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・本レポートは、当社グループの環境保護活動をできるだけ多 
   くの方々にお知らせする目的で、一般の方を対象として作成
   しました。ご意見やご批判を頂戴しながら、責任ある企業と 
   しての役割を果たしていきたいと考えています。
・ 制作にあたっては、GRI※のガイドライン及び環境省の『環  
   境報告ガイドライン 2012 年度版』を参考にしました。今後 
   もガイドラインを指針としながら、さらに精度を上げる努　 
   力を続けていきます。　　　
・GRI ガイドラインでは、企業の情報公開のあり方を「経済的」  
   「環境的」「社会的」3つの側面から報告するように求めてい  
   ます。本報告書は環境側面を報告しています。

※GRI(Global Reporting Initiative) 
　持続可能な発展を目指すうえで、企業に求められるコミュニケー
　ションの質を向上させることを目的とした国際団体。　　　　　　

編集方針

報告期間

・データの報告期間は 2012 年 4 月～ 2013 年 3 月です。
・イベント開催などはその期間に限らず掲載しています。
・昨年度以前のデータ数値は報告範囲の拡大と数値の精査によ
　り、一部昨年度の公表値を変更したものがあります。 
・数値については四捨五入しているため、一部個々の数値の合
　計と合計値表記が一致しないところがあります。
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トップメッセージ

「環境負荷ゼロ」を目指して
企業理念『より多くの人と、感動を』の実現

お客様に選ばれる環境性能に優れた商品開発の推進

パイオニアは、「地球温暖化防止」・「省資源と資源循環」・「化学物質の管理」の 3つを重要な環境課題ととらえ、「環境負荷ゼロ」
を目指し、パイオニア独自の環境取り組みを推進しています。 また、お客様に選ばれる環境性能に優れた商品を創出するため、企画・
設計・製造工程を経てお客様の手元にお届けし、お使いいただいた後に廃棄またはリサイクルされるまでの、商品ライフサイクル
のすべてを対象とした環境負荷の低減や、製品環境アセスメントの実施、さらには環境配慮に関する独自の製品評価制度を導入す
るなど、環境配慮製品の開発を推進します。

「省資源と資源循環」を目的としたリサイクル材の採用

「資源の循環的な利用」のコアとなる考え方は、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再資源化（リサイクル）です。
1998 年より販売しているピュアモルトシリーズは、リサイクルの取り組みを代表する製品として世界的に高い認知度を誇っていま
す。ウイスキー熟成の使命を終えた後に燃料などに使われていた樽（ホワイトオークの無垢材）を、パイオニアのスピーカー作り
の技が、暖かく芳醇な響きを奏でるピュアモルトスピーカーのキャビネットにリサイクルしました。この取り組みは、経済産業省
の後援を受け、財団法人クリーン・ジャパン・センターが主催する資源循環技術・システム表彰において、2005 年度に " クリーン・
ジャパン・センター会長賞 "、2009 年度に " 経済産業省産業技術環境局長賞 "、さらに、2009 年度 リデュース・リユース・リサイ
クル推進功労者等表彰 において " リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞 "を受賞しています。

「化学物質の管理」を目的としたグリーン調達の推進

「化学物質の管理」について、部品・材料に含まれる環境負荷物質の削減や全廃を進めるために、グリーン調達基準書を制定し、環
境マネジメントシステム認証取得状況や法令遵守状況などをグリーンスコアとして評価し、結果が優良な取引先から部品・材料を
調達しています。
また、生産工程では使用する環境負荷物質の排出量削減に取り組み、揮発性有機化合物（VOC）削減について継続して活動を進め
ています。お客様に安心してお使いいただける製品の提供と、使用済み製品の化学物質が環境を汚染することがないよう化学物質
の管理に取り組んでいます。

当社の企業理念は『より多くの人と、感動を』です。「環境負荷ゼロ」を目指し、事業活動と環境活動の融合を積極的に推進するこ
とにより、かけがえのない美しい地球を取り戻した時、まさに多くの人と感動を共有することができると考えます。

２０１３年６月

小谷 進代表取締役　兼　社長執行役員

「地球温暖化防止」を目的とした環境配慮製品の開発

商品企画の段階から、すべての製品が環境配慮製品となるよう開発をすすめています。また、当社独自の環境配慮評価制度に基づ
いて環境配慮の達成状況を確認、評価の結果、環境性能がきわめて高い製品を、スーパーアドバンストエコモデルに認定していま
す。昨年度は、以下の 3モデル（シリーズ）を認定しました。

　1. 大幅な小型・軽量化・消費電力の削減を実現し、装着した車の燃費を向上させる、カロッツェリア " カーパワーアンプ "
　　PRS-D700
　2. 多くの環境賞を受賞したエコ・ルート探索機能に加え、フロントウィンドウの視線の先に厳選した情報を浮かべ、究極の直感
　　誘導により道の間違えをへらしムダな燃料消費を削減、エコドライブを確実にサポートする、"サイバーナビ "　
　　AVIC-VH99HUDシリーズ
　3. もっとも電力消費を抑えたエコなルートを提案する「EV専用エコ・ルート探索」を搭載した、EV専用ナビシリーズ。さらに
　　バッテリー切れへの不安を解消する「推定航続エリア表示※」機能を搭載、環境性能が高い EV（電気自動車）や PHV（プラ　
　グインハイブリッド車）の普及促進に貢献する、"EV 用ナビ "AVIC-MRZ007-EV※、AVIC-EVZ05

また、事業活動における省エネについても、電機電子業界の環境自主行動計画として、1990 年を基準年とし 2013 年 3 月までのエ
ネルギー削減目標を定め活動し 35 % 削減の目標に対し、56 % となり目標を達成しました。今後も、電機電子業界の低炭素社会実
行計画に参加し、2020 年度の目標達成に向け活動していきます。
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カーナビ開発ストーリー

ガソリン低減が評価され環境賞も受賞した「エコ・ルート探索」※

エコドライブ（燃費改善・CO2削減）を考慮したカーナビゲーション開発の舞台裏

すっかり定着しつつある「エコドライブ」、実践している方も増えています。 
「エコドライブ」は燃料消費が減って CO2 の排出量が減るだけでなく、家計
にやさしく、安全運転にもつながります。

「エコドライブ」を強力にサポートしてくれるパイオニアのカーナビゲ―
ション。
開発担当者の開発秘話、体験談についてインタビュー形式でお届けします。

【参加者】
カー技術部（ソフト開発）　　　　安士　大沢　福田　廣瀬
【司会】
品質保証部　 　 　　　　　　　　小林

新しいエコドライブ・サポート機能を検討中

（司会） 今回はエコドライブ・サポート機能の基本となり最新のサイバーナビまで継続して
搭載されている「エコ・ルート探索」、また目的地までの燃料費が事前にわかる「燃
費推定技術」を中心に開発秘話を紹介してもらおうと思います。
パイオニアは 2010 年のサイバーナビ AVIC-VH9990 シリーズで精度の高い道路の混
雑情報を考慮したエコ・ルート探索機能を搭載しましたが、これは当時業界初でし
たね。またこの「エコ・ルート探索」など燃費改善効果が評価され「グリーン IT ア
ワード 2010」、「第 12 回グリーン購入大賞」をW受賞しましたね。　　　　　　　

※走行する前からクルマごとに全候補ルートの燃費を推定し燃料消費量や CO2 排出量の少ないルートを
設定することができる。

サイバーナビ
AVIC-VH9990（2010 モデル）

（安士）そうです。「エコ・ルート探索」は道路の混雑具合だけでなく、車の加減速度、
排気量 、車両重量なども影響します。当時、先行研究はやっていたのですが残
念ながらさまざまな車両と道路状態に適合する理論がなく、特定の車両に対す
る実証報告しかありませんでした。

そこで我々は理論モデルを作成し実証することで（これは後で述べますが大変
な作業でした）、国内で初めて市販のナビゲーションに実装することが可能にな
りました。最少燃料のルートを探索します。
そしてこの「エコ・ルート探索」のベースになったのが「燃費推定技術」でした。

（福田）

実証試験測定中

   
燃費推定技術！最初の評価は自動車メーカーから

燃費推定技術の確立がキーだったようですが、印象深い思い出や苦労談などがあれば
教えてください。

「燃費推定技術」は、当初アンダーグラウンドとしてスタートしたので社内では余り
評価されていませんでした。逆に社外のカーメーカーからすばらしい、との評価があ
り、社内でも評価されて採用に至ったという経緯があります。

（司会）

（安士）

走行実験の準備

走行実験前

（福田）この「燃費推定技術」はその後の「エコ・ルート探索」につながるベースの技術になりました。
ただし燃費推定は車のサイズや排気量によって変わってくるので、さまざまな車両を使っ
て、それぞれの「燃費パラメータ※」を設定する必要があります。この「燃費パラメータ」
によって燃費推定の精度が変わってくるので、データ収集とその解析の作業量は膨大なも
のでした。検証作業にも時間がかかりました。一番苦労したところです。

※ナビに搭載されているコンピュータが燃費推定するための算出に必要な "情報 " のことで、車ごとに排気量
や重量が違うため変わってくる。車ごとの最適な「燃費パラメータ」を設定することが燃費推定の精度に関わっ
てくる。

特集
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「燃費パラメータ」の精度を上げるための徹底的な実証試験（走っては測定、走っては測定の繰り返し）

実走行10,000km！繰り返した検証試験
車ごとの「燃費パラメータ」が「燃費推定技術」や「エコ・ルート探索」をするための重要なキーポイント

何度も繰り返し測定

（司会）

（福田）

「燃費パラメータ」算出のために具体的にどのような事をやったのでしょうか。

軽自動車から大排気量車、スポーツタイプからミニバンまで幅広く 20 車種以上で実験しました。
延べ 10,000Km以上の燃料消費データを実際に走って取得し実証実験しました。

いろいろなタイプの車で実証実験を実施

公道ではできない急加速や急減速、海外高速道路を想定した高速走行などのため、日本自動車研
究所（JARI）の高速周回路を借りて走行実験も行いました。

JARI のテストコースでの打合せ高速走行が可能な JARI 城里テストセンターのテストコース

（大沢）また、エアコンや暑さ寒さの影響を確認するために、真夏にエアコンを切って暖房を入れて窓を閉め切って走ったり、 真冬に
暖房を切って実走試験をしました。（これはきつかったです）
さらに、同型車 3台を用意し同じ地点から同じ目的地まで異なるルートで同時に走行し、ガソリン消費量推定の予測精度と
エコ順位の正しさ、所要時間の順位を確認しました。これらを条件の異なるいくつものコースで行いました。

以上のような数々の実証試験を通して最適な「燃費パラメータ」を算出し、精度の高い「エコ・ルート探索」、「燃費推定機能」
を搭載することができました。ついにやった！という感じでした。

使って実感、燃料費も減って財布にもやさしい
（司会）「エコ・ルート探索」（燃費推定技術）によって 事前に目的地までの燃料費がわか

るといろいろなシーンで使えますね。

先日ちょっと遠いスーパーで通常より 50 円安いセール をやっている、ということ
で車で行こうということになりまし た。ところが事前にそこまで燃料費が 200 円
もかかることがわかるので、近い所で買い物をした方が使用燃料費が少なくてすむ、
ということがわかり、今まで気がつかなかった無駄に気がついてうれしかったです。

自宅から同じ方面に２か所、同系列のガソリンスタンドがあります。片方のスタン
ドの方が１リットル１円安い。そこで、どちらに行くか迷った際に事前に目的地ま
での燃料費をチェックしたところ１円安い方が燃料費がかかる、ということがわか
りこの機能の便利さが実感できました。

（廣瀬）

AVIC-VH9990（2010 モデル )
6 ルートリストの表示例（様々な条件を考慮した
合計6本のルートをリストで表示。それぞれのルー
トの実走距離、所要時間、料金、推定燃料費など
を同時に確認可能）

（廣瀬）

（司会）以上はほんの一例でしょうが、エコロジーであり同時にエコノミーでもある、とい
う事がよくわかりますね。

（開発担当者一同）
エコ機能は時代の要請もありこれからもナビの基本機能と考え、地道に進めていきたいです。

エコドライブ・サポートの基本になる「エコ・ルート探索」（燃費推定技術）について、開発当時の状況がよくわかりました。
これがさらに進化して最新のサイバーナビにも搭載されているわけですね。
本日はありがとうございました。          

（司会）

※「エコ・ルート探索」や「推定燃料費表示」は最新のサイバーナビにも搭載されています。

特集

4



EV専用ナビ開発ストーリー

未来は、すでに始まっている。
広がりつつある EV※社会をサポートするために、
EV専用カーナビゲーション　AVIC-MRZ007-EV の開発に立ちあがった男達の物語……

「エコロジー・エコノミー・エンジョイ」をテーマに、EV専用カーナビを開発した技術者に、
「開発にかけた熱い思い」をインタビューしました。

古庄 大神 赤木 長藤 岡本 安土 松永 廣瀬 福島

EV購入をとまどう理由や不安をさぐる

特集

※EV:electric vehicle 電気自動車

（企画）カー事業戦略部：古庄
（プロジェクトリーダー・電気設計）カー技術部：大神
（機構設計）カー技術部：赤木
（ソフト設計）カー技術部：長藤、岡本、安土、松永、廣瀬
（製品環境・司会）品質保証部：福島

【出席者】

   

（司会）環境への配慮、エネルギー問題への認識の高まりにより、環境性能の高い EV（電気自動車、
　　　  以下 EV と略）が注目されています。今回は、優れた環境配慮機能が評価され「スーパーア   
              ドバンストエコモデル」※に認定された、EV専用カーナビ AVIC-MRZ007-EV を開発した担当
　　　  者に、開発秘話や裏話を紹介してもらおうと思います。まず、どのような思いでこの製品を
　　　  商品化しようと考えたのですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境担当役員 川尻邦夫常務
( 右 ) から認定証を受取る
プロジェクトリーダー 大神

（企画）「EVはエコ！」は、みなさんよく知っていますよね。ガソリンを使わず、走行中は排気ガスも 
　　　  CO2 も出しません。EVが普及すればもっと環境に貢献できる。それなら、EVを普及させる
　　　  ため、EV のドライブを強力にサポートする、「EV専用カーナビ」を作ってしまおうっ！と、
　　　  企画しました。

（司会）どうやって探ったのですか？で、何がわかりましたか？私も一度運転しましたが？？？でした。
（企画）自ら EVを何回も運転したのです。色々なところに出かけ、色々な道路を走り、色々なケースを想定しながら走りました。
　　　  わかったというより、「見えて」きました。

※パイオニアの環境配慮製品評価制度

走るのは「車」だけではなく「人」もだと考え、ショッピング、駅や学校などへの送迎、食事、きままなひとりのドライ 
ブ  、お得意様周り、家族との楽しいドライブなど、あらゆる走行シーンを想定した走行を繰り返したのです。そして家族
や恋人・友達が同乗している、お客様・お得意様が待っているなど、あくまで「たいせつな人」が主人公のドライブパ
ターンを想定し、走行テストを繰り返しました。
見えてきたのは、

　1.「あと何キロメートル走れる」だけではなく、「どこまで走れる」のかが重要ということ。
　2. なるべく使う電力を減らしたいと、最短最速ルートを走っていても、電力の消費が多い場合があることもわかりまし
　　た。
　3. 充電スポットは行ってみたら、使用中で待つこともありました。
　4. エンジン音がなくて静かなので、いい音楽を聴きたい、家族で楽しいドライブをしたいな、とも思いました。  

（司会）「EV専用」と「強力にサポート」とは、どういうことですか？
（企画）EV に興味を持っているお客様は多いですよね、でも購入に踏み切れないお客様も多いと聞  
               いていますので、まずその理由を探ることから始めました。それがわかれば「EV専用」と
               は何が見えてくるのだと考えました。　　　　　　　　　
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特集

新たな開発と積み上げた技術を駆使

ルートアルゴリズムの検証風景納得いくまで議論、深夜までつづくことも

（開発チーム各担当が順次説明）

１、航続可能なエリアを道路に沿って表示する「推定航続エリア表示」～どこまで走れるのかの目安をわかりやすく表示～

「エコロジー」だけではない商品完成度の高さが自慢

（ソフト設計）満充電で走れる範囲を実際の道路に沿って表示できるようにしました。また、EVは常に満充電状態とは限りません、
　　　  「満充電時」に加え「50%充電時」の航続可能距離もアメーバ状に色分けして表示できるようにしました。

（ソフト設計 A）「よっしゃあ、まかせろと言いたいけど、むずかしいな」それが、その時の第一印象でした。なにしろ、企画さん
　　　  の要求を満足するには EVの走行電力消費特性から研究しないといけない。しかも燃料消費ならぬ電力消費が少ないルート
　　　  を探索しなくてはいけない。しかし、われわれには、環境賞「グリーン購入大賞」、「グリーン IT アワード」をＷ受賞した、エコ・
　　　  ルート探索がある。ガソリン車用だが、このパイオニア独自の技術を活かせるかも知れない。そう思い、すぐに協力してく
　　　  れる仲間をさがし相談をしました。　
（ソフト設計 B）あと何キロメートル走れるのかなら、走行可能な範囲を地図上にコンパスで円を描くように表せばいい。でもこれ
　　　  では海など実際には、道路がなく走行できないところまで表示することになる。しかも要求は「あと何キロメートル」では
　　　  なく、「どこまで走れる＝どこまでバッテリーがもつか」であり、範囲ではなく道路を示す必要がありますね。

（プロジェクトリーダー）パイオニアには得意ワザ「渋滞予測」「燃費推定」「画像処理」技術があるじゃないか。みんなで力を合
　　　  わせて、チャレンジしよう！とその時、決意表明をしました。（カッコよく）　

（司会）このようにして、“EV ナビ・プロジェクト” がスタートしたんですね。で、成果は？

（プロジェクトリーダー）「成果は？」と簡単に言いますが、ここまでの道のりは長く大変なものでした。みんなで、研究・実験・
　　　   実走行・シミュレーション・検証を何回も何回も繰り返しました。夜遅くまで、みんな本当によくがんばった！若いからね！
　　　  （笑）

　
（企画）もし途中で電池がなくなったら、ドライブが中断、同乗している家族に EVを押してもらわなくてはいけない。電池が不足
　　　  してきたら、目的地に到着できず、「遊園地はまた今度」、「レストランでの食事はあきらめよう」とかになります。充電に
  　　　予定以上の時間がかかったら、行きたかったところに行けない、お得意様との大切な商談に間に合わないような事態になっ
　　　  てしまいます。  
  　　　これでは、最愛の家族や、恋人・友達をがっかりさせたり、お客様にも迷惑がかかります。こんな心配をさせない、かなし
　　　  い思いをさせたくない、そして何より「楽しいドライブ」が重要だということが「見えてきた」のです。そこで企画書をま 
  　　　とめあげました。設計さんよろしく。「人を大切」に開発してくださいね…… 
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　　　  さらに、エコドライブを楽しくサポートする機能も、しっかり搭載しました。

eブレーキ（回生ブレーキ）使用率などを表示

３、「充電スポット検索＆充電スポット満空情報」機能を搭載

（ソフト設計）ドライブ中に周辺にある、充電スポットを簡単に検索できるようにしました。また、「急速充電」、「普通充電」の区
　　　  別だけでなく、使用中かどうかもわかるようにしました。

４、「充実した AV 機能」を満載、さらに「エアージェスチャー機能」を搭載

（電気設計）12 セグ地上デジタル TV、DVD-V、CD、USB、SD、FM/AMチューナーを搭載、しかも 50W×4チャンネルのハイパワー
　　　  で音楽を楽しめます。さらに、まるで、ドライバーの気持ちを先読みしてくれるかのように、手を近づけたり、サッと手を
 　　　 振るだけで、よく使うキーを表示したり、思い通りの画面に切換え、操作の手間を省き、ドライブをより心地良く快適にする、
　　　  エアージェスチャーを搭載しました。とっさのときに見たくなる推定航続エリア表示もエアージェスチャーで快適に表示可
 　　　 能です。

 　　　 EV はガソリン車と違い、エンジン音も排気ガスも出しません。ドライブ中に音楽を楽しむだけでなく、自宅で駐車し充電
              しながら、7インチの大きな画面で、テレビ、映画などを楽しむという使い方もできると思います。

５、他にもエコにこだわりました

（機構設計）これだけの充実した機能を搭載しながら、製品のサイズは車のダッシュボードにすっぽり収まる 2DIN サイズで、重さ、 
 　　　 消費電力もガソリン車用と比べて増えていません。これらも EVの消費電力を増やさないための工夫なのです。また、画面
　　　  のバックライトには低消費電力で有害な水銀を含まない LEDを採用しました。あと、お客様の目に触れることはないと思
               いますが、製品輸送時の梱包箱をエコな素材に変更したのはちょっとしたこだわりです。

（設計者一同）「どうですか？企画さん。本当は、『どうだっーーー！』って叫びたい！」（笑）

「環境・経済性・楽しさ」を実現
（企画）みなさんの努力に感謝、感謝です。EVの走行に必要な電気代はガソリン車の燃料料金に比べ安くてすむ上に、さらにその
　　　  電力も減らす多くの機能。そしてエアージェスチャーと充実の AV機能。まさに AVIC-MRZ007-EV は、電気自動車の普及に
 　　　 貢献するパイオニアカロッツェリアの自信作の誕生ですね！（拍手）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（司会）AVIC-MRZ007-EV で実現する、「エコロジー・エコノミー・エンジョイ」がよくわかりました。
　　　  本日はお忙しい中、集まっていただきありがとうございました。

特集

２、「EV 専用エコ・ルート探索」を開発　　～電力消費を抑えたエコドライブを実現～

（ソフト設計）ガソリン車と違い、減速時などに回生ブレーキを利用して電力を蓄える EVでは、ブレーキを踏まずに走り続ける高
　　　  速道路などよりも適度に加速と減速を繰り返すルートのほうがバッテリーを長持ちさせられます。開発した「EV専用エコ・ 
　　　  ルート探索」機能は、「時間」や「距離」だけでなく、最も「エコ」を優先したルートを選択でき、電力消費を抑えた効率
　　　  的なドライブができるようした機能なのです。EVの走行電力削減は、社会の「節電」に加え、ユーザーの充電頻度・充電
               回数を減らし充電のために支払う電気代も少なくできます。
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かんきょう玉手箱で、楽しく学習
「マンガかんきょう玉手箱」は、今話題になっている環境関連の事項をこどもの視点で
わかり易く解説しています。主人公は環境問題ならおまかせという猫のスピ丸と好奇
心いっぱいの小学生のピオちゃんです。

サイトの内容は小中学生向けですが、読者の方からは「大人でも参考になる」などの
コメントをいただくこともあります。 是非一度ご覧いただければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特集

■マンガ　かんきょう玉手箱
http://pioneer.jp/environment/tamate/
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環境方針

環境方針 環境経営

パイオニアグループは企業理念「より多くの人と、感動を」に沿って、「環境保護の理念」を定めグループ全体で共有しています。
そして、その具体的な考え方を「環境方針」として示し、事業所における環境マネジメント活動及び製品のライフサイクル全体で
の環境負荷低減活動へ展開しています。 

環境保護の理念

パイオニアグループは、地球環境を維持、改善し、次世代に引き継ぐことが企業の使命の一つであることを深く認識し、常に豊か
で安全な環境の実現に寄与するよう努めます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

パイオニア環境方針

環境保護の理念に基づき、事業活動で影響を及ぼす地域のみならず、地球規模での環境問題と関連する下記の 4項目を重要と認識し、
継続的に改善をします。

    1. 地球温暖化防止
    事業活動ならびに製品のライフサイクルに起因するエネルギ－の使用と温室効果ガスの排出を削減する努力をします。

    2. 省資源と資源循環
    事業プロセスでの材料・水などの資源の使用を減らすとともに、資源の循環を可能な限り推進します。

    3. 化学物質の管理
    使用する化学物質の確実な管理を行ない、有害な可能性のある化学物質は継続的な削減・代替に努めます。また化学物質の利用  
   にあたっては汚染の予防に努めます。

    4. 生物多様性の保全
    地球上の野生生物、森林、海洋などの生態系を保全し、生物多様性を維持することが重要と考え、自然環境保護への建設的な行 
    動をします。

    　　　環境保護活動を推進するにあたっては、次の４つの基本姿勢で臨みます。

    5. 法規制の遵守
    適用を受ける環境法規制を遵守しつつ、必要に応じて自主管理基準を定め事業活動を行ないます。

    6. 情報開示とコミュニケーション
    環境に関する情報をステークホルダーに提供し、広く社内外からの意見を尊重して、環境活動に活かします。

    7. 環境教育
    環境保護を意識し、行動に結びつけることのできる人材を育てることを目的とした環境教育を推進します。

    8. 社会貢献
    良き企業市民として、より良い地球環境及び地域環境の実現につとめ、社会の発展に貢献します。

パイオニア環境マーク
パイオニア環境マークは、｢地球｣｢環境｣｢共生｣をイメージしており、地球と双葉をモチーフにデザインしました。
パイオニアの環境保護活動のシンボルとして環境に関する報告書、環境ポスター、活動ツールなどに表示し、社
内での啓発や社外へのアピールをするために世界中で使用しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

使用例

環境報告書（背表紙） ごみゼロ活動で使用
するエプロン（本社）

寺院に寄付した
ゴミ箱（タイ：PTM）

クリーン活動の旗（十和田パイオニア）
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環境影響評価から導き出した環境課題　
パイオニアグループの海外拠点を含む環境負荷の要素をライフサイクル視点で数値化しました。※1 グラフはその占有率です。これ
らの要素をグループ化してみると課題が見えてきます。最も大きい要素はエネルギーの使用で 77 % を占めています。主な構成要
素は電力、重油、都市ガス、ガソリン（通勤）などです。エネルギーの使用が関連する環境の課題は地球温暖化です。 次の要素は
廃棄物と水の使用が 15 % を占めています。これらの課題は資源循環です。資源の有効利用は事業活動を通じて考慮しなければな
らない重要なテーマです。残った要素（6 %）は化学物質です。VOC※2 の排出や、PRTR 物質※3 の排出から、導き出したのは化学
物質の適正な管理です。化学物質の管理により汚染の予防を目指します。

※1    LIME（日本版被害算定型環境影響評価手法）を用いて数値化。
※2　Volatile Organic Compounds の略。化学物質の中でも、揮発性有機化合物と呼ばれている。
※3　特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律（PRTR 法）の対象物質。 

環境課題の認識

パイオニアグループの環境影響評価 

地球温暖化対策

地球温暖化対策の考え方

社会的責任　　　　　　　　
1992 年にリオで開かれた環境と開発に関する国際連合会議において、地球温暖化が課題として認識され、気候変動枠組み条約にな
りました。また、持続可能な開発の考え方が提唱され、アジェンダ 21 では環境問題の解決手法として共通だが差異ある責任が謳わ
れました。パイオニアは、気候変動によるリスクおよび機会を経営課題としてとらえ、自らの立っている位置を認識し、持続可能
な開発のために企業がその社会的責任を果たすという基本的考え方に従って、地球環境問題に取り組んでいます。
事業所の生産活動によって環境に与える負荷が相対的に大きい要素はエネルギーの使用です。事業活動によって消費するエネルギー
の削減に計画的に取り組みます。また、製品を構成する購入部品の生産時のエネルギーの使用、お客様がパイオニア製品を使用す
る際に排出する温室効果ガスの排出削減についても取り組んでいきます。 

ステークホルダーとの約束　　　　　　　　
パイオニアは、電機電子業界の地球温暖化対策自主行動計画に賛同し、1990 年を基準年とし 2013 年 3 月までのエネルギー削減目
標を定め活動してきました。業界の目標 35 % に対し自主削減目標 36 % の目標を設定し、2009 年 3 月期から 2013 年 3 月期までの
平均値で 56 % 削減の実績を達成しました。今後も、電機電子業界の低炭素社会実行計画に参加し、2012 年度を基準とし 2020 年
度の目標達成に向け活動していく予定です。地方自治体の進める地球温暖化対策制度への参加としては埼玉県の目標設定型排出権
取引制度および、川崎市事業活動地球温暖化対策制度により、目標値を設定し活動していますが、2013 年 3 月時点では目標削減量
を達成しています。 

環境経営
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再生可能エネルギーの導入

パイオニアグループのエネルギー使用量の 93 % は電力です（2013 年 3 月度実績）。そのほと
んどを電力会社から購入しています。現在、再生可能エネルギーの導入は国内においてパイオ
ニアマイクロテクノロジー（山梨県）で150 kW、川越事業所で30 kWの太陽光発電設備を設置し、
試験的に利用しています。事業所の電力量をすべて太陽光発電でまかなうには広大な土地と大
きな初期投資が必要となり、さらに天候に左右される発電量など現実的ではありません。海外
では、ベルギーにおける管理と物流の拠点（パイオニアヨーロッパ PEE）において、100 % 再
生可能エネルギー（風力、太陽光、バイオマス）による発電を行っている電力会社から電力を
購入しています。
今後は社会インフラが整ってきた時点で積極的にグリーン電力を採用していきたいと考えてい
ます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　川越事業所の太陽光発電施設

エネルギー起源以外の温室効果ガス削減の取り組み

パイオニアの国内におけるエネルギー起源以外の温室効果ガスの排出状況は、省エネ法、温対法の報告が必要になるレベル（1物
質 CO2 換算 3000 トンを超える場合）の事業所はありません。主な排出源は、半導体生産プロセスにおける使用、潤滑剤の溶剤に
使用するHFC※になります。出荷している製品に含まれるもの（例：冷凍機コンプレッサーなど）もありません。そのほか事業所でター
ボ冷凍機や高電圧受電設備においては密閉系で使用しています。
半導体生産工程での使用は、生産プロセスに必要な最低限の量に制御するなどの工夫で排出量削減に取り組んでいます。フッ素系
潤滑剤を塗布する際に使用する溶剤については、出来る限りオゾン層破壊係数がゼロで、地球温暖化係数の低いものに切り替えて
います。これらはほとんど京都議定書の温室効果ガス以外のものになっています。空調設備や受電設備で使用する温室効果ガスの
管理については日常の管理を充実することにより、漏れ等のないようにしています。

※HFC（ハイドロフルオロカーボン）京都議定書で削減対象となっている温室効果ガス 

エネルギー起源以外の温室効果ガス排出量の推移（国内） 

環境経営

※省エネ法対象物質は CO2,CH4,HFC,PFC,N2O,SF6 ですが、HFE,NF3 も集計範囲に含んでいます。
※2011 年 3 月期以降のデータはプロセスの反応率、除外設備の除去率を考慮しています。
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パイオニアは、物流においての省エネルギーに努めています。生産材の輸送から販売に関する輸送まで、全ての物流においてさま
ざまな取組みを行っています。
特に、トラックから鉄道や海運へ輸送手段を移行するモーダルシフトの推進に従来から力を入れてきました。2013 年 3 月期におけ
る製品の鉄道・船舶輸送の取扱量は136万トンキロ※で、これによりトラック輸送と比較しておよそ395トンのCO2を削減しました。 

物流の省エネ（モーダルシフト）

モーダルシフトによる取扱量（国内） 

※トンキロ とは、貨物輸送量を表す単位のことです。例えば、1トンの貨物を 1 km運んだ場合は、「1 トンキロ」と表します。

パイオニアの資源の有効活用に対する取り組みは、1996 年に ISO14001 環境マネジメントシステムの導入を決め、外部認証を受け
るために職場から出るごみを分別することからスタートしました。

その後、ごみを分別しリサイクルする、リサイクルを推進し埋め立て廃棄物を減らす（廃棄物ゼロエミッション）、といった活動を
継続して行いました。またリサイクルの方法もサーマルリサイクル（熱回収）からマテリアルリサイクル（再利用）と質を向上さ
せる取り組みを行っています。

その中で、製造メーカーとして、投入した材料を無駄なく利用して製品を世に送り出し、廃棄物をゼロに近づける事が最終目標で
あることに気づきました。このような考えで、資源として再利用が可能な有価物についても、削減するように評価指標に入れて削
減活動を進めています。 

資源循環　

廃棄物・有価物削減の目標設定　　　　　　　　
廃棄物削減と資源の有効活用は、工場やオフィスといった事業所ごとに特性が異なるので、生産プロセスの違いや業務フローに合
わせて、それぞれで活動計画を立てています。半導体生産プロセスではフォトレジストの塗布量の最適化や、設計部門では基板の
端材（捨て基板）をなくすなど、廃棄物・有価物の削減のためのアプローチは様々です。

水資源の保全　　　　　　　　
水資源の保全に関する基本的な方針は、拠点ごとの事業特性に応じた環境負荷を把握、分析し、その影響を許容範囲内に収めるこ
とを、グループ全体の活動方針としています。

水資源を多く使用する事業は、半導体生産、有機 EL ディスプレイ、スピーカーの生産と特定し、それらの事業所では、水使用量の
削減活動として、要求水質に応じた再利用や、出来る限り密閉化による循環使用を進めています。特に純水製造施設のある事業所
においてはシステムを工夫し、排水を再利用することにより水の使用量削減に取り組んでいます。 

資源の有効活用に対する取り組み（究極の廃棄物ゼロエミッションを目指して）

環境経営
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パイオニアグループの各事業所における汚染の予防の基本的な考え方はグループ全体の経営リスクマネジメントの中に位置づけて
います。各セクションでリスクアセスメントを実施し、影響の大きさと、発生の確率を想定しその重要度に応じてリスクを小さく
するよう活動しています。また、汚染の予防とコンプライアンスの維持については ISO14001 環境マネジメントシステムの手法を
有効活用し、全世界のパイオニアグループで取り組み方針を共有しています。
生産プロセスに関わる化学物質の管理については、業界の自主削減活動と連携して、有機塩素系溶剤や、オゾン層破壊物質の生産
工程での使用をすでに全廃しています。
電機電子業界の VOC※自主削減対象物質について、排出量の削減を行っています。PRTR 法は、日本国内の指定化学物質の排出量、
移動量を届出、公表する仕組みですが、パイオニアは全世界の生産事業所においても共通の化学物質リストに従い、取扱量、排出量、
移動量の把握を行っています。環境への排出については国内も含め現地の規制や条例、および工業団地の自主規制等に従い管理し
ています。
※ VOC：揮発性有機化合物（トルエン、キシレン、イソプロピルアルコールなど）

汚染の予防と環境リスクマネジメント　

厳しい自主管理基準

万が一、事業所で何らかの事故が起き、環境汚染を周囲に及ぼすような事態が生じると、周辺住民はじめ多くの関係者に損失とご
迷惑を与えかねません。またその修復には多大な時間とコストを要します。こうしたリスクを事前に回避するため、パイオニアは、
法律で定められた基準よりもさらに厳しい自主管理基準を設け、法律の基準値を超えることを未然に防止しています。

2013 年 3 月期の国内事業所における法令違反はゼロ件でした。また、各事業所に寄せられた環境関連の苦情、要望等もありません
でした。 

緊急時対応訓練の実施

事故が起きた場合、環境への影響が大きいことが予想される設備（重油タンク等）については、起こりうる事故を想定した緊急時
対応訓練を実施しています。また、その影響をただちに最小限にするための対策を実施するだけでなく、事業所が立地する自治体
へすみやかに報告する体制を整えています。 

パイオニアグループは、環境方針において、生物多様性の保全に取組むことを宣言して、活動に取り組んでいます。

企業は、食料や水の提供を受けるなどの多様な生物に支えられた生態系サービスの恩恵を受けて事業活動を行っていますが、同時に、
生物種の減少などの影響を生態系に与えています。

環境影響評価結果から、パイオニアグループではエネルギーの使用や廃棄物などによる環境負荷が大きいことがわかります。
そこで、パイオニアグループが生物多様性の保全に取り組むためには、地球温暖化防止や省資源と資源循環、及び化学物質の管理
に取り組むことで、総合的な環境負荷の低減に努め、生物多様性の保全に寄与することが必要と考えて継続的に取り組んでいます。

また、パイオニアの森の活動のように、地域の森林保全活動を実施することで、地域貢献活動と生物多様性の保全につながる取り
組みも継続して行っています。 

生物多様性の保全についての考え方　

PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、過去に電力用のトランスやコンデンサーに広く使用されていました。PCB は難分解性の化学物質で、
ストックホルム条約（POPs 条約）で製造、輸入が禁止されています。使用済みの PCB 含有機器については、平成 39 年 3月末まで
に処理を終了することになっています。2013 年 3 月期における国内の処理、保管状況は、保管中が 11 台となっています。 

PCB の管理を徹底

環境経営
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パイオニアグループの環境負荷　
パイオニアグループは環境負荷削減活動を効果的に推進するために、LCAの視点から事業活動の環境データを継続的に把握し、環
境影響評価に活用しています。

パイオニアグループの環境負荷 環境経営
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過去３年の推移
インプット 

アウトプット 

環境経営

TJ：テラジュール
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2013 年 3 月期のおもな目標・実績　

パイオニアグループは環境課題として地球温暖化防止、資源循環及び化学物質の管理に取り組んでおり、2013 年 3 月期は 4件の目
標に対して、4件全てを達成しました。この結果をふまえて、2014 年 3 月期及び 2016 年 3 月期の目標を定めて活動を推進してい
きます。

目標、計画および実績

（注）自己評価の基準
◎目標を大幅に達成した　／◯目標を達成した　／△目標達成にわずかに届かなかった　／×目標未達成であった
                  
※ 実質生産高原単位 : CO2 排出量÷実質生産高 （各年度の生産高を 1991 年 3 月期基準とした電気・電子機器の日銀国内企業物価指数
     （2013 年 3 月期は 0.314）で割って算出した。）

環境経営
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これからの目標　

※1　生産プロセスで使用する京都議定書対象の CO2 を除く温室効果ガス。
※2　パイオニアのゼロエミッションルールによる。拠点ごとに判定する。
※3　VOCは電機電子業界自主削減活動対象の 20 物質。

環境経営
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マネジメント 環境経営

パイオニアは各事業所や国内グループ会社ごとに推進していた環境マネジメントシステムを統合し、国内グループが一丸となって
活動できる体制を整えてきました。今後は海外グループ会社への展開も見据えて、パイオニアグループ全体の環境活動の成果をよ
り一層高めていきます。

パイオニアは、1991 年に環境保護活動を統括する「パイオニア環境保護推進委員会」を発足させ、環境問題に対する取り組みを検
討し、グループ全体で活動する体制を整えてきました。2006 年には組織横断的に製品に関わる環境保護活動を統括する「パイオニ
アエコプロダクツ委員会」を発足させ、現在の 2つの委員会体制を敷きました。これらの委員会が事業所と製品の 2つの切り口か
ら環境保護活動を展開し、パイオニアグループ全体の環境保護活動を推進しています。 

地球温暖化対策を中心に環境保護活動への取り組みが重要性を増す中、より活動の成果を上げていくために、パイオニアグループ
では環境経営を効率的かつ強力に推進しています。
このため、パイオニアは、国内及び海外の事業所で国際規格 ISO14001 にもとづく、「環境マネジメントシステム」を構築し、環境
保護活動を展開しています。

環境保護活動体制

環境マネジメントシステム 

18



【日本】

    ・パイオニア（株） 本社
        ・川越事業所
    ・東北パイオニア（株） 本社
        ・米沢事業所
    ・最上電機（株）
    ・東北パイオニア EG（株）
    ・パイオニア・マイクロ・テクノロジー（株）
    ・パイオニアコミュニケーションズ（株）
    ・十和田パイオニア（株）
    ・（株）パイオニア FA
    ・インクリメント P（株）
    ・パイオニアサ－ビスネットワ－ク（株）
    ・パイオニア販売（株）
    ・パイオニアマーケティング（株）
    ・パイオニアソリューションズ（株）
    ・パイオニアシステムテクノロジー（株）
    ・（株）フクイン
    ・パイオニアウェルフェアサービス（株）
    ・（株）テック・エキスパーツ

    ・パイオニアファインテック（株）
    ・（株）テクニカルオーディオデバイセズラボラトリーズ
    ・パイオニアデジタルデザインアンドマニュファクチャリング（株）

    ・パイオニア労働組合
    ・パイオニア企業年金基金
    ・パイオニア健康保険組合

    ・（株）PMC

環境経営

ISO14001 認証取得事業所・会社一覧（2013 年 4 月現在）

2007 年 8 月に、パイオニア株式会社の全事業所（本社、川越事業所、川崎事業所、総合研究所）における、ISO14001 環境マネジ
メントシステムを統合し外部認証を受けました。さらに 2009 年 9 月には、国内グループ会社へその範囲を拡大しました。
この統合により、国内グループ全体で PDCA※を確実に実施し、より高度な目標に向かって組織一丸となった活動を展開しています。
将来は海外グループ会社への展開も見据えて、グローバルで環境保護活動の成果をより一層高めていきます。

※PDCA : P（Plan：計画）、D（Do：実行）、C（Check：評価）、A（Act：改善）の略です。 

環境マネジメントシステムの統合 

環境マネジメントシステムの有効性の確認と継続的改善を図るため、定期的に「内部環境監査」を実施しています。 また、外部審
査も受審しています。
内部環境監査を実施するに当たり、2013 年 3 月期の全世界のパイオニアグループでは、327 名の内部環境監査員が活動しています。
また、これらの環境監査で指摘や気づきのあった問題点や改善点に対し、グループ内へ適切に水平展開して活動のレベル向上に努
めています。 

環境監査
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【アメリカ大陸】

アメリカ合衆国  ・Pioneer North America, Inc. （PNA）
                               ・Pioneer Automotive Technologies, Inc. （PAT）
カナダ                  ・Pioneer Electronics of Canada, Inc.（POC）
ブラジル              ・Pioneer do Brasil Ltda.（PBL） 

【ヨーロッパ】

ベルギー              ・Pioneer Europe NV（PEE）
イギリス              ・Pioneer GB Ltd. （PGB）
ドイツ                  ・Pioneer Electronics Deutschland GmbH（PED）
フランス              ・Pioneer France SAS（PFS）
イタリア              ・Pioneer Italia S.p.A.（PEI）
オランダ              ・Pioneer Benelux BV （PEB）
スペイン              ・Pioneer Electronics Iberica SA（ESP）
ノルウェー          ・Pioneer Norge A/S（PEN）
スウェーデン      ・Pioneer Scandinavia AB （PES）

【アジア＆オセアニア】

シンガポール     ・Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.（PAC）
マレーシア         ・Pioneer Technology （Malaysia） Sdn. Bhd.（MPT）
タイ                      ・Pioneer Manufacturing （Thailand） Co., Ltd. （PTM）
                              ・Tohoku Pioneer （Thailand） Co., Ltd. （TPT） 
ベトナム             ・Tohoku Pioneer （Vietnam） Co., Ltd.（TPV） 
中国                      ・Pioneer China Holding Co., Ltd. （PCH） 
                              ・Pioneer Technology （Dongguan） Co., Ltd. （PTD）
                              ・Pioneer Technology （Shanghai） Co., Ltd. （PSG）
                              ・Pioneer Electronics （Shanghai Export Zone） Co. 
                                 Ltd. （PGE）
                              ・Pioneer （HK） Ltd. （PHK）
                              ・Dongguan Monetech Electronic Co., Ltd. （MND）
                              ・Shanghai Pioneer Speakers Co., Ltd. （SPS）
                              ・Mogami Dongguan Electronics Co.,Ltd. （MDE）
                              ・Pioneer Sintai （Donguan） Optical Co.,Ltd.（PSD）
オーストラリア ・Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd.（PTY） 

環境会計

パイオニアは、環境省発行の「環境会計ガイドライン 2005 年版」をもとに、「パイオニア環境会計ガイドライン」を制定していま
す。その中で便宜上、環境投資を定額償却 5年、効果 5年と定めています。環境投資の計上は、当社の環境会計元年である 1999
年以降に発生したものを対象としています。グリーン購入については主に、環境配慮した時としない時の比較が可能で、なおかつ
その差額が顕著な項目に絞り計上しています。人件費については、環境専任部門は 100 % 計上し、それ以外の環境活動については
按分か、または時間×賃率により計上しています。経済効果については、リサイクル売却利益やコストの節約（電気代や廃棄物
処理費用、環境負荷物質測定費用などの節約）を計上していますが、いわゆる「みなし効果（リスク回避によるもの）」は計上し
ていません。 

パイオニア環境会計ガイドライン

パイオニアは 1999 年 10 月から、環境会計の集計を続けています。集計範囲は、国内、および海外の ISO14001 認証を取得している、
事業所および子会社としています。今後も企業の環境保護活動における重要なツールとして、環境会計を集計し、公表していきます。 

環境経営
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環境コスト 

社会的責任　　　　　　　　

パイオニアグループの 2013 年 3 月期における環境会計の集計結果は、投資額約 1億円、費用約 10 億円、効果金額約 1億円と、前
年度に対しほぼ同等の結果となりました。

2013 年 3 月期の集計結果 

（百万円）

環境経営
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（百万円）

環境経営

経済効果

22



製品のエコ
環境配慮への取り組み

ライフサイクル視点で見た製品アセスメントの流れ

パイオニアは「環境負荷ゼロ」を目指して、さまざまな環境を配慮した取り組みを行っています。原材料の採掘から製品の生産／
流通、お客様でのご使用／廃棄までの製品のライフサイクル全体を対象に LCA（ライフサイクルアセスメント）を行っています。
環境へ及ぼす影響を具体的にし、ステークホルダーの皆様へ情報を提供するとともに、結果の分析を行い環境負荷低減に取り組ん
でいます。設計段階から製品環境アセスメントやエコモデルの評価を行うことで地球温暖化防止や省エネルギー、資源の循環的な
利用など環境性能の向上を確認すると同時に、製品に含有する化学物質による環境影響の最小化にも取り組んでいます。
パイオニアは製品の楽しさとともに安心・安全で優れた環境性能についても、より多くの皆様にホームページ、展示会、ニュース
リリースなどを通じてお伝えし、ご意見を伺うことで、さらなる環境負荷の低減に取り組んでいきます。
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製品のエコ

スーパーアドバンストエコモデル
≪環境性能がきわめて高い製品≫
業界トップクラスの環境性能を実現した製品、または当
社独自の環境技術を搭載した製品。

アドバンストエコモデル
≪環境性能に優れている製品≫
従来製品に比べ環境性能が向上している、他社製品に比
べ環境性能が優れているなど、一定水準の環境性能を備
えた製品。

エコモデル
≪基本的な環境性能を備えた製品≫

環境配慮製品の評価体系

スーパーアドバンストエコモデル認定製品

製品開発への取り組み

カロッツェリア "EV/PHV 用カーナビゲーション "（2012 年モデル）

パイオニアは開発するすべての製品で、ライフサイクル全体での環境負荷の低減をめざす活動を進めています。設計段階では全製
品を対象に製品環境アセスメントを行い、環境品質を確認します。製品環境アセスメントでは法令遵守事項を確認するとともに、
製品ライフサイクルの各段階においての製品環境の 3つのポイントを確認します。また、製品承認段階では当社の環境配慮製品の
評価体系に基づいて達成状況を確認し、製品リリース時にスーパーアドバンストエコモデル／アドバンストエコモデル／エコモデ
ルとして認定します。

EV（電気自動車）や PHV（プラグインハイブリッド車）用 AV一体型メモリーナビゲーション。当社独自の環境技術「電力消費量
ーポサにコエつか適快をブイラドのVHPやVEい高の能性境環、りよに」プールトーマス「え加に」ムズリゴルアトール「、」術技定推

ト。バッテリー切れへの不安を解消し、EVの普及促進にも貢献します。

パイオニア独自の環境配慮度に関する評価制度によって認定された製品を紹介します。

カーエレクトロニクス製品

「EV専用エコ・ルート探索」のイメージ 「推定航続エリア表示」のイメージ

AVIC-MRZ007-EV、AVIC-EVZ05

製品環境の 3 つのポイント
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製品のエコ

[ 主な環境配慮項目 ]

EV（電気自動車）専用エコ・ルート探索

推定航続エリア表示
（AVIC-MRZ007-EV のみ）

充電スポット検索

エコステータス機能

PHV（プラグインハイブリッド車）にも対応 
   

数々の環境賞を受賞した "エコ・ルート探索 "に加え、EV の特性に合わせた技術
により、搭載車の消費電力を削減

道路状況を考慮した推定航続エリアをアメーバ状に表示し、満充電 /50 % 充電の
2モード表示が可能

充電スポット案内に加え、急速・普通充電の種別、さらに充電スポットの「満」
「空」情報も案内

走行中の「瞬間電力消費率」と「平均電力消費率」、電力消費量を過去の平均と
比較し確認できる機能、「eブレーキ率」などが効率的な運転をサポート

「推定航続エリア表示」や「エコ・ルート探索」など、EV用機能が PHV でも使
用可能

環境担当役員 川尻常務（右）から
スーパーアドバンストエコモデル認定証を
受け取るカー技術部 大神

PRS-D700

AVIC-MRZ007-EV AVIC-EVZ05

大幅な小型・軽量化などによる、搭載車両および製品輸送時の環境負荷低減。

[ 主な環境配慮項目 ]

小型・軽量化
    ・回路設計の高密度実装化
    ・最適な放熱設計

消費電流の削減
    ・信号処理の高効率化
    ・新たなデジタル統合 IC を採用した高性能 Class D 増幅回路

これらにより、本体質量を従来製品（PRS-D8200）比 56 % 減、平均消費電流を 15 % 減。

《搭載車両の負荷軽減による効果※》
    ・CO2 排出量 33 % 削減
    ・燃料消費量 1.2 ℓ削減（年間）

《製品輸送時の負荷軽減による効果※》
    ・ CO2 排出量 52 % 削減

※製品 1台あたりの効果、比較機種は当社 PRS-D8200（2008 年モデル）

カロッツェリア " カーパワーアンプ " PRS-D700
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製品のエコ

AVIC-VH99HUD AVIC-ZH99HUD

＜AR情報が映し出されるイメージ＞

[ 主な環境配慮項目 ]

AR（拡張現実）情報をフロントウィンドウの先に映し出す究極の直感誘導。多彩なエコドライブ・サポート機能がさらに進化を続
けるハイエンド・カーナビゲーション。

カロッツェリア " サイバーナビ "（2012 年モデル）
AVIC-VH99HUD、AVIC-VH99CS、AVIC-VH99、AVIC-ZH99HUD、AVIC-ZH99CS、AVIC-ZH99
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製品のエコ

AVIC-VH9990 AVIC-ZH9990 AVIC-H9990

AVIC-VH09CS AVIC-ZH09CS AVIC-ZH09-MEV

グリーン IT アワード 2010 "審査員特別賞" 受賞

2010 年　第 12 回　グリーン購入大賞 "審査員特別賞" 受賞

[ 主な環境配慮項目 ]

エコドライブや渋滞緩和をさまざまな先進機能でサポートし、クルマ社会の省エネ・CO2 削減に寄与。

    ・AR スカウターモード：推奨車間距離を表示し、渋滞の緩和をサポート
    ・エコ・ルート探索：最も燃料消費量の少ないルートを案内
    ・エコステータス：エコ度合いを楽しみながら確認できる機能
    ・スマートループ渋滞情報：約 70 万 kmの全道路（細街路除く）まで対応し、渋滞回避能力が向上

[ 主な環境配慮項目 ]

　・エコ・ルート探索：最も燃料消費量の少ないルートを案内
　・エコステータス：エコ度合いを楽しみながら確認できる機能
　・ スマートループ渋滞情報：約 70 万 kmの全道路（細街路除く）まで対応し、渋滞回避能力が向上

カロッツェリア " サイバーナビ "（2011 年モデル）
AVIC-VH09CS、AVIC-ZH09CS、AVIC-VH09、AVIC-ZH09、AVIC-ZH09-MEV

カロッツェリア " サイバーナビ "（2010 年モデル）
AVIC-VH9990、AVIC-ZH9990、AVIC-H9990
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製品のエコ

VSX-S300 VSX-S500

AV マルチチャンネルアンプ

ホームエレクトロニクス製品

VSX-S300、VSX-S500

AV マルチチャンネルアンプ

SC-LX85、SC-LX75

SC-LX85 SC-LX75

神奈川県川崎市主催
「低 CO2 川崎ブランド '12」認定製品

[ 主な環境配慮項目 ]

　・スマートループ渋滞情報：ルート探索の高品質化により、渋滞回避能力が向上
　・概算燃料費表示：ルート候補の中から、最も燃料消費の少ないルートが選択可能
　・スマートループドライブレポート：走行後に、エコドライブ状況のふり返りが可能

[ 主な環境配慮項目 ]

エコモードやデジタル技術で省エネ（節電）を徹底させた本格シアター対応 AVアンプ。

　・エコモード：消費電力を最大約 35 % 削減する機能
　・低消費電力：70 W（VSX-S300）、74 W（VSX-S500）
　・製品輸送時の省エネ：製品サイズをスリム &コンパクトにし、輸送積載効率が向上

カロッツェリア " サイバーナビ "（2008 年モデル）
AVIC-VH9000

[ 主な環境配慮項目 ]

　・消費電力の削減
　　　 従来のアナログアンプ（VSA-AX10Ai-N）との比較
　　　　定格消費電力 580 W → 370 W 削減率 36 %
　　　 従来のデジタルアンプ（SC-LX83）との比較
　　　　実使用状態消費電力 271 Wh → 204 Wh 削減率 25 %（映画 1本鑑賞時の参考消費電力値）
　・待機消費電力 0.1 W（HDMI○によるコントロール機能OFF 時）
　・自動電源オフ機能を搭載
　・製品輸送時の省エネ：製品質量・梱包容積の削減により、輸送積載効率が向上。製品輸送時の CO2 排出量を 37 % 削減。
　（当社基準による算出値）

R
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製品のエコ

" ピュアモルトスピーカー " シリーズ

S-A4SPT-PM S-A4SPT-VP S-PM300

[ 主な環境配慮項目 ]

使用済みウイスキー樽をスピーカーキャビネットなどにリサイクルし、3Rに寄与。

" ピュアモルトスピーカー "シリーズは、社団法人産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター主催の「平成 21 年度 資源循
環技術・システム表彰」において、「経済産業省産業技術環境局長賞」を受賞

アドバンストエコモデル認定製品

最新の認定製品
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製品のエコ
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製品のエコ
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製品のエコ

カーエレクトロニクス製品
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製品のエコ

ホームエレクトロニクス製品
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製品のエコ

34



製品のエコ
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製品のエコ
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製品のエコ

業務用・産業用製品
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エコプロダクツ大賞 （2008）
サイバーナビ AVIC-VH9000

グリーン購入大賞 （2009） 
デマンドバスナビシステム 

資源循環技術・システム表彰 （2009） 
ピュアモルトスピーカーシリーズ 

グリーン IT アワード、グリーン購入大賞 （2010） 
サイバーナビ AVIC-VH9990 シリーズ 

低 CO2 川崎ブランド （2012）　 
AV アンプ SC-LX85 

かわさき環境ショーウィンドウ大賞 （2012）
ナビデータ 

パイオニアは環境賞を多数受賞 - 環境賞表彰・評価
環境賞とは環境の専門家・有識者が審査を行う第三者による評価認定制度で、企業などの環境取り組み促進や環境配慮製品の開発
を目的にしています。
当社が独自に開発した環境技術は、業界トップクラスの環境性能・環境機能と認められ、厳しい審査を行うことで有名な権威ある
環境賞を数多く受賞し表彰されています。
パイオニアはこれからも全社一丸となり、優れた環境配慮製品を創出していきます。

製品のエコ
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製品のエコ

年

2012

2010

2009

2008

2005

2002

受賞製品

AV アンプ
SC-LX85

低 CO2 川崎ブランド

かわさき環境
ショーウィンドウ大賞

省エネ大賞

グリーン IT アワード

グリーン購入大賞

グリーン購入大賞

資源循環技術・
システム表彰

3R推進功労者等
表彰

エコプロダクツ大賞

資源循環技術・
システム表彰

省エネ大賞

資源循環技術・
システム表彰

認定

入賞

東日本地区
発表

審査員特別賞

審査員特別賞

大賞

経済産業省
産業技術環境
局長賞

3R推進協議会
会長賞

エコプロダクツ
推進協議会

会長賞（優秀賞）

クリーン・ジャパン
・センター
会長賞

省エネルギー
センター
会長賞

クリーン・ジャパン
・センター
奨励賞

川崎市

川崎市

省エネルギー
センター

グリーン IT 推進
協議会

グリーン購入
ネットワーク

グリーン購入
ネットワーク

クリーン・ジャパン
・センター

3R推進協議会 

エコプロダクツ
大賞推進協議会

クリーン・ジャパン
・センター

省エネルギー
センター

クリーン・ジャパン
・センター

省エネ
LCA

省電力

省電力

省燃料

省燃料

省燃料

リサイクル

リサイクル

省燃料

リサイクル

省電力

リデュース
リサイクル

カーナビスマート
ループデータ

サイバーナビ
AVIC-VH9990
シリーズ

デマンドバス
ナビシステム

ピュアモルト
スピーカー
シリーズ

サイバーナビ
AVIC-VH9000

ピュアモルト
スピーカー

プラズマ TV
PDP－435SX

DVD プレーヤー
DVDミニ楽

（ラクラ）DV-U7

環境賞 受賞名 主催者※ 評価理由

※ 受賞当時の名称

パイオニア製品環境賞受賞経歴
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製品のエコ省エネルギー
パイオニアは製品の省エネルギーに取り組むことでCO2削減に貢献します。オーディオシステムには無くてはならないアンプでは、
当社独自のデジタル技術で消費電力の 1/2 化を実現しました。このデジタルアンプ技術は家庭用のオーディオ製品にはハイエンド
機から普及機まで、自動車用のオーディオ製品にも展開しています。
また、電気製品は電源プラグをコンセントに挿しておくだけで電力をわずかですが消費しています。この小さな電力（待機時消費
電力）にもしっかり目を向けて、ほとんどの製品で 0.5 W 以下を実現しました。
カーナビ製品では、もっともガソリン消費が少ないルートを探索することで省エネ（低燃料消費）を実現しています。
これら代表的な製品について「家のエコ」、「車のエコ」で紹介しています。
また、製品輸送時の省エネとして、消費燃料の削減にも取り組んでいます。物流拠点の統廃合や物流ステップの簡素化を始め、複
数の部品メーカーからの輸送距離を短縮するため、ミルクラン※を導入しています。 輸送手段では、トラック輸送を鉄道や海運へ
切り替えるモーダルシフトを可能な限り活用しています。

※ 生産用部品を複数の取引先から効率よく集荷するため、一つの輸送便が複数の取引先を巡回し集めて回る仕組み。

デジタルアンプ技術による消費電力の削減例 カーナビのルート探索によるガソリン消費の削減例

物流の省エネによる輸送時 CO2 の削減例
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製品のエコ資源循環
パイオニアは製品のライフサイクル全体での資源循環に取り組んでいます。部品購入段階では取引先とともにリサイクルが容易に
できるよう材料を選択しています。設計段階では製品アセスメントを実施し、個別に目標値を設定し、製品の小型・軽量化／部品
点数の削減／解体の容易化／リサイクルしやすい構造設計を推進しています。製品の廃棄段階ではそれぞれの消費地のリサイクル
法にそって適切に処理できるよう、グローバルでの法規制監視体制を整えています。

リサイクル
廃電気・電子機器のリサイクルは日本での特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）や資源有効利用促進法、欧州では
WEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment）指令、米国における各州の廃家電リサイクル法、中国・韓国・インドなど世界
的な広がりをみせています。パイオニアは各国のリサイクル法規制を遵守し、リサイクルに配慮した設計を推進することにより資
源有効利用や環境汚染防止などに寄与しています。

電池のリサイクル
世界各地の電池指令に対応するため、マーク表示、取り外し容易化設計を実施するとともに販売店では電池回収を進めています。
また、日本ではコードレス電話機、ポータブルナビなどの当社製品には小型充電式電池を使用していることから、資源有効利用促
進法に基づき、リサイクル協力事業者として一般社団法人 JBRC※に加盟し、使用済み小型充電式電池の回収とリサイクルにも取り
組んでいます。

ブラジルにある現地法人（Pioneer do Brasil Ltda.）では、独自に使用済み電池の回収 BOXをつ
くり、ブラジル各地にあるサービス代理店（約 200 店）の受付カウンターに設置し、電池の回
収を行っています。集められた電池は適切に、同国の電池規制にそって処理されています。

※ Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center

海外での回収例

ブラジル現地法人が独自に
デザインした電池回収 BOX
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製品のエコ製品含有化学物質の管理
パイオニアはお客様に安心してお使いいただける製品の提供と、製品中の化学物質による環境影響の最小化に向け、 グループ全体
で管理体制を構築しています。グリーン調達を全世界で推進し、より安全な部品・材料への代替を図るとともに、蛍光 X線分析装
置※1 などで調達部材を測定し、製品への有害物質非含有の信頼性向上に努めています。
化学物質の管理は世界的に規制の強化が進み、特に欧州の化学品規制である REACH規則※2 では、製品に含有される化学物質情報
の収集と伝達が求められます。これらの新たな化学物質管理にも対応できるよう、サプライチェーンを通じた化学物質情報の適切
な管理にも注力しています。

※1 蛍光 X線分析装置 : 物質に X線を照射し発生する物質固有の X線を利用して、物質の同定と定量評価ができる装置。
　  非破壊・短時間で容易に分析でき、有害物質の有無の評価装置として業界でも広く活用されている。

※2 REACH 規則 : Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. 
　   すべての化学物質を登録し、有害性、製造量、用途、残留性などの点から環境や生物に与えるリスクを管理する法律。

環境影響の最小化
パイオニアは 2003 年に化学物質（17 種）に関する管理基準をつくり、全世界的な管理体制の構築を進めてきました。基準では全
廃重点 7物質（鉛、水銀、カドミウム、6価クロム、PBBS；ポリ臭化ビフェニル類、PBDES；ポリ臭化ジフェニルエーテル類、短
鎖型塩化パラフィン）を定め、部品の代替化などを図り、2006 年時点で全廃※を達成しました。
最近の世界的な動向として、化学物質ごとのリスク評価とともに化学物質管理に関する規制強化が進んでいます。これらの新たな
規制動向に対しても、計画的に準備し、製品に含有する化学物質による環境影響の最小化に向けて継続的な活動を推進しています。

主な活動経緯
・1999 年　生産プロセス・部品の無鉛化活動開始
・2000 年　「グリーン調達基準書」 発行
・2003 年　化学物質の管理基準の整備、化学物質管理体制の構築を開始
・2006 年　重点 7物質の全廃達成、全世界での化学物質管理体制を整備
・2009 年　欧州 REACH規則等　製品含有化学物質の新たな管理体制の構築を開始
・2010 年　欧州 REACH規則対応本格始動

※ 全廃；法令で有害物質の含有が認められる規制除外の用途で、代替化が不可能な用途を除く。

グリーン調達の推進
パイオニアでは地球環境保護に積極的に取り組んでいる取引先から環境負荷の少ない部品・製品を購入するため、グリーン調達基
準書を定め、環境マネジメントシステム認証取得状況や法令遵守状況などをグリーンスコアとして評価し、結果が優良な取引先か
ら優先的に調達を進めています。

化学物質情報の管理
パイオニアは化学物質情報の開示・伝達の仕組みの円滑な運用に向け、業界標準フォーマットを採用し、サプライチェーン全体で
の情報収集効率の向上に取り組んでいます。収集された化学物質情報は統合環境データベースで管理され、取引先からお客様にい
たるまで情報の効率的な受け渡しができるよう、情報伝達システムを構築しています。また、化学物質情報の管理体制を強化し、
新規規制物質の追加や各国で定められる 新たな化学物質規制にも対応できる体制作りに取り組んでいます。

化学物質情報の伝達システム
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製品のエコ温室効果ガス（CO2）排出量の見える化

楽ナビ AVIC-MRZ009

各ステージでの CO2 排出量割合

地球温暖化対策の一つとして、製品やサービスの CO2 排出量を可視化し、事業者や消費者に環境負荷低減への取り組みを働きかけ
ていこうとする活動が注目を集めています。パイオニアでは自社製品の環境負荷を把握することを目的に、製品の全ライフサイク
ル（原材料の採掘から製品の廃棄まで）について、製品が持つ環境への影響度を客観的に評価（LCA※）しています。特にライフ
サイクル全体で影響の大きい「消費電力や部品点数の削減」、「小型・軽量化」などについては目標を設定し、改善活動に取り組ん
でいます。
また、製品の環境情報を定量的に知ってもらうことを目的に、各製品群の主要モデルについて環境負荷（CO2 換算）などを以下に
開示します。

※ Life Cycle Assessment； ライフサイクルアセスメント

主要モデルの環境情報

カーエレクトロニクス製品

全ライフサイクルでの環境負荷（CO2換算） 164 （kg - CO2）

AVIC-MRZ009
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各ステージでの CO2 排出量割合

各ステージでの CO2 排出量割合

＜上記 2モデルの LCA算出条件＞
燃費：（社）日本自動車販売協会連合会の 2008 年販売台数上位 10 位の車の実燃費の加重平均を利用
走行条件：800 km/ 月　走行時はカーステレオ稼動と仮定し、使用期間 6年 

ピュアモルトスピーカー S-A4SPT-PM

ホームエレクトロニクス製品

全ライフサイクルでの環境負荷（CO2換算） 9.4 （kg - CO2）

AV メインユニット　DEH-780

全ライフサイクルでの環境負荷（CO2換算） 65 （kg - CO2）

DEH-780

S-A4SPT-PM

製品のエコ
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＜LCA算出条件＞　使用期間 8年

＜LCA 算出条件＞　使用期間 5年

CDJ プレーヤー CDJ-350

全ライフサイクルでの環境負荷（CO2換算） 126 （kg - CO2）

AV アンプ SC-LX86

全ライフサイクルでの環境負荷（CO2換算） 470 （kg - CO2）

各ステージでの CO2 排出量割合

各ステージでの CO2 排出量割合

SC-LX86

CDJ-350

製品のエコ
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＜LCA算出条件＞　使用期間 5年

DJ ミキサー　DJM-350

全ライフサイクルでの環境負荷（CO2換算） 132 （kg - CO2）

各ステージでの CO2 排出量割合

DJM-350

製品のエコ
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製品のエココミュニケーション 
パイオニアは当社の製品がもたらす「エコロジー」「エコノミー」「エンジョイ」を、展示会・イベント・講座・ニュースリリース・
ホームページなどでお伝えし、ご意見を伺い、さらなる環境負荷の低減に取り組んでいます。
とかく、パイオニアの製品は高音質・高画質・先進機能というイメージをお持ちのお客様が多いことから、環境性能にも優れてい
ることを国内外に情報発信しています。また、地域の皆さまとの環境交流を積極的に行っており、市民の環境学習への協力、LCA
研究グループへの当社取り組み情報の提供や、大学の環境研究ゼミ成果発表を拝聴し意見交換をするなど、環境について「学び・
議論し・活用する」ことを大切にしています。また、環境活動向上を目的に日経環境経営度ランキングにも積極的に参加し、企業
としての自己採点に努めています。このように私たちのコミュニケーションは、環境について皆さまと共に考え、共に学び、共に
歩んでいくことなのです。 

環境性能に優れた製品を実際に体感していただきたいと、毎年、環境製品展示会に出展しています。「エコプロダクツ 2012」では、
" 新たなエコが、ワクワク・ドキドキするような、もう始まった未来のエコ "をテーマに、 エコなルートを確実に案内する AR HUD
（ヘッドアップディスプレイ）、EV（電気自動車）の普及に貢献する専用ナビ、自転車ならもっとエコ＆ヘルシーのサイクルナビ、
大幅な小型・軽量化を実現したカーパワーアンプ、消費電力を抑え部屋中どこでもエコな特等席のホームシアターなど、エコな新
製品をラインナップ。「街でも・家でも・車でも、エコロジー・エコノミー・エンジョイ」をお客様に楽しんでいただけるように、
ステージショーやクイズラリーにてお伝えしました。

見て・さわって！新しいエコ生活スタイルを体感 - エコプロダクツ 2012

私たちがご案内しました 未来のエコを楽しむ子供たち（AR HUD） 

パワーアンプのエコを確かめるお客様 多くの環境取り組みを出展
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「低 CO2 川崎ブランド」表彰

「かわさき環境ショーウィンドウ大賞」表彰

パイオニアは当社の優れた環境技術をお伝えしたいと、「川崎国際環境技術展 2013※」にて取り組み事例を国内外に情報発信しま
した。事例は、ダイレクトエナジーHDアンプ搭載による消費電力の削減が評価され「低 CO2 川崎ブランド´12」に認定された
AVアンプ　SC-LX85 と、仮想化・集約による省エネが評価され「かわさき環境ショーウィンドウ大賞」に入賞したカーナビデータ
管理の 2つです。表彰内容をパネル展示と会場でのプレゼンにより紹介しました。また、特別企画「未来のかわさき」にふさわし
い製品として主催者から要請を受け、サイクルナビ「ポタナビ」を出展しました。これらについては審査員、NPO法人、大学関係
者、ユーザーの方々など多くのお客様からご意見・ご指導などをいただき、充実したコミュニケーションの機会となりました。 

環境展示会「2013 地球温暖化防止展（NEW環境展と同時開催）」および「テクニカルショウ ヨコハマ 2013」の川崎市展示ブース
でも、SC-LX85 の「低 CO2 川崎ブランド認定」とその取り組みが紹介されました。 

※  「今、かわさきから世界に伝えたい、環境技術」をテーマに川崎市が主催する国際的な環境技術展示会 

自治体の環境活動に参加し情報を発信 - 川崎国際環境技術展 2013

阿部川崎市長から表彰を
受ける井下常務執行役員

審査員から表彰を受ける
白坂データーセンター所長 

取り組み内容の詳細を
パネルで展示 

取り組み内容を説明する 品質保証部　福島 

「2013 地球温暖化防止展」 「テクニカルショウ ヨコハマ 2013 」

同技術を搭載した AVアンプ
SC-LX86（最新モデル）を展示 

取り組み内容を説明する 品質保証部　阿部 

製品のエコ
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特別企画 「未来のかわさき」コーナー 

環境問題について研究されている大学生の皆さんとの交流を積極的に行っています。展示会などではLCA※を研究されているグルー
プへ、パイオニアの LCAの取り組みやその成果を公表しています。また、環境問題を専門に研究されている横浜市立大学国際総合
科学群の青教授とゼミのメンバーから、海外の最新情報や研究成果を報告していただき、活発な意見交換や議論をしています。パ
イオニアからは最新の環境配慮製品を紹介しています。事例として説明したカーナビの渋滞回避機能やエコサポート機能は、マレー
シア科学大学で開催された「第 2回アカデミックコンソーシアム国際会議」などで同大学の研究事例「日本の優れた環境技術」と
して発表していただきました。このように、これからも交流を深め、環境についてまたちがった視点での取り組みにも力を入れて
いきたいと考えています。 

「学ぶ喜び　深まる生き方　広がる友の輪」という、「かわさき市民アカデミー※」 の方針に賛同し、同アカデミー「身近な環境と
みどり」の受講者を対象に環境講座を開催し、環境学習の支援をしています。講座ではパイオニアの環境への取り組みとして、事
業所の省エネ・廃棄物対応、社会貢献活動、環境性能に優れた環境配慮製品の紹介などに続き、社内の環境関連設備やゴミ廃棄前
のリサイクル作業を見学していただきました。さらに、使用済みのウイスキー樽をリサイクルしたピュアモルトスピーカーならで
はの素晴らしい響きを、持参されたお気に入りの CDでじっくりとお聴きいただき、オーディオ談義や環境について楽しいディス
カッションのひと時をすごしました。同アカデミーの皆さまとはその後も交流を続けています。 

※  Life Cycle Assessment ； ライフサイクルアセスメント 

※   「かわさき市民アカデミー」は、市民の生涯学習と社会参加意欲に応えるため、専門的で継続的な学習と研究の場として開設された
　　NPO法人で受講生数は年間延 6000 人。 

環境の未来を大学と研究 - 環境研究交流会

市民の皆さまの環境学習を支援 - 市民環境交流会

研究成果報告・討論会 横浜市立大学の皆さんとパイオニアメンバー 

サイクルナビゲーション " ポタナビ " を出展

製品のエコ
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市民の皆さまに環境について関心をもっていただきたいと、庄司様（NPO副理事長）がパーソナリティーを務める、かわさき FM
のラジオ番組「エコでハピネス」に出演しました。パイオニアの製品は「高音質・高画質・高性能」の印象が強いですが、環境性
能についても優れている事例として、クルマの燃料消費を削減する「エコ・ルート探索」のサイバーナビ、デジタル技術やエコモー
ドが消費電力を削減する AVアンプ、使用済みのウイスキー樽をリサイクルし木材の伐採を削減するピュアモルトスピーカーなど、
当社独自の評価制度が生み出したスーパーアドバンストエコモデルを紹介しました。リスナーから「パイオニアは多くの環境賞を
受賞」、「説明がわかりやすい」などの光栄な感想が寄せられました。 

環境への取り組みをラジオで紹介 - かわさき FM「エコでハピネス」

市民アカデミーの皆さまに環境に配慮した製品を紹介 

かわさき FM のスタジオ パーソナリティーの庄司様と
当社品質保証部 福島

ピュアモルトスピーカーを参加者全員で試聴 

製品のエコ
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カーナビデータセンターの消費電力を、統合化で 1/8 に低減

車のエコ

パイオニアはカーライフの「エコロジー・エコノミー・エンジョイ」を実現する製品の創出に取り組んでいます。カーナビではパ
イオニア独自のスマートループがエコなルートを探索、渋滞を避け燃料を削減し、到着までの走行時間を短縮します。カー AV製
品では装着した車の負担を少なくし燃費向上に貢献できるよう、製品の小型・軽量化、消費電力の低減に取り組んでいます。また、
小型・軽量化はお客様に製品をお届けするまでの輸送燃料の削減にも貢献します。さらに、カロッツェリア各製品は高音質・高画質・
先進機能にも徹底的にこだわっており、充実したAV機能がドライブをますます楽しいものにしてくれます。このように、カロッツェ
リアは「環境配慮・経済性・楽しさ」を追求し続けています。
また、カーナビデータの管理・運用についてもグリーン IT 技術を駆使し、データセンターの集約を図ることにより大幅な電力の削
減を実現しています。

ガソリン消費を低減するルートで、CO2 の排出量を削減 

カロッツェリアの優れたエコを紹介します

データセンター網が 6拠点 データセンターを 1拠点に集約

小型・軽量化、省電力化で、「車の負担を少なくし燃費向上」に貢献

[ 従来 ] [ 対策後 ]
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車のエコ究極の直感誘導ナビ
確実な道案内がエコドライブをアシスト
「カーナビがあるのに道を間違えて遠回り」という経験をお持ちの方はいませんか？ パイオニアはドライブ中の道案内をドライバー
に確実に伝え、ムダな燃料と時間を削減することもカーナビの重要な使命のひとつと考えています。サイバーナビ
（AVIC-VH99/ZH99 シリーズ※1）は、燃料消費量を約 20 % も削減するエコ・ルート探索、渋滞の緩和をサポートする ARスカウター
モードに加え、世界初※2 の「AR HUD（ヘッドアップディスプレイ）」により視線の先に厳選した情報を浮かべ、かつてない究極の
直感誘導にて安心・快適・エコドライブを実現します。燃料消費量の最も少ないルートを確実に道案内する究極のエコなカーナビゲー
ションです。

※1 AVIC-VH99HUD、AVIC-ZH99HUD以外は別売のクルーズスカウターユニットが必要です。
※2 レーザーを使用した車載用ヘッドアップディスプレイとして（2012 年 5 月 8日現在、パイオニア調べ）。

担当者の声

AVIC-VH99HUD

AR（拡張現実）情報が映し出されるイメージ 

自車がどちらの方向に進むのか、進行方向を間違えない、環境にも配慮し
たナビを開発しました。これにはHUD開発・企画・生産・品質などのメ
ンバーの協力があり実現できました。これからも皆様に愛される環境配慮
製品をつくっていきたいと思っています。

環境担当 川尻常務からスーパーアドバンストエコモデル
認定証を受け取る、カー市販設計部 藤井（右）
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車のエコカーナビが多くの環境賞を受賞
" カロッツェリア "カーナビゲーションは装着車の燃料消費を削減する独自の環境技術が認められ、多くの環境賞を受賞しています。
サイバーナビは、2008 年に渋滞を回避し燃料消費を削減する「スマートループ」にて「エコプロダクツ大賞」を、2010 年には走
行前に燃費がわかる独自の燃費推定技術「エコ・ルート探索」機能にて「グリーン IT アワード」と「グリーン購入大賞」のダブル
受賞を果たしました。 また、山村の住民の交通手段確保と個人が所有する車の使用削減などに貢献するパイオニアデマンドバス（乗
り合い型タクシー）システムが、2009 年に「グリーン購入大賞」（長野県飯綱町との共同受賞）を受賞しています。 

私たちが開発した独自の燃費推定技術は走行前に燃費がわかる「エコ・ルート探索」のほか、「絶対燃費」・「エコステータス」表
示を可能にしました。業界初への挑戦、徹底的に行った実走行データの検証・使用感の確認などに加え、スタッフのチームワーク
が成果につながりました。「急発進・急加速はダメ」、「アイドリングは控えて」など、"エコ運転 " はわずらわしいとお感じの方も
多いのではと考え、グラフィック表示や音声によるエコ度合いの確認など遊び心あふれる機能を搭載。先進技術の " サイバーナビ
" はハイクォリティーをより優しく、より身近なものにしました。これらの機能は以降のモデルにも引き継がれています。ぜひ、"
エコ運転 " の楽しさとその効果を体感してください。

「ダブル受賞を果たした開発者の熱い思い」

当社スーパーアドバンストエコモデル認定製品
AVIC-VH9990 シリーズ 

カー技術部 ソフト研究開発部 藤井 開発スタッフ

グリーン IT アワード 2010 “審査員特別賞” 受賞

2010 年 第 12 回グリーン購入大賞 “審査員特別賞” 受賞
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さらなる支援

国土交通大臣より感謝状

車のエコスマートループは被災地の復旧にも貢献
2011 年 3 月に発生した東日本大震災は多くの道路を寸断しました。パイオニアは「被災地の 1日も早い復旧を！」との思いから、
スマートループ情報を活用した道路情報を公開。被災地周辺の「通れた道路」の確認を"カロッツェリア"カーナビが可能にしました。
「通れた道路」は一刻も早い復旧に貢献するとともに、行き止まりによるムダな走行をへらし燃料削減にも貢献しました。

カーナビ画面イメージ【4 月 1 日時点（左）と以降の変化（右）】

VICS の情報（「通行禁止（黒色実線）」、高速道路の「順調（青色実線）」など）と、スマートループ渋滞情報（「順調（青色点線）」、
「混雑（オレンジ色点線）」など）の表示により、通れた道路が確認できます。

「通れるかも・通れるはず」ではなく、「通れた道路」を表示

災害発生以降に走行実績がない場合、地図（道路）の
みが表示されます。

走行実績が発生した場合、リアルタイムでその情報が
表示され、「通れた道路」が確認できます。

NPO法人 ITS Japan 様が東日本大震災発生時に、パイオニアと他の自動車
メーカー様が収集したプローブ情報（通行実績情報）を統合集約して公開
したことに対し、国土交通大臣より感謝状が授与されました。通行実績情
報の公開はカーエレクトロニクスメーカーとしてはパイオニアだけの参加
です。 

さらなる支援として、 「通れた道路」の確認ができるパイオニアカーナビゲーション　
AVIC-T05Ⅱ 50 台を 2011 年 4 月 12 日に山形県庁 総務部管財課様に寄贈しました。
これは比較的被害の少なかった山形県より、被災地への支援などの公務にともなう人員と
物資の輸送に関する経路誘導用にパイオニアのスマートループとカーナビをご活用いただ
き、少しでも被災地の復旧にお役に立てればとの思いから実施しました。
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車のエコナビデータ管理の省電力化
エコドライブをエコなデータセンターがサポート
パイオニアはカーナビデータの運用に必要な電力についても削減に取り組んでいます。渋滞を避け、快適なエコドライブをサポー
トするスマートループは膨大な情報から成りたっており、そのデータの保管や管理に多くの電力が必要です。このためパイオニア
は IT リソースを有効に活用する取り組みに挑戦し、仮想化技術を駆使したクラウド導入、サーバ / ストレージ / ネットワークの統
合により、600 台あった物理サーバを 33 枚のブレードサーバに置き換えました。この結果、従来 6拠点あったデータセンターを 1
拠点に集約することができ、データ管理に必要な電力を 87.5 % 削減しました。これらのグリーン IT 技術を駆使した大幅な電力削
減は神奈川県川崎市が主催する「かわさき環境ショーウィンドウ大賞 2012」に入賞し、環境への貢献が評価され同市より表彰を受
けました。

「かわさき環境ショーウィンドウ大賞 2012」に入賞

省エネ効果（年間）

消費電力；62.7 万 kwh、CO2 排出量；235 t-CO2 削減。共に削減率 87.5 %。
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ハイエンド・オーディオ製品 PRS-D700

ハイパワーカーパワーアンプもエコに
カーパワーアンプに採用した先進のデジタル技術 Class D アンプは、従来製品を上回るハイパワーを実現しながら大幅な小型・軽
量化を達成。小型化はわずかなスペースへの設置や複数台のアンプの設置を可能にし、システムアップを充実させます。軽量化は
装着した車の負担を軽減し、走行時の燃料消費を削減します。さらに、小型・軽量化は製品をお客様にお届けするための輸送効率
を改善し、輸送燃料・輸送時排出 CO2 を削減します。また、Class D アンプは高効率な増幅が可能なため、消費電力を削減。装着
した車のエンジンへの負担を軽減し、燃料消費削減につながります。 

取り付け例：PRS-D700

取り付け例：GM-D7400
コンパクトなデザインで、トランクやシート下など車室内のさまざまなスペースを利用して設置できます。

トランクへの設置例 シート下への設置例

PRS-D700 では、Class D アンプがさらに進化しました。パイオニアはハイエンドの製品でも環境配慮にしっかり取り組んでいます。 

カーパワーアンプ　PRS-D700 

車のエコ
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搭載車両の CO2 排出量 削減効果
（製品 1台あたり、使用期間 6年）

搭載車両の燃料消費量 削減効果
（製品 1台あたり、使用期間 1年）

当社、従来製品カーパワーアンプ PRS-D8200（Class D アンプ）との比較 

製品輸送時の CO2 排出量 削減効果
（製品 1台あたり）

＜算出条件＞

　走行は平均速度 30 km/h、53 分 / 日の使用。
　平均消費電流は、1/16 W（1 kHz、正弦波）出力時 CO2
　排出量、当社にて算出。
　当社中国工場から販売店まで、陸路・船舶海路・陸路に
　て輸送、当社にて算出。

本体質量（kg） 平均消費電流（A） 本体容積（㎥）

車のエコ

57



AV システムアップ製品 GM-D7400

担当者の声

本体質量（kg） 平均消費電流（A） 本体容積（㎥）

ガソリン代 節減効果燃料消費量 削減効果

本体容積を 63 %、質量を 56 % 削減し、平均消費電流も 15 % 削減しました※。
クルマへの複数台搭載を可能にするとともに、燃料や CO2 を削減する環境にも
配慮した自信作です。

※比較機種は当社 PRS-D8200（2008 年モデル）

環境担当 川尻常務からスーパーアドバンストエコモ
デル認定証を受け取る
市販設計部 中里（右）

当社、従来製品カーパワーアンプGM-A3400（アナログアンプ）との比較

（装着車 1台あたりの年間燃料消費量およびガソリン代。当社算出基準による）

車のエコ
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車のエコ

エコカーが世界的な要求である今日、カーオーディオについても十分な環境対
応が必要だと考え、開発を行いました。デジタル方式を採用し、発熱を抑えた
ためヒートシンクの小型・軽量化、省電力に成功しました。高出力・高効率化
を実現しており、パワー・音質など性能面でも十分ご満足いただけます。 

カー市販事業部 市販設計部　工藤

担当者の声
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家のエコ

パイオニアはご家庭で映画や音楽をじっくり、たっぷり楽しんでいただきたいと考えています。パイオニアが考える「家のエコ」は、
映画や音楽を視聴しているあいだだけではありません。感動のフィナーレや陶酔したメロディーの余韻を損ないたくない視聴後の
ひとときや、スイッチオンを待つ次の視聴までの停止状態もお客様の「大切なエコ、大切な時間」と考えています。当社の家庭用
製品は24時間 365日、いつもエコを心がける思想でつくられているのです。さらに、お客様の「家」にお届けするまでの「長い道のり」
にもエコを考えた取り組みをしています。

家庭用製品の優れたエコを紹介します

ホームシアター、それは迫力の映像と臨場感たっぷりの音で、あなたのリビングやマイルームをまるで映画館やコンサートホール
に変身させる感動の宝箱です。 
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簡単操作 エコなAVアンプ
リモコン一発でエコモード
AV アンプ VSX-S300 は低消費電力 70 Wを達成し、消費電力を約 52 % 削減※しました。さらに「エコモード」を搭載し、リモコン・
ボタンひとつの簡単な操作で消費電力を最大 35 % 削減します。うっかり電源スイッチを切り忘れても自動的に電源が切れる「オー
トパワーオフ」機能は、映画や音楽を楽しんだ後の余韻も大切にしてくれます。また、待機時消費電力はHDMI® コントロール機能
ON時 0.5 W（OFF 時 0.45 W）と省エネ設計です。薄型テレビ用ラックにマッチするスリムでコンパクトなサイズは製品輸送効率
も向上させ、お手元にお届けするまでに発生する物流（輸送時）CO2 排出量を約 19 % 削減※。発熱を抑えた高効率 Class D アンプ
と新開発電源の採用は環境性能だけではなく、臨場感あふれるハイパワー 120 W／ ch を実現。ご家庭で本格的なホームシアター
を簡単な操作でエコに楽しめます。インターネットラジオも聴ける VSX-S500 も、ご好評をいただいております。 

※当社、AVアンプ VSA-C301（2003 年発売）との比較

リモコンの専用の「ECO」ボタンを押すだけで、エコが実現！
複雑な操作は不要、どなたにも簡単に「エコ」をお楽しみいただけます。

家のエコ

消費電力比較（電気用品安全法に基づく表示） 物流（輸送時）CO2 排出量
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圧倒的な臨場感もエコに

映画や音楽を圧倒的な臨場感で再現する AVアンプ SC-LX86 / SC-LX76 もエコにこだわりました。両機種に搭載した「ダイレクトエ
ナジーHDアンプ」は、当社独自のノウハウをもとに信号クオリティを向上させるインダクタンス成分の低減や効果的な放熱、回
路構成のクリーン化などの効率化を実現しました。これらにより、従来のアナログアンプに比べ定格消費電力を 36 % 削減※し、待
機時消費電力は 0.1 W（HDMI® OFF 時）を達成。また、自動電源オフ機能を搭載し、電源の切り忘れによるムダな電力の消費をな
くします。この機能は、別の部屋で本機の音や映像を再生する「マルチゾーン機能」にも対応しています。エコにこだわりながらも、
これまでにない高音質に加え、従来のアナログアンプでは実現できなかった9ch同時駆動で810 W（LX76は770 W）というハイパワー
で映画や音楽をお楽しみいただけます。マニア向けのハイエンド製品もエコに、これがパイオニアなのです。

※当社、AVアンプ VSA-AX10Ai-N との比較

「ダイレクトエナジーHDアンプ」は SC-LX85 / SC-LX75 のほか、SC-LX86、SC-LX76、SC-LX56、SC-2022 などにも搭載しています。 

消費電力の削減（コンテンツ視聴時）

9ch 同時出力ハイパワーの AV アンプ

9ch・770 W 同時出力　SC-LX769ch・810 W 同時出力　SC-LX86

従来のアナログアンプとの比較 従来のデジタルアンプとの比較
（映画 1本鑑賞時の参考消費電力値）

定格消費電力 ＜電気用品安全法＞ 消費電力 ＜実験データ＞

「Direct Power FET」は半導体内部のワイヤーボンディングやリード線を排除し、半導体チップを基板に直結しているため、信号径
路のインダクタンス成分を大幅に低減。ノイズの発生を抑え、信号クオリティのより一層の向上を実現しています。またそのシン
プルな構造は、チップの上下両面での効果的な放熱によるヒートシンクの小型化や、回路構成の簡潔化による伝送径路の 25 % 短
縮化など、高効率・省電力化と同時に音のバラつきや信号劣化の要因を排除しています。 

新生 ダイレクトエナジーHDアンプ
Direct Power FET 配置部分

Direct Power FET 構造図
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家のエコ

待機消費電力 0.1 W
（HDMI® によるコントロール機能OFF 時）を達成。

新生「ダイレクトエナジーHDアンプ」搭載により、
製品質量・梱包容積を削減。輸送積載効率が向上し、
製品輸送時の CO2 排出量を 37 % 削減。

待機時消費電力の削減 物流（輸送時）CO2 排出量の削減 

神奈川県川崎市主催
「低 CO2 川崎ブランド ‘12」認定製品（SC-LX85）
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担当者の声

省エネ＆省スペースを実現したDVDプレーヤー
ベーシックな性能をしっかり備えたDVDプレーヤー DV-2020 は動作時 6 W／待機時 0.5 W の低消費電力に加え、無操作時自動電
源オフなど、省エネ（節電）を追求した製品です。
また、横幅 36 cm／高さ 4.2 cm／奥行き 20 cmの薄型コンパクト設計はテレビ周りや AVラックの中など、いろいろな場所に設
置しやすい省スペースを実現するだけでなく、製品原材料の削減にも役立っています。さらに、梱包箱を従来モデルに比べ小型化
（8 %）したことにより、トラックなどへの積載率が向上し、物流（輸送時） の省エネルギーにもつながりました。 

家のエコ

DVDプレーヤー　DV-2020

薄型コンパクトで置き場所を選ばず、それでいて 1.4 倍速の音声付き早見機能などの再生機能が充
実したハイパフォーマンスモデル DV-2020 の企画を担当しました。 環境への配慮も怠りなく、基
準が厳しくなったエナジースター※の登録で得たノウハウを本モデルにもしっかり適用していま
す。 「お客様がより使いやすく」、「基本的な性能はしっかり」、さらに「環境にも十分な配慮」、こ
れが私たちが追い求めた姿です。 　

※ Audio/Video Version 2.0,Tier2

ホーム AV事業部 企画部 折原
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エナジースターを活用
海外の厳しい基準をクリアした省エネ技術をいかす
DVDプレーヤー DV-420V-K（北米向け製品）がエナジースター "Audio/Video Version 2.0, Tier2" の登録を受けました。
エナジースターは米国の自主的なプログラムであり、法規制のような強制力はありませんが、権威ある省エネルギーの基準です。
私たちは Ver.1.0 ではなく、環境性能規格が大幅に厳しくなった基準 Ver.2.0, Tier2 の認定取得を目指しチャレンジしました。電気回
路の見直し、ソフト変更にともなう検証の徹底などを行い、再生時消費電力 / スリープモード消費電力 / オートパワーダウン機能
などで基準をクリア。エナジースター Ver.2.0, Tier2 の認定を得ました。北米向けモデルでの認定ですが、日本向けモデルをはじめ、
後継機種にもこれらの技術を活用し省エネ性能に優れた製品を開発しています。 

DV-420V の設計担当者

家のエコ

ホーム AV事業部 設計部　中嶋

DVDプレーヤー　DV-420V-K 
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樹齢 100 年のホワイトオークは、50 年以上、ウイスキー熟成の樽として使われます。熟成の使命を終えた樽は従来燃料などに使わ
れていましたが、パイオニアは永年培った音響・木工技術を駆使し、この樽材（無垢材）をスピーカーのキャビネットにリサイク
ルしました。ピュアモルトスピーカーの誕生です。ピュアモルトスピーカーは、いつまでも暖かく芳醇な響きを奏でます。1998 年
より販売を開始したピュアモルトスピーカーは、現在も多くのファンを魅了するロングヒット商品となりました。高音質に加え、
新たな木材の伐採削減に貢献するリサイクル製品 ピュアモルトスピーカーは、長期にわたる生産販売が評価され、権威ある環境賞
を多数受賞しました。

＜主な受賞例＞ 　平成 21 年度 ： 資源循環技術・システム表彰　「経済産業省産業技術環境局長賞」
　　　　　　　　　　　　　　   3R 推進功労者等表彰　「3R推進協議会会長賞」

ウイスキー樽をリサイクル
暖かく芳醇な響きは木材の伐採も削減

ピュアモルト スピーカーができるまで

家のエコ
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家のエコ

ピュアモルトシリーズの環境対応
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パイオニアは限りある化石資源原料をなるべく使わないようにしていくことが大切だと考えています。植物原料であれば再生可能
資源であるため、植えればまたポリ乳酸の原料（糖質・澱粉）を得ることができ、資源枯渇とは無縁となります。もうひとつは、「温
室効果ガスの排出抑制」です。廃棄時に単純焼却されても、それはもともと植物の生育過程で取り込まれたものであり、それを上
回るような追加的な CO2 の大気放出を生じません。一方、石油の場合は、生成過程で大気中の CO2 を取り込むという光合成的な
プロセスを経ない化石資源のため、追加的な CO2 放出を生じてしまいます。
当社はこれらに早くから注目し、2006 年 12 月発売の「DVR-A12J」から最新モデルにいたるまで、植物由来プラスチックの採用を
続けています。 

植物由来プラスチックの製品採用

植物由来プラスチック採用製品の例

植物由来プラスチックのライフサイクル

家のエコ
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街のエコ
レジャー用品や業務用製品での優れた特長を紹介します
パイオニアは家のエコや車のエコで培った環境技術を街のエコに展開しています。DJ（ディスクジョッキー）機器は、使っていな
い時に自動的に電源が切れるオートスタンバイ機能で省エネになっています。また、ポタナビを使えばサイクリングにポタリング（自
転車散歩）の楽しみを簡単に加えることができ、健康にも省エネにも役立ちます。
パイオニアはＩＴ技術を街のエコにも展開しています。業務用のテレビ会議システムは、出張による交通機関の利用を少なくする
ことで CO2 削減に貢献します。ディスカッションテーブルは、紙の資料を用意しなくてもあたかも目の前に資料があるようにミー
ティングを進めることができ、ペーパーレスによる資源の削減に貢献します。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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パイオニアはクラブなどで使用されるプロ用の本格的なDJ（ディスクジョッキー）機器にも、環境に配慮した設計思想を浸透させ
ています。CDJ マルチプレーヤー "CDJ-2000NXS" は多彩なプレイ機能を実現しながら、消費電力はわずか 37 W。また、プロ用ハ
イエンドミキサー "DJM-2000NXS" も理想のクラブサウンドを実現する高音質設計でありながら、消費電力はわずか 40 W。待機時
消費電力は両機種ともに 0.4 W の低消費電力設計。さらに、無操作や無入力状態が一定時間を超えると電源をスタンバイ状態に切
り替える「オートスタンバイ」機能を搭載し、省電力に徹しています。しかも、同機能の出荷モード設定はON。 「華やかな世界を
演出するプロDJ 向け製品もエコに」、これがパイオニアなのです。なお、ホームユースに最適な CDJ-850/350、DJM-850/350 など
も同様の環境配慮機能、環境配慮性能を搭載しています。 　　　　　　　　　

CDJ-2000NXS DJM-2000NXS

CDJ-350-W DJM-850-W

街のエコDJ機器もエコに
華やかな世界を演出する DJ 機器も省エネに徹する
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パイオニアは自転車で自由気ままな走行を楽しむポタリング用製品にも、エコを考えた取り組みをしています。ポタナビ本体の電
源は充電して繰り返し使えるリチウムイオン電池を採用しており、一回の充電で最大 10 時間使用できます。また、「省エネモード」
をONに設定すれば使用時間を延ばすことができます。ほかにもメーター機能のみで使用する場合、GPS を OFF にすればさらに使
用時間を延ばせます。このように消費電力を削減する機能や工夫は、充電頻度・充電回数をへらし省電力にもなります。なお、リ
チウムイオン電池はリサイクルできる貴重な資源であり、電池交換や製品廃棄についても当社修理窓口で受付・回収を行っています。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

自転車散歩ナビゲーター "potter navi"

街のエコ自転車用ナビ
ポタリングでのエコも大切にする " ポタナビ "
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企業や組織にとって迅速な意思決定や正確な情報共有するためには、遠隔地、社内を問わず円滑なコミュニケーションの実現が不
可欠です。
しかしこのために、そのつど出張したり、会議出席者にプリントアウトした資料を配ったり しては多くの経費がかかるうえ、人の
移動にともなう電力や燃料を消費し CO2 排出を増加させたり、紙資源を多く使うことになってしまいます。
パイオニアはビジネスシーンでの業務の効率化に加え、「エコロジー・エコノミー」を提案します。 

「TV 会議では伝わらない・見えない・わからない」 だから出張する・・・これは今までの話です。 パイオニアのテレビ会議システム
「サイバーカンファレンスシステム・プライム」なら、高品位なデータリアルタイム共有によって、離れた会議室をひとつにします。
まるで顔と顔を合わせて遠隔地の人々と話をするかのようなスムーズな意思疎通の実現は、出張回数を抑え移動にともなうエネル
ギー消費を抑制し、CO2 削減に寄与します。また、画面に直接書き込んだデータがパソコンに保存できるなど、会議資料の共有に
よるペーパーレス化も実現します。 　　　　　　　　　　　　　　　　　

TV 会議システムで出張レス

街のエコビジネスシーンもエコに

72



" ディスカッションテーブル "はパソコン、デジタルカメラ、iPad など、さまざまなデジタル端末に保存されているアナログ／デジ
タルデータを、テーブル型のディスプレイ上に表示することができます。　通常、プロジェクターなどを使った会議では、一画面
に一種類の資料しか表示できませんし、プリントアウトした紙の資料を人数分コピーして配ったり しますが、ディスカッションテー
ブルでは複数のデータをテーブル上のディスプレイに表示し、またそれらを自由に動かすことができるので、参加者全員がデータ
や資料を見ながら情報共有と活発な議論が可能です。　ディスカッションテーブルを使うことでペーパーレス化による紙資源／イ
ンクやトナーの削減だけでなく、効率的なミーティングを行うことができます。また、遠隔会議システム（サイバーカンファレン
スシステム・プライム）と連携させることで、その場にいないキーマンの会議参加も可能になります。　　　　　　　　　　　　

ディスカッションテーブル - 紙を使わないのに紙のように扱える！

   

デジタルカメラ画像（Transfer Jet 接続） iPad との静止画送受信（Wi-Fi 接続）

パソコン画面（Wi-Fi 接続） 紙資料（スキャナー）接続

ディスカッションテーブル
WWS-DT101

街のエコ
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事業所の環境負荷

事業所データ一覧表 

2013 年 3 月期のサイト別環境負荷 

事業所の環境データ 事業所の環境活動
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※PRTR 対象物質及び電気電子業界 VOC自主削減活動対象物質 

事業所の環境活動
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温室効果ガスの削減　
2013 年 3 月期のパイオニアグループの温室効果ガス排出量は、前年度に比較し、国内においては約 23 %、海外においては約 9 %
の増加となりました。国内では、エネルギーの使用量に大きな変化はなかったのですが、原子力発電所の停止による、電力の温室
効果ガス排出量原単位の変動によるものでした。海外における変動は、前年度のタイにおける洪水の影響からの回復によるものです。

温室効果ガス排出量の推移 

※スコープ 1：ディーゼル発電機、ガスタービン発電機、ボイラー、等の固定燃焼設備に使用する燃料購入量から省エネ法の換算係数を基に算出し
　　　　　　　た CO2 排出量。
　スコープ 2：（国内）電力会社から購入した電力を、各電力会社の調整後排出係数を基に算出した CO2 排出量。（海外）GHGプロトコルが公開し
　　　　　　　ている、（Emission Factors from Cross-Sector Tools）の 2009 年のデータを用いた。在ベルギーの拠点についてはグリーンエネルギー
　　　　　　　を供給する電力会社と契約しているため CO2 の排出はゼロとした。
　スコープ 3：社有車のために購入したガソリンおよび軽油を集計した。
　　　　　　　PFC,HFC等：CO2以外の温室効果ガス（CH3,PFCs,HFCs,N2O,SF6）については生産プロセスにおける排出量をCO2量に換算し集計した。
　　　　　　　（主に半導体生産工程で排出）

京都議定書第 1 約束期間の目標を達成

パイオニアは「1991 年 3 月期を基準に京都議定書の約束期間（2009 年 3 月期～ 2013 年 3 月期）平均で実質生産高原単位※で CO2
排出量 35 % 削減」を達成するために、自主基準として目標を 36 % にして活動してきました。2013 年 3 月期は原子力発電所の停
止にともなう電力の温室効果ガス排出原単位の増加がありましたが、5年間の約束期間の平均で、36 % 削減目標に対し 56 % 削減
となりました。

※実質生産高原単位 = CO2 排出量（トン CO2）÷ 実質生産高（百万円）・・・実質生産高は各年度の生産高を 1991 年 3 月期基準とした電気製品の
　日銀国内企業物価指数（2013 年 3 月期は 0.314）で割って算出しました。

実質生産高原単位の削減率（1991 年 3 月期を基準とする削減率） 

事業所の環境活動
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目標設定型地球温暖化対策への取り組み

パイオニアは地方自治体の進める事業者の温暖化対策推進制度に従い、地球温暖化対策を進めています。
川越事業所は埼玉県の目標設定型排出量取引制度に対し、毎年 6 %の削減目標をたてて活動し、結果を報告・公表しています。平
成 23 年度における温室効果ガス排出量は目標の 3,812 トンに対し 3,429 トンと目標を達成しています。川崎市内にある本社とその
サテライト拠点は川崎市の事業活動温暖化対策計画書制度に従い、削減目標を定めて活動しています。本社機能の川崎移転にとも
ない、従業員の増加がありましたが、BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）などの省エネ機能を生かして、温室効果ガス
削減に役立てています。 

廃棄物・有価物の発生量推移

2013 年 3 月期の廃棄物の発生量は、前年度比で国内は 10.2 % 減となりました。 事業形態の変化による生産減や、削減取組により
減少傾向が続いています。 海外は、前年比で 0.2 % 増となりました。こちらは生産量の増加などによります。

廃棄物とリサイクル　

廃棄物・有価物の内訳（国内）

国内の廃棄物・有価物の内訳は、重量ベースで全体の約 43 % が紙くず（主に段ボール）、約 22 % が廃プラスチック類です。 

※構成比の合計は四捨五入の関係で 100 % になっていません。

事業所の環境活動
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※廃棄物ゼロエミッション（パイオニアの定義）
 国内では、事業所からの廃棄物を 99.5 % を超えてリサイクルし、廃棄物の埋立をゼロに近づけることとする。
 海外では、上記のリサイクル率について 99 % を超えることとする。

）。すまいてし出算を率ルクイサリ、てじ準に法方理処物棄廃たれらめ定で等令条や律法の国各（    

リサイクル率の推移

国内、海外共にリサイクル率が 100 %（2013 年 3 月期実績）と高水準を維持しています。以前、海外拠点のリサイクル率は国内に
比べ、低い状況でしたが、分別の徹底によるリサイクル化などを通じて活動が向上しました。
今後も、継続して活動を行います。

水資源の利用　
2013 年 3 月期における水の使用量は、国内、海外共に前年度に対しやや減少しています。国内では、半導体工場における水の再利
用の推進により削減効果が出ています。 

水使用量推移

2013 年 3 月期は、国内、海外共に水の使用量は減少しました。

水の使用量

事業所の環境活動
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グリーン購入　

排水量

必「」いなわ買をのもなダム「、は方え考な的本基の入購ンーリグ。すまいでん組り取に入購ンーリグに的極積はでプールグアニオイパ
要なものだけを購入する」そして「購入する場合は、環境に配慮されたものだけにする」ことです。 2013 年 3 月期のグリーン購入
率は、目標の 95 % に対して 98.5 % となりました。

グリーン購入率

※ パイオニアグループでは、事務用品や自動車など生産とは直接関係のない分野での購入をグリーン購入と呼び、製品の生産の関わる資材などの
     購入をグリーン調達と呼んで区別しています。   

100 % グリーン購入対象品目

グリーン購入の基本的な考え方に基づき、「100 % グリーン購入対象品目」を 13 品目設定して活動しています。2013 年 3 月期は
11 品目で 100 % のグリーン購入を達成しました。他の 2品目は必要な機能・性能に対してグリーン適合商品のないものがあり 100 
% の購入ができませんでした。

100% グリーン購入対象品目（◯100％購入できたもの）

事業所の環境活動
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※ 低排出ガス車認定制度…排出ガスからの有害物質の排出が基準値よりどのくらい削減されているかを示すための制度。
　 超低公害車（☆☆☆☆）：75 % 以上低減 / 低公害車（ ☆ ☆ ☆ ）：50 % 以上低減

社有車のグリーン化

社有車について 2013 年 3 月期は、467 台中 386 台（83 %）が低公害車※に置き換わり、そのうち 314 台（81 %）が超低公害車※
となりました。また、ハイブリッド車を計画的に導入し 58 台の保有となりました。             

OA 紙の購入量

グリーン購入の「ムダなものを買わない」「必要なものだけを購入する」の考え方に基づいて資源を極力使わないと言う観点から、
OA紙の購入量を指標とした削減活動を行っています。
2013 年 3 月期のOA紙の購入量は、2012 年 3 月期に対して国内、海外共に同等となっています。前年は東日本大震災、タイ洪水
等の事業活動停止期間が有った為、実質は削減活動が進んでいると判断しています。

低公害車保有台数 ハイブリッド車保有台数

SOx、NOx、ばい塵の削減　
パイオニアグループの生産事業所における SOx、NOx、ばい塵の排出状況は、空調設備の更新（環境対応）により限られた事業所
での排出となっています。主な施設は、重油をエネルギー源とするコジェネレーション施設とボイラーです。コジェネレーション
施設は燃料費高騰のため稼働率を低くし、電力会社から電力を購入しています。ボイラーや吸収式冷温水製造機についてはほとん
どエネルギー源を天然ガスに切り替えており、SOx の排出は少なくなっています。SOx、NOx、ばい塵の総排出量は測定時の（濃度）
×（運転時間）により算出しています。 
　　　　　　　　

事業所の環境活動
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SOx、NOx、ばい塵排出量の推移（国内）

SOx NOx ばい塵

SOx、NOx、ばい塵排出量の推移（海外）

SOx NOx ばい塵

VOC 排出量の削減　
パイオニアは化学物質のリスク管理を進める中で、生産プロセスで排出する VOCの削減に取り組んでいます。VOCが主に含まれ
るのは、接着剤などに含まれる有機溶剤や、生産ラインで使用する洗浄剤などです。製品に残留する VOCを削減するために接着剤
の変更や半田付け工程の改善などを実施しています。

VOC 排出量（国内）

※VOCは Volatile Organic Compounds の略です。化学物質の中でも、揮発性有機化合物と呼ばれているものを指します。電機電子業界で行った自
   主削減活動対象物質と PRTR 法対象物質について集計しています。

事業所の環境活動
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※1,2,4- トリメチルベンゼンは発電用の重油に含まれる。
※国内事業所において 1事業所 1物質の取扱量が 1トンを超えるものを集計した。 

PRTR 物質の取扱、移動、排出実績

PRTR 物質の取扱量と排出量

PRTR 制度による化学物質管理 　
生産工程で使用する化学物質については、環境影響評価を行ったうえで、プロセスを改善することにより大気や下水への排出量を
削減したり、技術的に可能なものは代替物質への変更に取り組んでいます。工程上必要な化学物質については、手順を決めて適正
管理を行うなどの活動を推進しています。
2013 年 3月期の国内の PRTR 制度による化学物質の取扱量は 9.2 トン、排出量は 0.02 トンとなりました。2013 年 3 月期のデータ
には発電用重油に含まれる指定化学物質を集計しています。 

※PRTR 法・・・特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律。
※PRTR・・・環境負荷物質排出・移動登録。 

※2013/3 から発電用重油に含まれる 1,2,4- トリメチルベンゼンの集計を開始した。

事業所の環境活動

( トン）
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教育／啓発・表彰履歴 事業所の環境活動

パイオニアグループは、環境保護に関しての教育・啓発を役員及び全従業員に実施しています。啓発については社内だけでなく家
庭における活動にまで広げ、会社・組合・従業員とその家族が一体となった環境保護を展開し、優れた活動に対しては表彰を行なっ
ています。　　　　　　　　　

社内環境教育
パイオニアグループの国内拠点では、ISO14001 環境マネジメントシステムの統合認証に合わせて、e- ラーニングを活用した共通テ
キストで環境教育を実施し、環境知識・環境意識の向上を図っています。また各事業所独自の環境活動については、その事業所オ
リジナルのテキストを e- ラーニングに追加し、対応しています。さらに新入社員に対しては、集合研修の中に環境の項目を盛り込
み教育を実施しています。　　　　　　　　　　　

2010 年まで「COCOちゃん運動」として活動した家庭の CO2 排出量削減運動を、2011 年より夏の電力不足に対処するため「家庭
の節電コンテスト」とし 7月～ 9月（3ヶ月間）の家庭の電力消費量を削減する運動としました。

2012 年は、670 件以上の参加があり前年と同等の電力使用量でした。これは 2011 年の夏の電力不足に対処するために大幅な電力
使用量削減をしましたが、その節電状態を継続することができました。
さらなる節電を進めるため、優れた活動をした人と参加者から抽選により合計 120 個 LED ランプを提供しました。これは年間で約
3.3 トン※の CO2 削減効果があります。 

家庭の節電コンテスト 2012 夏

パイオニア環境貢献賞

パイオニアグループでは、2001 年 3 月期より環境保護活動に貢献した事業所や
グループ・個人を社内表彰するパイオニア環境貢献賞と、環境保護に寄与すると
判断された特許に与えられる環境特許賞を設けています。
2013 年 3 月期において、パイオニア環境貢献賞は、本来業務部門への応募が 22
件あり 6件を表彰しました。その中で「エンボステーピング製品の梱包材料削減
に関する活動」を最優秀賞として表彰しました。また、最も優れた活動をした事
業所として、パイオニアマイクロテクノロジーを事業所・関係会社部門の最優秀
賞として表彰しました。環境特許賞は、残念ながら受賞はありませんでした。
表彰式は、遠方の事業所とはテレビ会議システム（サイバーカンファレンスシス
テム・プライム）を利用して表彰を行い、移動による CO2 の削減に貢献しました。 
　　　　　　　　　　

受賞者一同（テレビ会議システムを利用）

※ 2011 年度電気事業連合会 使用端 CO2 排出原単位（クレジット反映後）0.476（kg-CO2 / kWh）で算出　　　　　　　　　

2010 年を 100 としたときの電力使用量

40W型 LED ランプ
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法律上必要とされる資格者について、定められた人数を超える人員を確保しています。

環境関連資格者数 

2013 年 3 月期実績

事業所の環境活動
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トピックス

パイオニアプラザ銀座（ショールーム）では、2012 年 8 月の 1か月間、環境をテーマにした短編映画上映とクイズラリーを開催
しました。
上映した短編映画「いきものがたり」と「みずものがたり」は、NPO法人 Think the Earth※が制作したもので、生物多様性と水の
大切さを子どもたちにわかりやすく伝える作品です。午前は地下視聴室の5.1chシステムで、午後は2階フロアの155型有機ELディ
スプレイを使用して鑑賞してもらいました。
また、館内の展示物をとおして環境をテーマにした「プラザ銀座小学生クイズラリー」を実施しました。AR HUDなどをクイズに
した 3問にチャレンジしてもらい、終了者にはパイオニアの環境の取り組みを紹介した「マイスター認定証」をプレゼントしました。 

香港における販売会社 PHK（PIONEER（HK）LTD.）は、香港特別行政区が設ける「2012 年香港環境優秀賞（Hong Kong Awards 
for Environment Excellence、以下 HKAEE）」の輸出入貿易部門において、「環境奨励賞（Certificate of Merit）」を 2年連続で受賞し
ました。HKAEE は、環境マネジメントや環境技術を採用するビジネスや団体を奨励することを目的に、2008 年に香港特別行政区
の環境保護運動委員会が設けたもので、毎年表彰が行われています。 PHK が受賞した「環境奨励賞」は、企業の環境マネジメント・
環境活動を評価するものです。今回、以下の取り組みが評価されました。

＜PHK の取り組み＞
 
・ISO14001 に基づく環境マネジメントシステムの確立。

・経営執行幹部が ISO14001 委員会、および、5S 委員会を定期的に開催し、目標設定や活動
   進捗を確認。

・2012 年 3 月までの 1年間の電力消費量の 2 %を削減目標とし、消費電力の少ない T5 系蛍 
   光管の使用と昼食時の消灯を含む、省エネルギー施策の実行により、達成。

・専任スタッフによる、環境プログラムの実績の逐次確認と進捗管理。

・PHK の環境目標と ISO ガイドラインに関する環境情報に、社員一人一人が簡単にアクセス
   することができる専用データベースを設置。

・PHK が求める環境条件に沿った取引を行うために、取引先へガイダンスノートを配布。

・環境保護に関する社員の意識向上のための活動を実施（龍鼓洲海浜公園での清掃活動など）。

パイオニアプラザ銀座で環境テーマのイベントを開催

2 年連続で「香港環境優秀賞」環境奨励賞を受賞

※一般社団法人 Think the Earth: 持続可能な社会実現のために、環境問題や社会問題への関心を高め、地球のことを "感じ・考え・行動する "きっ  
    かけ作りを継続的に行っているNPO。

短編映画「いきものがたり」と「みずものがたり」

表彰状

マイスター認定証

事業所の環境活動
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表彰履歴
主催者及び対象は、受賞時の名称を使用しています。

2013 年

2012 年

2011 年

2010 年

2009 年
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2008 年

2007 年

2006 年

事業所の環境活動
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2005 年

2004 年

2003 年

2002 年

事業所の環境活動
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2001 年

2000 年
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コミュニケーション

川越事業所は埼玉県の目標設定型排出権取引制度の報告にあたり、検証登録機関により基準年度と平成 23 年度の温室効果ガス排
出量の第 3者検証を受けました。埼玉県の排出量検証ガイドラインに従い、バウンダリーの確認、計量ポイントの確認、エネルギー
使用量のエビデンスの確認などを行い、データの透明性と信頼性を確認することが出来ました。　

社外からのお問い合わせ

第3者検証

国内事業所への環境保護活動に関するお問い合わせは 2013 年 3 月期は 392 件でした。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※構成比の合計は四捨五入の関係で 100 % になっていません。 　　　　　　　　　　　　　　

パイオニアは、常に時代を切り拓く市場創造の先駆者であり続けるとともに、責任ある企業として、地球環境の保護と改善に努め、
また地域社会や国際社会の中での「良き市民」として、高い倫理観を保持していかなければならないと考えています。「より多くの
人と感動を」－この企業理念も、そうした姿勢を貫く中で、さまざまなステークホルダーとともに実現していくものと考えています。

事業所の環境活動
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社会・地域貢献活動

木材を使ってスピーカーを作り続けてきたパイオニアグループは、「木への恩返し」として森林保全活動を行っています。これら
の森林保全活動は CO2 の吸収、水資源や生態系の保全に寄与しています。

2005 年より埼玉県鎌北湖付近のヒノキの森を「パイオニアの森」と名づけ、森林保全活動を定期的に行っています。雨などで数回
の中止がありましたが、2013 年 3 月期末までの 8年間で 14 回実施し、のべ 730 名以上の従業員とその家族が活動に参加しました。
2012 年 10 月の第 14 回目となるイベントでは、スタッフを含め 41 名の従業員とその家族が参加し、午前中大人は枝打ち作業、子
どもは 3つのチームに別れてカレー作りに挑戦しました。午後大人は間伐作業、子どもは間伐した木材を使用してコースターやカ
ブトムシ、クワガタなどの工作やバームクーヘン作りを楽しみました。
参加者からは「この活動により、森が健康な状態になり、こちらも心身をリフレッシュできるというところがとても良い」などの
感想が寄せられました。
また、この活動は埼玉県の森林 CO2 吸収量認証制度において、2012 年度 CO2 吸収量 69.9 トン -CO2 / 年と認証されました。

森林保全活動

パイオニアの森

参加人数（人） 

埼玉県森林 CO2 吸収量認証書

カレー作り（第14 回）

スタッフは、社員のみ

作業の様子（第14 回） 整備された森林

事業所の環境活動
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東北パイオニアは 2012 年 2 月山形県が推進する「やまがた絆の森プロジェクト」に以前から活動していた「天童・不思議の森」
として参画しました。
このプロジェクトは企業団体 -森林所有者 -山形県の3者が協定を結び、森づくりに取り組むことで地域活性化につなげ、森林の持っ
ている多様な機能を十分に発揮させ、森林の育成や活用を図ることを目的としています。
「天童・不思議の森」は当社を含む天童市内の 4企業が「企業の森づくり事業」として天童市の天然記念物「ジャガラモガラ」に
隣接する地域で行っている森林保全活動です。山形県と協定を締結した事によりさらに活動を活性化させていきたいと考えていま
す。

第 2回目（2012 年 10 月）の活動では下刈り・枝打ちを実施し、「やまがた絆の森プロジェクト」参加を記念して植樹をしました。
また、春に間伐した木材を利用して「ベンチ」を 10 台製作し、天童市へ寄贈しました。新たに「ピース･オブ･フォレスト」※活動
にも取り組み、生えたばかりの木を採取し育てて森に戻すために参加者が持ち帰りました。
2013 年 6 月に山形県 CO2 森林吸収量等評価認証制度において、CO2 吸収量 4.34 トン -CO2 / 年と認証されました。 

やまがた絆の森

※ ピース･オブ･フォレスト : 森に育った "小さないのち（生えたばかりの実生を）を掘り起こし、植木鉢に植え替え、自宅に持ち帰ってある程度
      成 長したら森に返すというプロジェクト　　　　　　　　　　

PCH は上海と広州において植林活動を実施しました。
第 1回植林活動を 2012 年 5 月に上海市の崇明島東平国家森林公園で実施しました。活動には 36 名の従業員とその家族が参加し
20 本あまりの木を植えました。第 2回となる 2013 年 3 月の活動では、広州市の広州白雲山公園で 20 名従業員とその家族が参加
しました。参加者間の交流も行い、楽しみながら地球環境に関する意識付けも行うことができました。参加者からは、「会社と一
緒に社会的責任を果たしたい。」「このような機会があればこれからも参加し、子供に対する環境教育をつづけたい。」「自分ができ
ることは、これからもどんどんやっていきたい。」などの感想がありました。

PCH（中国における法人統括と販売の法人）の植林活動

CO2 森林吸収量等評価認証「絆の森」協定締結式 作業の様子 ( 第 2回）

記念植樹された苗 間伐材で製作したベンチ 生えたばかりの木を採取

事業所の環境活動
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上海での作業 上海での参加者 植林した木に下げたプレート

広州での作業 広州での作業

十和田パイオニアは、2011 年 7 月 10 日青森県の青森国際ホテルで開かれた、青森県が主催する "新「もったいない・あおもり県
民運動」推進フォーラム "において、5S・VMによる省エネ取組みやエコドライブ運動など環境保護活動に関する活動実績を紹介
しました。（出席者 360 人） 

新「もったいない・あおもり県民運動」推進フォーラムで事例発表 

新「もったいない・あおもり県民運動」 ： 青森県民や事業者、各種団体、行政など多様な主体が、これまでのライフスタイルを見直し、
「もったいない」の意識を持って、ごみの減量やリサイクルに取り組んでいこうという目的で、平成 20 年にスタートした県民運動
に、日々の暮らしや事業活動の中での省エネなど低炭素社会づくりに向けた取組も合わせた運動。
5S ： 職場環境の維持改善に用いられる用語で「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の 5つの頭文字をとったもの。
VM ： Visual Management「目で見る経営・管理」のことで、職場において目で見る管理ができる「見える化」を推進し、業務の改
善活動と維持管理活動を展開し目的を実現させる。

多くの人が参加しました 発表の様子 

事業所の環境活動
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※パイオニア本社では 1999 年より実施しています　　　　　　　

パイオニアグループでは地域の環境保全や従業員の環境意識向上を目的とし、従来※より事業所周辺や公共の場の清掃活動を実施
しています。 

パイオニアグループでは 2010 年度より「パイオニアごみゼロ 1st クォーター」活動と名付け、地域の清掃活動を実施しています。
この活動はアースデイ（4月 22 日）、ごみゼロの日（5月 30 日）、環境月間（6月）、世界環境デー（6月 5日）など、環境に関す
る日・月間の続く 4月から 6月の第一四半期（3ヶ月間）をグループ統一活動期間として実施するものです。
3年目となる 2012年度は、活動を日本国内から世界へと広げました。全世界の 14 拠点で、のべ 625名の参加があり、およそ1.37t
のごみを収集しました。 

パイオニアごみゼロ 1st クオーター

クリーンアップ活動

日本

1

・実施日：2012 年 6 月 7日
・参加人数：56 人
・収集量：21.0 kg

本社 2

・実施日：2012 年 5 月 24 日
・参加人数：80 人
・収集量：25.0 kg

川越事業所

3

・実施日：2012 年 6 月 8日
・参加人数：15 人
・収集量：11.2 kg

パイオニアコミュニケーションズ 4

・実施日：2012 年 5 月 30 日
    　　　　2012 年 6 月 27 日
・参加人数：30 人
・収集量：1.0 kg

東北パイオニア　天童本社・工場

事業所の環境活動
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5

・実施日：2012 年 6 月 27 日
・参加人数：38 人
・収集量：6.6 kg

東北パイオニア　米沢事業所 6

・実施日：2012 年 6 月 7日
・参加人数：40 人
・収集量：23.3 kg

十和田パイオニア

7

・実施日：2012 年 5 月 30 日
・参加人数：19 人
・収集量：330.0 kg

パイオニアマイクロテクノロジー 8

・実施日：2012 年 6 月 13 日
・参加人数：11 人
・収集量：2.5 kg

パイオニアサービスネットワーク静岡

9

・実施日：2012 年 6 月 8日
・参加人数：28 人
・収集量：14.5 kg

パイオニア FA 10

 ・実施日：2012 年 6 月 8日
 ・参加人数：18 人
 ・収集量：21.5 kg

パイオニアファインテック

アメリカ タイ

11

・実施日：2012 年 7 月 10 日
・参加人数：19 人
・収集量：136.1 kg

Pioneer Automotive Technologies, Inc.（PAT）  12

・実施日：2012 年 5 月 19 日
・参加人数：56 人
・収集量：40.0 kg

Pioneer Manufacturing （Thailand） Co., Ltd.（PTM） 

中国

13

・実施日：2012 年 5 月 25 日
・参加人数：185 人
・収集量：717.9 kg

Pioneer Technology（Dongguan）Co., Ltd.（PTD） 14

・実施日：2012 年 5 月 7日
・参加人数：30 人
・収集量：23.0 kg

Dongguan Monetech Electronic Co., Ltd.（MND） 

事業所の環境活動
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参加人数（人）

2011年は諸事情により未実施です 奥入瀬渓流

十和田パイオニアでは2003年より、青森県奥入瀬渓流の遊歩道の清掃活動を「奥入瀬渓流クリーン作戦」と名付けて実施しています。
2012 年は紅葉シーズン直前の 10 月 6日に従業員とその家族 30 名で活動しました。当日は雨天にもかかわらず、すれ違う観光客
に率先して「こんにちは！」と声をかけると「お疲れ様です」などの挨拶が交わされて、清清しい気分の中で作業が行われました。
参加した 5名の子供達も雨の中最後まで一生懸命ごみを拾い、全員で 3.3 kg のゴミを回収しました。

奥入瀬渓流クリーン作戦

第 9回の参加者 雨の中での活動 子供たちも一生懸命

PSG では 2012 年 9 月 18 日に事業所の周辺の清掃活動を実施しました。活動には 11 名が参加し、10 袋のごみを回収しました。
参加者からは活動後「工場周辺の環境が随分綺麗になりましたので、気分爽快です。」などの感想がありました。

PSG（中国の生産法人）の清掃活動

参加者 活動の様子

事業所の環境活動
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パイオニアプラザ銀座（ショールーム）

※JCV スポンサーシップ制度：ワクチンさえあれば助かる命を救うため、世界中の子供たちに感染症の予防接種ワクチンと、それに関連する設備、        
    機器などを贈るために行う募金活動などに対し、協力する協賛企業を募集し、積極的な支援活動を推進していくことを目的とする制度です。 　　

パイオニアグループは、「ライトダウンジャパン 2012」に参加しました。
この活動は、環境省が 2003 年より地球温暖化防止のため毎年夏至の日を
中心に「CO2 削減 / ライトダウンキャンペーン」としてライトアップ施
設や家庭の消灯を呼びかけてきたものです。
2012 年は 6月 21 日「夏至ライトダウン（ブラックイルミネーション）」
と 7月 7日「七夕ライトダウン（クール・アースデー）」の 2日間、20時
から 22 時に照明施設の消灯実施となりました。
パイオニアグループでは 13 の事業所・施設が、消すことが可能な広告塔
や照明（屋内・屋外）の消灯をしました。また省エネ活動として多くの
施設で常時消灯を実施しました。この結果、この両日で約 510 kWh の電
力使用を削減しました。　

ライトダウンジャパン 2012 

パイオニアグループではペットボトルの回収に際し、キャップを分別回収しています。キャップは純度の高いポリプロピレンで
できているため、リサイクル業者にリサイクル資源として売却しています。キャップの売却益は JCV スポンサーシップ制度※に
寄付し、世界中の子供たちのための予防接種ワクチンの購入に寄与しています。2013 年 3 月期はワクチン 1115 人分相当の金額を
寄付しました。 

エコキャップ運動

社内で集まったペットボトルキャップの一部 集めたキャップをトラックへ（一袋約 200 kg） 

事業所の環境活動
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車寄せの換気に自然換気を利用

屋内にある納品のトラックが駐車するスペースを中庭と直結する構造とした事で、排気ファンを使用しない煙突効果による自然排
気を可能にしています。　　　　　　　　　　　　

照明設備

インバーター制御によるHF蛍光管を採用し、照度制御を実施しています。　　　　　　　　

空調設備

管理エリアを細分化し、必要なエリアのみ稼動可能な設計になっています。一部に氷蓄熱設備も導入しています。　　　　　　

評価設備

恒温槽などの評価設備は水冷式とし、集中的に冷却水を供給しています。これにより評価設備の排熱が空調に与える影響を最小と
しています。　　　　　　

省エネ活動

省エネ委員会を定期的に開催し、エネルギー使用状況の分析をフロア・設備ごとに実施し、目標管理を行っています。　　　　

太陽光発電パネル付きの街灯を正門横に設置 

昼間に発電した電力を蓄電池に蓄え、夜間に正門付近を照らしています。

   

太陽光発電パネル付きの街灯

省エネ活動事例 事業所の環境活動

パイオニア本社の省エネ活動事例 
パイオニア本社（川崎市）は、2007 年の社屋建設時、当時の最新省エネ施策を導入しています。 　　　　　　　　　　　　　　　

BEMS の導入

BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）を導入し、約 800 ヶ所の電力使用量を監視しています。
また、照明や空調のON/OFF 設定や電力使用量のデータ収集も集中管理で行っています。デマンドコントロール機能もあり、設定
より電力使用量が増えると自動的に運転を遮断することが出来ます。　　　　　　　　　　　　　　　
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事業所の環境活動

空調設備の更新

パイオニアコミュニケーションズの省エネ活動事例

パイオニアコミュニケーションズ（埼玉県）では省エネ活動の取り組みとして、2012 年に老朽化した重油ボイラーと冷却塔による
空調設備を更新し、ビルマルチエアコンに入れ替えました。それまでは、年間 13 kL の重油を使用していましたが、生産ラインの
負荷変動や、オフィスのレイアウト変更に対し細かい調整が出来ず、無駄が発生していました。新設のエアコンと、デマンド管理
システムの導入により、電力使用量のUPも抑えられ、年間エネルギー使用量は 14 % の削減につながりました。設置工事の時期が
２月だったため、暖房を止められない中夜間や休日に工事を行い、切り替えることが出来ました。
また、重油タンクは地下に埋設されていたため、漏洩による土壌汚染がリスクとして想定されましたが、撤去（使用中止）したこ
とにより、解消され、定期的な検査費用も削減できました。 　　　　　　　　　　

デマンドコントローラー エアコンの室外機
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資源循環活動事例 事業所の環境活動

川越事業所の資源循環事例
川越事業所は、カーナビ、カーオーディオの生産ラインと、開発、設計および事業企画系とカー事業の中心拠点です。従業員は約
3500 名で、主に発生する廃棄物・有価物は部品、材料の梱包材、使用済みの試作品や、半田くずなどです。川越事業所の廃棄物･
有価物削減やリサイクルの取り組みを紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

製品をパレット（物流に用いる荷物を載せるための台）に載せて運ぶ際に荷崩れを防止するためにポリエチレンフィルムを使用し
ます。
2012 年にプラスチックの圧縮機を導入し、社内で圧縮梱包することで同じ材質だけを集めるようにしました。サーマルリサイクル
からマテリアルリサイクルへと変えることで資源としての価値もあげることが出来ました。また圧縮してから運搬するため運搬効
率や、圧縮機の導入前後でプラスチック類の処理費用が 3分の 1になりました。

廃プラスチック類のリサイクル推進

性能評価の終わった試作品はセキュリティ確保のため廃棄時には分解していますが、有用金属回収のため、リサイクル業者と情報
交換しながら、分別回収しています。回収場所には IC の種類や回路、材質などの種類ごとの回収単価を表示しています。捨てると
きに資源として価値がある "売れるもの "の表示があるとより積極的に分別してくれるようになりました。

リサイクルセンターで分別解体

各フロアー毎に番号を振り、全てのゴミ袋に番地を記入し、分別間違いがあった時、部門にフィードバックができるようにしてい
ます。
間違いがあった項目については、e- ラーニングによる環境教育で、分別間違い事例ベスト 10 として事業所内に展開しています。 

事業所内ごみ袋の番地制

事業所内の樹木から発生する落ち葉を以前は事業系一般廃棄物として処分していましたが、他社のベンチマーキングした時の改善
事例を参考に、腐葉土化に取り組みました。腐葉土置場の施設も社員が作りました。 

落ち葉の腐葉土化
   

梱包済みフィルム リサイクルセンター 腐葉土置場
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事業所の環境活動水資源の利用活動事例
排水の再利用
半導体や有機ＥＬを生産するためには純水が必要です。純水は、工業用水を原水とし、さまざまなフィルターを経て作られます。
水がフィルターを通る際に排水が生じますが、それを工業用水として回収し、再利用しています。2013 年 3 月期の再利用量（国内）
は 79 千㎥でした。 　　

地下水（井水）の有効利用
半導体の生産で使われる地下水（井水）について、ろ過装置の目詰まりを防ぐために行っている逆洗浄を短縮化するなどにより、
使用量を減らす取り組みを行っています。さらに、一度冷却水として使われた井水の一部を回収再利用するなどにより、限りある
資源の有効利用に努めています。

排水の再利用例

101



活動のあゆみ
環境保護活動年表
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活動のあゆみ
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報告範囲
報告範囲 ( 会社・事業所・拠点 ) の基本は、以下の通りです。（2013 年 3 月現在の名称で記載してあります。）　　　　　　　　　　

・パイオニア（株）      
 ・本社    
    ・川越事業所    
 ・東日本ロジスティクスセンター    
・東北パイオニア（株）     
 ・天童本社・工場    
 ・米沢事業所    
・最上電機（株）     
・東北パイオニア EG（株）     
・パイオニア・マイクロ・テクノロジー ( 株 )      
・パイオニアコミュニケーションズ ( 株 )     
・十和田パイオニア（株）     
・( 株 ) パイオニア FA      
・パイオニアサ－ビスネットワ－ク ( 株 )     
 ・ワールドパーツセンター / 修理テクニカルセンター    
・パイオテック ( 株 )     
・パイオニアシステムテクノロジー ( 株 )      
・パイオニアファインテック ( 株 )      

【日本】

【アメリカ大陸】
アメリカ合衆国   ・Pioneer North America, Inc. (PNA)    
    ・Pioneer Automotive Technologies, Inc. (PAT)    
カナダ    ・Pioneer Electronics of Canada, Inc.（POC)    
ブラジル   ・Pioneer do Brasil Ltda.（PBL)     
    ・Pioneer Yorkey do Brasil Ltda. (PYB)    

   

【ヨーロッパ】
ベルギー   ・Pioneer Europe NV（PEE)   
イギリス   ・Pioneer GB Ltd. （PGB)   
ドイツ    ・Pioneer Electronics Deutschland GmbH（PED)   
フランス   ・Pioneer France SAS（PFS)   
イタリア   ・Pioneer Italia S.p.A.（PEI)   
オランダ   ・Pioneer Benelux BV （PEB)   
スペイン   ・Pioneer Electronics Iberica SA（ESP)   
ポルトガル   ・Pioneer Electronics Iberica SA（ESPL)   
ノルウェー   ・Pioneer Norge A/S（PEN)   
スウェーデン   ・Pioneer Scandinavia AB （PES)   

【アジア＆オセアニア】
シンガポール   ・Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.（PAC)     
マレーシア   ・Pioneer Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.（MPT)     
タイ    ・Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. （PTM)     
    ・Tohoku Pioneer (Thailand) Co., Ltd. （TPT)      
ベトナム   ・Tohoku Pioneer (Vietnam) Co., Ltd.（TPV)      
中国    ・Pioneer China Holding Co., Ltd. （PCH)      
    ・Pioneer Technology (Dongguan) Co., Ltd. （PTD)     
    ・Pioneer Technology (Shanghai) Co., Ltd. （PSG)     
    ・Pioneer Electronics (Shanghai Export Zone) Co. Ltd. （PGE)   
                              ・Pioneer (HK) Ltd. （PHK)     
 　　　　  ・Dongguan Monetech Electronic Co., Ltd. （MND)     
                 ・Shanghai Pioneer Speakers Co., Ltd. （SPS)     
    ・Mogami Dongguan Electronics Co.,Ltd. （MDE)     
    ・Pioneer Sintai (Donguan) Optical Co.,Ltd.（PSD)     
オーストラリア   ・Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd.（PTY)     
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本レポートに関するご意見・お問い合わせ先

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉 1-1
TEL  044-580-3211(代表 )
WEB版環境活動のホームページ  http://pioneer.jp/environment/

パイオニアのホームページでもご意見・お問い合わせを受け付けています
https://www3.pioneer.co.jp/support/contact/environment/

2013 年 8月発行

総務部 社会環境推進室

   

© Pioneer Corporation 2013


	environment2013_0_表紙1.pdf
	environment2013_1-2
	environment2013_1-3
	environment2013_1-4
	environment2013_1-5
	environment2013_1-6
	environment2013_2-1
	environment2013_2-5
	environment2013_3
	environment2013_4
	車のエコ 4-1
	車のエコ 4-2
	車のエコ 4-3
	車のエコ 4-4
	車のエコ 4-5
	車のエコ 4-6.pdf

	environment2013_5
	家のエコ 5-1
	家のエコ 5-2
	家のエコ 5-3
	家のエコ 5-4
	家のエコ 5-5
	家のエコ 5-6
	家のエコ 5-7.pdf

	environment2013_6
	街のエコ 6-1,6-2
	街のエコ 6-3
	街のエコ 6-4.pdf

	environment2013_7_1_new
	environment2013_7-2-new
	environment2013_7-3-new
	environment2013_7-4-new
	environment2013_7-5
	environment2013_7-6
	environment2013_7-7
	environment2013_8
	environment2013_9_裏表紙



