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ＣＸＯ 
美しい地球を次世代へ 

ジャパンディスプレイグループは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、中小型ディスプレイ
製品およびサービス提供を通じ、 人と環境を大切にし、社会とともに発展する企業をめざします。 

ＩＳＯ１４００１規格に準拠した環境マネジメントシステムを構築するとともに推進組織を整備し、ジャパンディスプレイグループ
の環境管理システムの継続的改善を図ります。 
 
国際的環境規制、国・地方自治体などの環境規制および自主的に受入れを決めたその他の要求事項を順守し、環境汚染の
予防に努めます。 
 
事業活動における環境に著しい影響を与える項目については以下を基本として、環境目的および目標を設定し定期的に見
直すとともに継続的改善に努めます。 
 
重点施策 
1. 温暖化防止、水資源の保護、省エネルギー、省資源に努めます。 
  化学物質の確実な管理を行い、継続的な削減、代替に努めます。 
  廃棄物のリデュース・リユース・リサイクルを推進しゼロエミッションに努めます。  
2. グリーン調達を積極的に推進し、環境負荷低減に寄与する、環境調和型製品・サービスを提供します。 
3. 生態系の保全に配慮するため、モノづくりによる環境への影響を調査・管理するとともに環境側面の改善に取り組みます。 
4. 自然保護や環境保全の地域活動にも積極的に参加し社会貢献活動に努めます。  
 
環境保全活動を確実にするために、全社員にはこの環境方針の周知と環境教育を徹底し、関係取引先に対しても協力を要
請していきます。 

スローガン 

基本理念 

方針 

環境方針 
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2011年度は、2008年度から継続している中期計画である“グリーンプランTMD2012”に基づい
た活動を行いました。下表のように全ての項目について目標を達成しました。 

環境中期計画と2011年度実績 

項目 指標 
指標の 
種類(*) 

基準年度 
2012年度 

目標 
2011年度 

目標 
2011年度 

実績 
評価 

環境調和型製品               

  製品環境自主基準適合比率 適合比率(%) - - 80 73 87 ○ 

                

グリーン調達ガイドライン               

 ハロゲンフリー化取り込み   - - 完了 - 取り込みは既に完了 ○ 

            適用会社を拡大   

地球温暖化の防止               

  エネルギー系CO2排出量 削減率(%) 原単位 2002 24 23 42 ○ 

  削減量(kt) 絶対値 2007 200 195 236 ○ 

  温室効果ガス排出量 削減量(kt) 絶対値 2007 100 99 102 ○ 

  国内製品物流に伴うCO2排出量 削減率(%) 原単位 2004 25 24 54 ○ 

                

化学物質の管理               

  化学物質排出量 総量(t) 絶対値 - 40 38 33 ○ 

                

資源の有効活用               

  廃棄物総発生量 削減率(%) 原単位 2002 54 55 77 ○ 

  削減量(t) 絶対値 2007 15600 14239 16082 ○ 

  ゼロエミッション(※)継続 最終処分率(%)   - ≦0.5 ≦0.5 0.0006 ○ 

                

水資源保護               

  水使用量 削減率(%) 原単位 2007 8 7 42 ○ 

(*) 原単位＝基板面積を分母とした基板面積原単位 
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事業系環境活動：主な環境指標の推移 

エネルギー起源CO2排出量 温室効果ガス排出量 

化学物質排出量 廃棄物総排出量 
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効 果 

ポイント 

 液晶パネルの製造においては、温室効果ガスであ
るCF4（四フッ化炭素）を用いるが、従来、このガスは、
半分以上が装置で消費されず無駄に捨てられてい
た。そこで新工場では、中小型液晶パネルの工場で
は初めてとなるリサイクルシステムの導入を図った。 

概 要 

 高分子分離膜によるガスの回収技術と吸着による
精製技術をベースにしたシステム(*1)により、 
 ・ＣＦ４ガスの再利用 （使用量大幅削減） 
 ・除害(*2)によらない地球温暖化対策 
を実現 
*1:装置メーカー製の装置を用いて構築 
*2:除害=ガスを燃焼やプラズマ処理により分解し温室効果作用を除去すること 

 ・CF4使用量削減： 15 → 8t/年 （コスト ▲50M円) 
 ・CF4排出量削減： ▲5万t-CO2/年 
   本システム導入有無の比較、 値は見込み値（実稼動は来年度） 

 ・除害に伴う環境負荷の削減（エネルギー、水） 
 

プロセス 

装置 

（ｴｯﾁﾝｸﾞ） 

CF4回収 
装置 

CF4精製 
装置 

システムの概要 

CF4回収の概要 

CF4精製の概要 

新品CF4 

回収ＣＦ４ Ｎ２希釈ＣＦ４ 

Ｎ２等、未回収ＣＦ４ 

精製CF4 （CF4≧99.99%） 

未消費CF4＋副生成物＋N2 

N２等、未回収CF4 

Ｎ２＝窒素ガス（プロセス装置の排気時に導入） 

・多段の吸着系により、ＣＦ４以外の成分を除去し、ＣＦ４を５ナインレベルまで精製 
・吸着剤は再生が必要なので、複数の吸着筒を切り替えて連続処理 

真空ポンプ 真空ポンプ 真空ポンプ 

回収ＣＦ４ 
（CF4≧90%） 

精製ＣＦ４ 
（CF4≧99.99%） 

他のPFC除去 

吸着筒 
（吸着剤を充填） 

排気 

N2,O2除去 N2,O2除去 

CF4リサイクル 

プロセス副生成物 

除去系 

回収CF4 （CF4≧90%） 

Licensed from Air liquid, Inc. 

Ｎ２ Ｏ２（酸素） 
Ｎ２希釈 

ＣＦ４ 

回収ＣＦ４ 

中空糸膜 

高分子分離膜 

〔外径～３００μｍ） 

事業系環境活動トピックス：能美工場における温室効果ガスのリサイクル 
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・ECP：Environmentally Conscious Products  
     原材料・部品の調達、製品の製造、流通、消費（製品の使用）、廃棄などの各段階に 
     おける環境負荷を低減した製品。 
・LIME：Life cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling 
     （独）産業技術総合研究所が開発したわが国の代表的な環境影響評価手法 

● 環境調和型製品（ECP）の創出に努めており、その為に以下のような仕組みを構築 
   しています。 
   まず商品企画の段階で、他社のベンチマークを行い、主要な環境性能に関する 

   高い目標「ｅｃｏターゲット」を設定し、これを達成するよう開発を進めています。 

● 開発・設計段階では「製品環境アセスメント」により、各種環境要求事項に関する 

   確認を行います。また、ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）を実施し、環境影響低減 

   と製品価値向上を考慮した指標である環境効率を確認します。環境影響の評価 

   にはＬＩＭＥを用いており、この際に生物多様性への影響も考慮されます。 

－ 環境調和型製品（ＥＣＰ） － 

製品系環境活動 
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－ 環境品質保証 － 

● 「環境品質保証」とは、当社の「グリーン調達ガイドライン」及び、お客

様が指定する「使用禁止物質」が、当社の製品に含有されないことを保証

することです。 

 この為に、当社では、新製品の開発・設計段階から、製品の出荷に至る

までの広範囲にわたる 「環境品質保証システム」を構築すると共に、この

システムは、「品質保証システム」の一部として運用しています。 

● 開発・設計段階では、「製品環境アセスメント」により、使用禁止物質

についての確認を行います。また調達段階では、「グリーン調達ガイドライ

ン」で定めた仕組みにより使用禁止物質の非含有を厳しくチェックします。 

 更に量産段階でも、所定の頻度で分析調査を実施し、万が一使用禁止

物質が検出された場合は、是正する仕組みを構築しています。 

製品系環境活動 
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リサイクル

廃棄

使用

流通

製造

材料調達

・薄型化：モジュール厚さ42%低減 

・軽量化：モジュール質量30%低減 

化粧板・タッチパネル一体型タブレット用液晶モジュール 

・MIPI-DSI方式による液晶駆動回路の低消費
電力化：63%低減 

＜製品の価値＞ ＜環境影響＞ 

価
値
改
善 

環
境
改
善 

携帯電話用液晶モジュール技術を導入することで
薄型軽量化、低消費電力化を実現したタブレット用
液晶モジュール 

・一体型構造により強度を確保しつつ薄型軽量化 

・データ通信規格をLVDS*から携帯電話用のMIPI-

DSI**に見直すことで低消費電力化 

現行のタブレット製品で使用されている
LVDS方式では回路規模が大きく、消
費電力も大きい。 

液晶モジュール構造の比較 

現行モデル 新規モデル 

一体構造にすることで、強度を
確保しつつ各部品を薄くして、
全体の薄型化を実現。 

800mW 

効 果 

ポイント 

概 要 

一体構造でないため、各部品を薄く
できず、無駄な空間もあって、全体
の薄型化が困難。 

MIPI-DSI方式では、回路規模を小
さくでき、消費電力も低減できる。 

*Low Voltage Differential Signaling：ANSI等が標準化しているシリアル
データ通信規格。主にＰＣ等のデジタル機器で採用されている。 

**Mobile Industry Processor Interface Allianceが標準化しているシリアル
データ通信規格(Display Serial Interface)。主に携帯電話で採用されてい
る。 

駆動基板 

I/F基板 不要 

液晶パネル 駆動基板 I/F基板 液晶パネル 

基板構成の比較 

空間 

300mW 

1/1.13 
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電池の持ちがよい

薄い

情報量が多い

1.39 

現行モデル 新規モデル 

現行モデルとの比較 

製品系環境活動トピックス：液晶モジュールの薄型軽量化・低消費電力化 



10 Copyright © 2012 Japan Display Inc. All Rights Reserved. 

いしかわ版里山づくり ISO を認証  

（石川県産業展示館 4号館）  認証書交付式 8月20日（土） 

谷本県知事より、山本工場長に認証書を授与 

里山づくりＩＳＯの主旨 

近年、生物多様性の低下が懸念されているなか、石川県では企業などよる里山の利用保全活動の 

取組を県が認証する「いしかわ版里山づくりISO」制度を設置することになりました。 

当工場ではこの主旨に賛同し、今回認証を受けることにしました 。 

石川工場の 里山づくり取組み方針宣言文 

東芝モバイルディスプレイ(株) 石川工場は、生物多様性の保全および生物多様性の構成要素の 

持続可能な利用のため、事業所を基点とした地域連携によるネットワークの構築を図り、相互協力のもと、 

生物多様性に及ぼす影響の低減を図ります。 

生物多様性関連の活動① 
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主催：石川県 環境部 里山創成室 
   能美の里山ファン倶楽部 

参加 ： 総勢 約100名 

     地域、地元ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、県内一般家族、翠星高校、他 

（企業） 鶴来信用金庫、リコー 、加賀東芝ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 、当社（5名） 

能 美 の 里 山 感 謝 祭 

（いしかわ里山づくりｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 2011） 

日時  ： 11月27日（日）9:00～12:00 場所 ： 能美市長滝町七つ滝 

内容  ： 当地区は、七つ滝を有した景勝地であり、かつ絶滅危惧種であるギフチョウを代表と 
      する多様な生植物が生息する里山群落である。 
      3年前から、地区を保護する活動がボランティア団体により発起され、毎年この時期に 
      散策ロや雑木林の整備を兼ねた、感謝祭が模ようされます。 
      

今回、当社石川地区から ５名が保全活動に初参加しました。 

生物多様性関連の活動② 



12 Copyright © 2012 Japan Display Inc. All Rights Reserved. 

工場排水系

雨水排水系

合流槽

最終放流口

雨水放流口

工程排水系

能
美
市
配
水
管

生活排水系

合併浄化槽

（加賀東芝）

工場排水系

雨水排水系

合流槽

最終放流口

雨水放流口

工程排水系

能
美
市
配
水
管

生活排水系

合併浄化槽

（加賀東芝）

B棟 A棟 

加賀東芝 

能美工場ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ 

浄化槽 

池 

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 

育成ｿﾞｰﾝ 

鑑賞ｿﾞｰﾝ 

◆ECOファクトリーであるとともに、地域環境、自然との融合の 
 ための生物多様性ネットワークの中継拠点としての役割 

◆生き物たちへの配慮と共生 
   ・近隣生態系による植栽と、 
    ｷﾞﾌﾁｮｳ（絶滅危惧種）の飛来を期待した直裁 
   ・工場排水を利用した池の設置とメダカ、カエルの 
    生息を目指した環境づくり 
◆工場で働く人たちと、訪れる人たちへの配慮 
   ・食堂からの景観を楽しめる配置と演出 
   ・自然観察が可能な配置  

・コンセプト策定・設計に 

 参画。石川県里山創生室 

 等とのパイプ役を担う 

・継続した育成・観察に 

 向けた仕組みづくりが 

 今後の課題 

能美工場ビオトープ① 
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能美工場ビオトープ② 
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環境月間
クイズ

応募方法：①Ｅ棟玄関の投函ボックスへ直接投函 ②社内郵便で（石）［管］（環）に送付
締 切 日：6月13日（月）
ヒ ン ト ：「平成23年度 環境月間メッセージ」などを参考にしてください。

◇東芝グループ環境ビジョン２０５０
東芝グループでは「地球と調和した人類の豊かな生活」を2050年のあるべき姿として描き、中期的な環境経営施策を

まとめたのが、（ ）です。

◇東芝グループ攻めの環境経営の推進
持続可能な地球の未来に貢献する（ ）としての地位確立のため、「（ ）」

（Green of Process、Green of Product、Green ｂｙ Technology）、およびそれを支える（ ）など
の取組みを「Green  Management」として推進します。

生物多様性保全に関して東芝グループでは、各事業所が行政や周辺企業などを含めた地域連携によって生物多様性
保全のための保護対象を選定し改善させていく「（ ） 」作りに着手しています。今後は生物多様性
に配慮した（ ）の推進や、生物多様性保全に係る（ ）など、新たな施策の展開についても
それぞれの部門で検討推進していきます。

◇オフィスでできる節電のポイント
・エアコンで節電 ⇒（ ）・風向を調節して節電！
・PCで節電 ⇒PCの設定を（ ）にして節電！
・クールビズスタイルで快適に ⇒勤務状況にあわせて（ ）に工夫を！
・断熱性を向上 ⇒（ ）を上手に使って節電！
・照明で節電 ⇒休み時間には （ ）で節電！

所属（ ） 氏名（ ）

「平成23年度 環境月間メッセージ」全文は、5/31（月）配信e-mail 「（環境月間）室町副社長メッセージ」や（石）環境掲示板をご覧ください。

（ ）の中を埋めてください。

◇環境月間「朝ビラ」配付  
   と環境クイズ 2011年6月6日（月）  

 環境月間行事は「環境月間啓発ビラ」配りから 
始まりました。環境保全推進担当者による、出社 
時の従業員に一枚づつ手渡し「環境月間」取り 
組みの浸透と理解・協力を呼びかけました。 
 

社内PR活動：朝ビラ配布 

クイズに答えて環境保全について考えよう！  

環境コミュニケーション（石川地区）① 
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☆地域保育所への出前環境教育 2012年2月8～10日 
 

 地域の3箇所の保育所へ出向き、 
絵本の読み聞かせによる環境教育を 
実施しました。内容は、電気や資源を 

大切に使い無駄使いをやめようという 

内容で、自家製発電機でＬＥＤランプ 

を点灯させる実験もしました。 

従業員、近隣事業所、行政へ配布 ☆広報活動 

環境報告書   
2011年11月31日発行  サイトレポート TMD石川地区 環境新聞  

☆社員家族の職場参観日  2011年7月25日～29日 
 JDC石川工場では、職場活性化活動 
未来SOZO委員会の企画で、｢職場参観日｣が 
開催されました。 
 この中で、社員の家族や子供たちに 
石川工場や従業員の職場環境の理解 
を深めてもらうことを目的とした3家族 
6名が、工場の基幹ﾗｲﾌﾗｲﾝの中央監 
視制御施設やｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備、 
排水処理施設などを見学しました。 

☆職場体験学習の受入    2011年8月24～26日 

 JDC石川工場では、川北中学２年生 

の「わく・ワーク体験」職場体験学習を受 

け入れました。その中で、排水処理施設 

で、実際に排水の中央監視室で水質の 

日常点検項目の計器読み取りと数値の 

検証を体験しました。 

☆川北クリーンキャンペーン 2012年5月26日（土） 
 2012年で16回目の開催となり、毎年のように、JDC石川工場と関係

会社様、及び近隣事業所様の従業員とその家族の方々により、390
名の方々の参加協力が 

ありました。また、今年度も、手取川 

堤防も清掃範囲に含めた川北町の 
広域で清掃活動を実施しました。 

2011年： 459名、収集量： 420kg 

2012年： 390名、収集量： 390kg 

環境コミュニケーション（石川地区）② 
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深谷市・警察・商工会議所・自治体をご招待 

東芝深谷祭りの一環として、環境に関心を高めていただけるよう、環境コーナーを開設した。 

クイズに挑戦している来場者 近隣の皆様・従業員＆家族 

排水処理方法の説明と汚泥原料肥料 クイズの景品にエコバッグを配布 

クイズ回答者集計
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環境コミュニケーション（深谷地区）① 
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埼玉県北部環境事務所 訪問履歴 

  ・埼玉県条例廃棄物届出 

  ・ＰＣＢ関連届出 

  ・公害防止管理者変更届出（大気） 

  ・届出事前相談 等 

埼玉県環境部 訪問履歴 

  ・地球温暖化対策報告書 

   事前相談 ＆ 届出 

 

深谷市役所 訪問履歴 

  ・年末挨拶 ＆ 届出事前相談 

埼玉県北部環境事務所 来社履歴 

  ・排水立ち入り調査 

  ・福川魚大量死に伴う立入り調査 

  ・ＰＣＢ保管状況立入り調査 

埼玉県環境部 来社履歴 

  ・ＣＯ２排出基準補正 現場立ち入り調査 

環境コミュニケーション（深谷地区）② 
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 「地球環境の保全が、人類共通の最重要課題の一つである」 

ことを認識した活動を推進していますが、特に近年は、「生物 

多様性」に関する活動に力を入れてきています。 

 昨年度は、石川県能美市に新工場を建設し、その敷地内に 

生物多様性活動の一環として、ビオトープを設置しました。 

 このビオトープ計画推進にあたり、石川県、能美市、ふれあい 

昆虫館、里山ファン倶楽部の方々に協力 

を戴き、極力石川県産の植物を植生する 

ことが出来ました。 

 地域関係者の方々に感謝し、編集後記とします。 

編集後記 


