族を想定）
（4）電力需要/ガス・電気併用住宅の電気消費量：3,643kWh（東京ガス様調べ）
（5）ガス料金/従来システム：「暖らんぷらん」適用、エネファーム：「エネファームで発電エコぷらん」適用。電気料金/従来システム、エネファームともに従量電灯B

適用、契約40アンペア。ガス・電気料金/東京地区2013年1月時点での調整単位料金に基づく試算

燃料電池のマンション内への設置イメージ

蓄エネ商品の取り組み
リチウムイオン電池などの蓄エネ関連商品は、電気を貯めて様々な場面に活用することができ、オフィスや住宅、電気自動車（EV）などに導入
することでCO2削減に貢献します。当社は蓄エネ商品の開発に積極的に取り組んでいます。

リチウムイオン蓄電システム
蓄電システムは、貯めた電気を必要なときに取り出して使う装置で、太陽光発電などの再生可能エネル
ギーによる発電電力を安定利用するために重要な役割を担います。近年、BCP（事業継続計画）の取り組
みや、節電意識の高まりから、蓄電システムへのニーズが増えています。しかしながら蓄電システムの導入に
は、価格、容量、設置スペースなどの課題がありました。
2013年12月20日より受注を開始した産業・住宅用リチウムイオン蓄電システム（蓄電容量5kWh、スタンド
アロンタイプ）LJ-SF50Aは、従来の約2倍※19のエネルギー密度を有する高容量リチウムイオン電池を搭
載することで、大容量ながら小型・軽量化と100万円を切る低価格化を実現しました。コンセントから直接電
源が取れるスタンドアロン方式を採用し、執務デスクの脇やPOSレジの下にも置けるスリムなデザインで、
事務所やマンション管理室、店舗や診療所、住宅での設置に配慮しました。また、5kWhの大容量設計によ

産業・住宅用リチウムイオン
蓄電システムLJ-SF50A
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当社のEV用リチウム
イオン電池セル

り、パソコン、冷蔵庫※20、テレビなど複数の機器を同時に長時間駆
動させることができます。さらに、1.5kVAの高出力としており、複合
機や卓上電磁調理器などの大電力※21を必要とする機器にも接続
可能です。接続機器の選択肢が多く、停電時に複数の機器を同時
に長時間使用することができるだけでなく、平常時は、深夜電力を
蓄電し、日中に使用することで、電力需要ピーク時の購入電力量の
抑制にも貢献します。
さらに、当社は業界で初めて※22、戸建住宅やマンション住戸、小
規模店舗など、狭い空間でも設置しやすい壁掛けタイプの住宅用
リチウムイオン蓄電盤（蓄電容量1kWh）を開発し、2014年2月
28日より受注を開始、安心・安全なくらしと環境負荷の軽減が両
立する蓄電システムのさらなる普及拡大を図っています。

※19 当社従来品（1.6kWh/3.2kWhタイプ）に搭載しているリチウムイオン電池との比較
※20 起動電流の大きい商品、また種類によっては使用できない機種がある
※21 電力の大きい大型のモータを搭載している機器には使用できない場合もある
※22 蓄電容量1kWh蓄電システムにおいて。2014年2月時点。当社調べ

EV用電池
当社は、大気汚染の防止など地球環境保護への意識の高まりを背景に、今後急速に拡大することが予測される
環境対応車用二次電池の開発ならびに事業を強化しています。テスラモーターズ様には、高級スポーツ車「ロー
ドスター」を皮切りに、現在は高級EVセダン「モデルS」向けのリチウムイオン電池セルを供給しており、EV用の
次世代リチウムイオン電池セルの共同開発も進めています。

「モデルS」に搭載されているセルは、当社独自技術による業界トップクラス※23の高エネルギー密度と性能を
ベースに、電気自動車用途に求められる品質と寿命に対して最適化設計しています。これらの電池セルは、テス
ラモーターズ様によってバッテリーパックに仕上げられ、「モデルS」の500km※24という圧倒的な航続距離の
実現に貢献しています。

※23 18650サイズの円筒形リチウムイオン電池セルにおいて。2013年6月時点。当社調べ
※24 テスラモーターズ様の85kWhバッテリー使用時

産業・住宅用リチウムイオン蓄電システムLJ-SF50Aの利用シーン
（左：診療所、右：冷蔵庫）

44



環境コミュニケーションの推進
当社は従来よりステークホルダーとのコミュニケーションに注力してきました。お客様、ビジネスパートナー、地域社会、政府、投資家、従業員、
NGO、有識者などを対象に、商品・サービス、工場、環境活動での連携、広告・展示会・Webサイトなど様々な側面から環境情報の発信を積極
的に行うとともに、ステークホルダーの方々からいただいたご意見を環境経営のさらなる改善に活かしています。

環境政策への提言活動
当社は、日本経済団体連合会や業界団体を通じた渉外活動だけでなく、個社としても様々な機会を通じて、日本はもちろん各国政府に対して
環境政策の提言を行っています。現在の社会が抱える環境課題に関する政策議論をはじめ、持続可能な社会の実現に向けた国家、産業界、
国民生活の将来構想や国際活動に関する情報共有と意見交換を重ねる中で、政府方針のより深い理解に立脚し、製造販売、技術開発の立
場から積極的に提言を実施するなど、事業リスクの回避とビジネス機会の創出を意識した環境経営の推進を行っています。

番組提供を通じた環境訴求
当社はユネスコ世界遺産センターと、ユネスコ世界遺産の保護と次世代への環境教育を通
じた持続的成長の促進を目指すストラテジックパートナーシップを2011年6月に締結しまし
た。ナショナル ジオグラフィック チャンネルにおいて世界遺産番組「The World Heritage 
Special」を世界193カ国・地域で1社提供するなどのコミュニケーション活動と3D関連AV機
器や技術の支援を加えて、世界遺産に関連する次世代環境教育を実施しています。

▶パナソニック×世界遺産 スペシャルサイト　http://panasonic.co.jp/worldheritage/

第三者との意見交換
当社は日本国内外の様々な有識者と積極的にダイアログを行い、いただいたご意見を環境戦
略策定などに活かしています。
国際NGOナチュラル・ステップ様とは、2001年からパートナーシップを構築してきました。毎
年意見交換の場を設定し、先進の欧州環境情報を共有していただくとともに、当社の環境戦略
や活動について提言をいただき、政策への反映を行っています。

ショウルームや展示会による情報受発信
当社のビジョンを具体的な製品、サービスで発信するとともに、お客様から直接ご意見やご要
望も受信する場として、社内外の施設で様々な展示を行っています。
当社の総合情報受発信拠点の一つである「パナソニックセンター東京」では、持続可能で安
心・安全、快適なくらしを実現する様々なソリューションを、当社ならではの生活研究を活かし
た事例も交えながら紹介しています。
また、日本国内最大級の環境展示会「エコプロダクツ2013」に出展し、「A Better Life, A 
Better World」をテーマに、「より良いくらし」の実現に向けて、環境配慮商品や環境技術を紹
介しました。具体的には、商品ゾーンでは、屋根全面に太陽光発電「HIT」を搭載したパナホー
ムの住宅「カサート エコ・コルディス」（Ｐ45〜46参照）をブース内に設置し、「エコナビ」（Ｐ39
参照）搭載商品もフルラインナップで展示し、省エネと創エネによる「ネット・ゼロ・エネルギー・
ハウス（ZEH）」を提案。環境技術ゾーンでは、CO2からエネルギーを創出する夢の技術「人工光合成」や資源循環などの環境技術を紹介しま
した。また、講演ゾーンを設け、ビジネスの来場者から一般来場者、子どもたちまで幅広いお客様を対象としたセミナーを随時開催し、好評を
いただきました。

▶パナソニックセンター東京　http://panasonic.co.jp/center/tokyo/
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ユネスコとのパートナーシップロゴ

ナチュラル・ステップ様との意見交換会

エコプロダクツ2013当社ブース

環境：環境コミュニケーション
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2013年度 主な展示会出展
展示会名 開催地 開催時期

IFA 2013 ドイツ・ベルリン 2013年 9 月

国際福祉機器展2013 日本・東京 2013年 9 月

CEATEC JAPAN 2013 日本・東京 2013年10月

IGEM 2013 マレーシア・クアラルンプール 2013年10月

PV JAPAN 2013 日本・千葉 2013年12月

エコプロダクツ2013 日本・東京 2013年12月

CES 2014 アメリカ・ラスベガス 2014年 1 月

PV EXPO 2014 日本・東京 2014年 2 月

SECURITY SHOW 2014 日本・東京 2014年 3 月

Webサイトによる環境情報開示
当社は1997年から冊子の環境報告書による情報開示を行ってきましたが、2010年からはWebサイトのみでの開示としています。2013年
からは、環境活動を紹介するWebサイトはCSR活動のWebサイトと一本化し、サスティナビリティという観点から総合的かつ網羅的な情報
発信を推進しています。また、グローバルのステークホルダーにより当社の環境活動を理解していただくために、2013年度はパナソニックグ
ループの活動をハイライトしたスペシャルコンテンツを制作し、71Webサイト37言語で展開し、あわせて各地域の独自の取り組みもWebサ
イトに紹介しています。
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