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日本経済新聞社は環境問題に対する取り組みを深めるため、2007年11月に｢環境基

本理念｣及び温室効果ガス削減の数値目標を盛り込んだ｢環境基本指針｣を定め、環境

配慮への先進企業となることを宣言しました。その数値目標を達成した後、2016年度中

に今後の継続的な目標を定め、2017年9月に「環境基本指針」を改定しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境宣言                                

             

 

 

 

 

 

 〔基本理念〕  

地球環境の保全は人類社会の持続的発展に欠かすことのできない最重要課題

です。日本経済新聞社は企業の社会的責任として、事業活動のすべてにわたり環

境負荷の低減をはかります。またメディアの特長を活かした環境情報の提供に努

め、経済発展と地球環境の調和がとれる世界の実現に、全社をあげて行動します。                            

 

 〔基本指針〕  

(１）事業活動が環境に及ぼす影響をできるだけ軽減するため、適切な保全策の

実施と効果の評価を定期的に行い、環境マネージメントシステムの継続的な

改善を実行します。                  

（２）省資源、省エネルギー、リサイクルや廃棄物の削減など環境問題への持続的

な取り組みを通して、循環型社会の実現に努力します。         

（３）事業活動に関わる環境関連法令及び当社が同意するその他の要求事項を

順守します。                         

（４）紙面やネット、各種イベントを通して、環境保全の重要性を世界に向けて発信

します。                        

（５）社員一人ひとりが環境問題に対する自覚を深め、意欲と責任を持って行動で

きる環境型人材の育成をはかります。            

（６）温室効果ガスの排出源となるエネルギー消費を年平均 1％削減することを目

指します。また、パリ協定などの国際的な枠組みを尊重し、長期目標として取

り組みます。 

 

                         ２０１７年９月３０日  

 
           

日 本 経 済 新 聞 社                      
          ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
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社名  株式会社 日本経済新聞社   

代表者  代表取締役社長  岡田 直敏  

資本金  25 億円   

社員数  3,021 人（2017 年 12 月末）  

事業内容  新聞を中核とする事業持ち株会社  

雑誌、書籍、電子メディア、データベース 

サービス、速報、電波、映像、経済・文化  

事業などを展開   

創刊  1876 年（明治 9 年）12 月 2 日  

売上高  1,872 億円（2017 年 12 月期）  

本支社  東京本社、大阪本社、名古屋支社  

  西部支社、札幌支社、神戸支社、京都支社  

国内支局  全国 54 カ所  

海外取材拠点  米州編集総局（ニューヨーク）、欧州編集総局（ロンドン）など 37 カ所  

所在地  東京本社  100-8066 東京都千代田区大手町 1 丁目 3 番 7 号 

大阪本社  541-8515 大阪市中央区高麗橋 1 丁目 4 番 2 号 

 

東京本社ビルの概要  

日経棟・ＪＡ棟・経団連棟の３棟が低層部及び地下階でつながり、建物としては全体

で一棟の建築物となっている。 

 

敷地面積   １３，３９９．０８㎡        設備概要  

 

延べ面積    ７４，７５１．０３㎡         ・照明 明るさセンサーによる照度制御、 

スケジュール制御、人感センサー

駐車台数   ９５台  

                  ・空調  地域冷暖房  

主要用途   事務所・ホール               全熱交換器、マルチパッケージ、 

エアバリアファン 

階数       地下３階  地上３１階  ＰＨ２階        高層階（床染み出し方式）                                                                

                                         中層階（単一ダクトVAV方式） 

高さ       １５５ｍ 

 

運営管理   ㈱日経プラザ＆サービス 

会社概要                                            

 

 

 

 

日経東京本社ビルの外観  



 4 

 

 

 

 

◆分野  
 

日本経済新聞社の中核事業である新聞事業を中心に報告します。対象となる新聞

印刷部数の発行部数に占める割合は約75％です。残りは他社への委託印刷です。 

 
 

◆組織 （社員数は2018年4月時点）  
 

日本経済新聞社と新聞事業に関わる以下のグループ印刷会社などを含みます。 

  
社名・工場 資本金 社員数 住所  

 
（株）日経東京製作センター 1.5億円  163名  東京都江東区東雲1-10-5 

東雲工場         同上  

            川崎工場    神奈川県川崎市高津区久地3-16-12 

 

（株）日経首都圏印刷  1.0億円  208名  東京都江東区東雲1-10-5 

横浜工場    神奈川県横浜市瀬谷区目黒町28-4 

            埼玉工場    埼玉県鴻巣市箕田3264-1 

八潮工場    埼玉県八潮市二丁目1015 

            立川工場    東京都立川市富士見町6-63-3 

            千葉工場    千葉県習志野市茜浜3-6-2 

茨城工場    茨城県かすみがうら市上稲吉

2044-10 

 

（株）日経西日本製作センター 1.0億円  164名  大阪市中央区大手前1-1-1 

大手前工場         同上  

南港工場    大阪市住之江区南港北1-2-29 

西部工場    福岡市東区東浜1-10-63 

 

（株）日経名古屋製作センター 0.5億円  49名  愛知県清須市春日中沼9番地  

名古屋工場         同上  

 

 

 

 

◆期間  
 

 2017年度（2017年4月～2018年3月）が対象期間です。 

 

 

 

 

 

対象分野・組織・期間                                            
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日本経済新聞社は 2007年の環境宣言から CO２排出量の削減、エネルギー消費量

の削減に努めてきました。東日本大震災以降の電力需給バランスによる節電の必要

性や、COP21 でパリ協定が採択されるなど環境対策に関する社会的な要請の変化に

対応し、日経の環境活動を進めてきました。 

 

◆ピーク電力抑制による社会的貢献  
環境対策としての節電は電力使用量（kwh）を減らすことを意味します。電力使用量

の削減は経費削減にもつながり、環境対策と合わせて成果を得られます。また、契約

電力（kw）を下げることで基本料金を抑えることができ、割安な深夜電力を利用するこ

とで従量料金も抑えることができるため、経費削減を目的としたピーク電力抑制は一般

的に行われています。しかし、2011 年の東日本大震災の影響で原発が停止し、電力

会社による供給が間に合わない事態となり、ピーク電力抑制は新たに社会的な要請事

項となりました。 

 

 

上の表は自社ビルである 4 本支社と 12 工場の契約電力の推移です。2010 年の契

約電力 26,000kwは、2018年には 21,860kw（-16％）まで下がりました。エネルギー消費

削減の基準年としている 2013 年に対しては約 8％下がっています。日経では従来から

経費削減を目的に契約電力引下げ、深夜電力利用を進めてきました。そのため特に

工場の契約電力引下げはエネルギー消費削減と同様にゆるやかな減少カーブになっ

ています。オフィスビルの契約電力は東日本大震災の節電の影響を大きく受けており、

2011 年の下げ幅が大きくなっています。2015 年の増加は大阪新社屋の竣工によるも

日経における環境活動 
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ので、大阪本社移転により電力使用量の合計は下がっていますが、旧社屋は印刷工

場として稼働中のため契約電力としては増えた形になっています。 

 

◆社会的な要請の変化と今後の日経の環境対策  
2007 年に制定した「日経環境宣言」は、数値目標である CO２排出量 15％削減

（2005 年度比）を、目標年の 2015 年から 5 年前倒しで 2010 年度に達成しました。それ

以降、新たな環境宣言の数値目標を検討していましたが、京都議定書に代わる国際

的な枠組みが決まらず、その影響から省エネ法や地球温暖化対策推進法など関係法

令のより厳しい改正などが不透明な状況でした。 

2015 年 12 月にパリ協定が採択され、各国の批准により 2016 年 11 月に発効しまし

た。しかしパリ協定の内容は「地球の気温上昇を産業革命前に比べ 2 度未満とし、1.5

度に抑える努力もする」というものです。CO２削減、エネルギー消費量削減などの直接

的な数値はパリ協定を批准した国ごとに異なり、日本は「温室効果ガス排出量を 2030

年度に 2013 年度比で 26％削減する」という約束草案を国連に提出しています。 

現時点での日本国内の法令による規制は省エネ法で定められた「中長期的にみて

エネルギー消費原単位で年平均 1％以上削減する」という努力義務が引き続き用いら

れています。これらの状況下で日本新聞協会は 2016 年 11 月に「環境対策に関する第

3 次自主行動計画」を策定しました。数値目標は、新聞本業に係わる建物について「エ

ネルギー消費原単位を 2030 年まで、2013 年を基準年として年平均 1％削減する」とい

う省エネ法に沿ったものになりました。 

東日本大震災の厳しい節電を行った後の 2013 年を基準年とした場合、毎年 1％削

減は非常に困難です。2017 年の日経環境宣言の改定にあたり、国際的な枠組みや社

会的な要請を勘案しながら、現実的な環境保全活動に結びつけるため、法令遵守およ

び日本新聞協会と歩調を合わせる形とし、「エネルギー消費を年平均１％削減すること

を目指す」という数値目標を設定しました。 
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環境対策担当役員は、対象となるすべての事業所の統括責任者となります。その下

に環境対策委員会を設け、3つの分科会や事務局から上がってくる対策案を審議・決定

のうえ、環境保全責任者、環境委員を通して社員一人ひとりに周知します。 

各事業所も同様の組織を作り、相互に緊密な情報の共有と交換を図ります。 
 

環境問題への取り組み体制                                           
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【環境統括者】 
 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 
 

 

 

  

 

 

 
【環境保全責任者】 
 

 

 

 

 
 

 

 
【環境委員】 
 

 

 

 

 

 
 

 

【分科会】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

「環境対策委員会」のメンバー。環境対策で社の最高意志決定機関。局長クラス、関連会

社の役員クラスから選任する。各分科会（オフィス、ＩＴ、工場）や事務局から提案された対策

を検討、決定のうえ、実行指示、結果評価まで責任を持つ。 

 

 

 

 

 

すべての局、本部、室、主なグループ会社から局次長クラス、工場長クラ

スを選任。環境対策委員会で決定された対策を、所属組織で環境委員

を指揮して実行する責任者。実行面での課題や有効な対応策など分科

会や事務局に情報をフィードバックする。 
 

 

大阪本社、各支社、主なグループ会社を含め、各部から部長クラス１名

を選任、環境保全責任者からの指示に従って部員一人ひとりに対策を

浸透させる。部内の環境意識の向上を図るとともに環境対策の牽引役

を果たす。 

分科会と連携して対策案の決定にも関与する。総務局総務･管財部、情

報技術本部、製作局、編集局、グループ経営室、日経プラザ＆サービス

から選任。情報の共有・交換を密にし、課題があれば迅速に対応を検討

する。 

 

実務者、専門家をメンバーに加え、身近な環境対策からあらゆる分野の対策まで議論して、

対策原案を委員会に提示する。分科会の主査は原則ライン部長とし、工場分科会のメンバ

ーは全国の印刷工場の工場長。 
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っとも 

 
 

マテリアルバランスとは、事業活動における資源やエネルギー等の投入量（ＩＮＰＵＴ）

と、製品等の生産量や廃棄物・ＣＯ２などの排出量（ＯＵＴＰＵＴ）を表したものです。 

日本経済新聞社は、新聞の編集から製作までの環境配慮の取り組みを効果的に推

進するため、これらの数値の把握にも努めています。大量に使用する新聞用紙は業界

で最も軽く、環境に配慮した超々軽量紙（40ｇ/㎡）を開発・使用しています。 
 

【ＩＮＰＵＴ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<新聞発行の流れ> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【ＯＵＴＰＵＴ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新聞発行のマテリアルバランス                                           

 

 

 

エネルギー   682,293 GJ 

 

電気     65,529,429 kWh 

都市ガス    727.301 k ㎥ 

重油          9.449  ｋｌ 

灯油        3.347  ｋｌ 

蒸気          7,101  GJ 

冷水          5,120  GJ 

原材料 

 

新聞用紙    158,155 ﾄﾝ 

インク        2,343 ﾄﾝ 

刷版         458 ﾄﾝ  

その他 

 

 

水         158,071 ㎥ 

 

上水       158,071 ㎥    

製品  

 

新聞紙面    154,816 ﾄﾝ 

 

廃棄物 

 

紙          3,338 ﾄﾝ 

廃アルカリ       80.3 ﾄﾝ 

廃プラスチック    23.9 ﾄﾝ 

廃油        119.0 ﾄﾝ 

金属クズ       2.6 ﾄﾝ 

CO2      34,878  ﾄﾝ   

下水      104,517 ㎥ 

 

編 集 
 

制 作 

 

印 刷 

 

発 送 
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2007 年 12 月に日経環境宣言として公表した、「温室効果ガスの排出量は 2005 年

度を基準値として 2006 年度から 2015 年度までの 10 年間で 15％削減」という数値目

標は、2017 年 9 月に削減量を示す数値の表現方法を見直して「エネルギー消費を年

平均 1％削減することを目指す」という省エネ法に沿ったものに変更しました。 
 

 

ＣＯ２排出量、エネルギー消費量（以下、原油換算）、エネルギー消費原単位の対象

事業所は本社、支社、支局、印刷工場など新聞製作に関連する全拠点です。新聞事

業に関係のないテナントビルなどを除いて比較しています。エネルギー消費原単位は

原油換算を対象事業所の延べ床面積合計で割った値です。 

2013 年を基準年とした下表の通り、2017 年度の原油換算とエネルギー消費原単位

は前年比で 2.6％の削減を達成しました。2016 年度の前年比が約 0.1％減に留まって

いたため、目標である年 1％削減を挽回した形になります。基準年との比較では原油換

算で 7.9％、エネルギー消費原単位で 11.9％と大きく削減しています。 

ＣＯ２排出量の推移では毎年 3～5％削減しているように見えますが、東日本大震災

以降の電力事情の影響でＣＯ２排出係数が 2012～13 年をピークに年々下がっている

ことが原因です。原油換算とエネルギー消費原単位は 2015 年度の削減幅が大きく異

なって見えますが、これは大阪新本社の竣工に伴い、エネルギー消費原単位の分母

（床面積）が増えたことが要因です。 
 

 

削減の主な要因は①空調の稼働時間や設定温度の見直し、無駄な照明の間引き

や消灯など省エネ運動の推進、②電気設備の適切な調整や運用の改善による徹底的

な無駄の排除、③全印刷工場における環境マネジメントシステムによる、ＰＬＡＮ（行動

計画）－ＤＯ（行動推進）－ＣＨＥＣＫ（効果検証）－ＡＣＴ（改善案）の環境改善活動、④

2015 年竣工の大阪新本社で導入した省エネ先端技術・設備の有効活用などが挙げら

エネルギー消費の削減 
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れます。増加の要因としては、設備の老朽化による故障が大きく影響しています。いく

つかの印刷工場が稼働 25 年を超え順次設備の更新を行っていますが、冷凍機や蓄

熱槽にトラブルが発生すると最適な省エネ運転ができず、新聞印刷を継続するために

は電気使用量が増加してしまう状況です。 

 

◆2017 年度のエネルギー利用環境  
2017 年度の平均気温は例年に

比べ、東京、大阪とも低めに推移し

ました。7 月は非常に高い平均気温

を記録していますが、夏後半からは

低めの傾向となり、秋から冬にかけ

ては近年で最も低い平均気温となり

ました。印刷工場では 1 年を通して

冷房を使用しており、またオフィスビ

ルでも中間期は冷房する場合が多

いため、平均気温の低さは空調用エ

ネルギー消費が減少する要因となり

ます。2017 年度は冬季の低温により

暖房の利用が増加しましたが、年間

ではエネルギー消費を削減する方

向に寄与しました。 

 

◆事業所ごとの取り組み  
各事業所でもそれぞれの事情を抱えながら

省エネに取り組みました。下表は主な事業所ご

との削減率（基準年度 2013 年度比）を表にまと

めたものです。 

西部支社は 2014 年末に空調システムを更

新し、きめ細かな空調管理が可能になったこと

から、48.9％の削減率を達成しました。大手前

工場（旧大阪本社）は 2015 年 4 月に大阪新本

社ビルが竣工し、オフィス部門の大半が新本社

へ移転したため大幅減となりました。 

茨城工場は老朽化した輪転機の運用停止

が削減の大きな要因となっています。その他の

削減率の高い工場は、環境マネージメントシス

テムの効果が現れています。また、夏場のピー

クカット、空調設備などの動力電力や照明電力

の削減を計画的に行ってきたことが結果となっ

て現れています。 

削減率下位の事業所は、老朽化した設備の

トラブルが大きな要因になっています。老朽化し

た設備は順次更新を計画していますが、一方で、

設備更新は大きな投資を伴うことから、特定の

年度に集中しないよう計画を分散しています。 

2017 年度事業所別     

エネルギー消費原単位削減率（％） 

事業所名 2013 年度比 

西部支社  -48.9  

大手前工場  -27.9  

茨城工場  -26.4  

千葉工場  -14.5  

埼玉工場  -9.9  

横浜工場  -8.8  

東京本社  -7.8  

立川工場  -7.8  

東雲工場  -6.9  

西部工場  -4.9  

八潮工場  -4.3  

名古屋支社  -3.6  

名古屋工場  -2.6  

川崎工場  -0.8  

南港工場  0.6  

全事業所合計 -11.9  
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2008 年、環境対策を推進する手段の一つとして独自のロゴなどを全社的に募集しま

した。100 点を超える応募の中から最優秀賞が決まり、ポスターやパンフレットなどに積

極的に活用しています。エレベーターホールなどに設置したデジタルサイネージに節電

やゴミ処理の削減進捗を表示して啓蒙活動に役立てています。 

 

◆ロゴマーク  
ロゴ１ 

 
サイズの大き

な ポ ス タ ー

や 掲 示 物 に

使用 

 

ロゴ２ 

 
サ イ ズ の 小

さ い 名 刺 や

ス テ ッ カ ー

に使用 

     

 
◆デジタルサイネージ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロゴやサイネージの活用による啓蒙活動 

ロゴマークを入れたクールビズ用ポスター  
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2009 年 4 月に竣工した東京本社ビルでは、「照明」「空調」「コンセント」の電力利用

をきめ細かくチェックして節電策を立案・実行するとともに、紙など貴重な資源をできる

だけ再利用するようゴミの分別に取り組んでいます。 
 

                       

 

◆蛍光灯の間引きおよび共用エリアの消灯    
・各フロアの執務室は 500ルクスを基準に調整。喫煙室、パントリー、ゴミ置き場、トイレ、

エレベーターホールなどの照明も必要最低限度にし、利用時のみ点灯。 

 

◆執務室の一斉消灯・空調停止  
・新聞制作部門を除き、曜日ごとにフロアの一斉照明消灯･一斉空調停止時刻を定め、

定時になると照明消灯及び空調を停止する。仕事を続ける部署は自分のエリアの照

明のみ手動で点灯。 

 

◆土日祝日のエレベーターの一部稼働停止   
・利用者の少ない、土日祝日にエレベーターの一部稼働停止（停止時間は、土曜日午

前 4 時から月曜日午前 8 時まで、祝日は午前 4 時から翌日午前 8 時まで）。 

 

◆コンセントの適正利用  
・帰宅時や 30 分以上席を外す時はパソコンの電源を必ず切り、長時間使わない機器

はコンセントを抜く。 

・トイレのハンドドライヤーは稼働停止。トイレの便座ヒーター、トイレ洗面用・パントリー

用温水器は夏季休止。 

 

 

 

運用・運転による省エネ 

オフィスにおける環境問題への取り組み                                          

 

 

 

無駄な照明は極力消灯にする 日中の打合せブース・廊下の様子  
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東京本社ビルでは「廃棄物減量および適正処理に関する条例」等の各種法令に基づ

き、廃棄物管理責任者を選任し、ゴミの減量化および適正な処理、再資源化を推進す

るため、ゴミの分別回収を徹底しています。 

 

◆２０１７年度の廃棄物排出比率  
・前年度のゴミ排出量と比べると、排出量は 6.8％減少しました。 

・ゴミの種類を見ると新聞紙が 53.0％と圧倒的に多く、新聞社の特徴を表しています。2

番目はミックスペーパーの 14.9％、3 番目は可燃ゴミ 8.9％と続き、この 3 つで約 4 分

の 3を占めています。紙ゴミは事業系と家庭で分類が異なり、分別が難しいですが、ビ

ジュアルな掲示を増やすなどして、再資源化率の向上を目指しています。 

・ＯＡ紙や新聞紙など資源ゴミとして売却した分は全体の排出量の約 61％、リサイクル

率は約 90％で、どちらも前年度と同じ水準を維持しました。 

 

◆ペットボトルキャップ  
分別回収の一つとしてペットボトルキャップ回収 BOX を設置しています。この取り組

みは 2009 年より行っており、集めたキャップは NPO法人へ提供し、再生プラスチック原

料として換金してワクチン支援にあてています。 

東京本社で集めたペットボトルキャップは 1 ヶ月あたり約 12 人分のワクチンへと替わ

ります。ゴミとして焼却した場合と比べて 1 ヶ月あたり約 78kg のＣＯ２排出量削減に相

当します。 

ミックスペーパー」と呼ばれる包装紙、封筒などの紙ゴ

ゴミの分別 
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◆東京本社のゴミ分別表  

 

【ゴミ分別表】 ※再生利用可能なもの 

分別項目 分類上の注意点  排出方法 主な再生品 

ＯＡ用紙  

コピー用紙  

コンピューター用紙等  

カラー印刷の用紙は

「雑誌」、カラー部分が

少ない場合（文字のみ

等）はＯＡ紙  
専用室内の所定容

器（分別ボックス三

段セットゴミステーシ

ョン）もしくは所定場

所へ 

上質な製紙原料  

（ＯＡ再生紙等） 

新聞紙  
折り込み広告、チラシ

は「雑誌」 

上質な製紙原料  

（ＯＡ再生紙等） 

雑誌  

雑誌、カタログ、広告、ノ

ート、カラーコピー 

プラスチックカバーや付

録（ＣＤ－ＲＯＭ等）は、

廃プラ類  

製紙原料やダンボール

等  

ミックスペーパー 

葉書、封筒、紙袋カーボ

ン用紙、感熱紙、写真、

カレンダー 

汚れがあるものはリサ

イクルできないため、可

燃ゴミに分別する 

専用室内の所定容

器へ 

トイレットペーパー 

ティッシュペーパー 

ダンボール類  

ボール紙、菓子箱  

折り畳むこと、布製のガ

ムテープが張られてい

る場合は、リサイクル不

可となるため剥す 

紐等で縛り所定場

所へ 

ダンボール 

トイレットペーパー 

ラップの芯  

発泡スチロール 排出用所定容器なし 所定場所へ プラスチック玩具等  

空のペットボトル 
水気を切りキャップを外

す 

専用室内の所定容

器へ 
繊維や衣料  

飲料用空きビン 水気を切ること 
専用室内の所定容

器へ 
ガラス原料  

飲料用空き缶  水気を切ること 
専用室内の所定容

器へ 
鉄骨やアルミホイール 

管球類  管球交換時にビル設備員が処理  

ガラスはガラス原料等、

口金はアルミ原料、水銀

は再生水銀  

乾電池類  
電池の種類ごとの分別

は不要  

専用居室の所定容

器へ 

鉄、非鉄金属等の再生

金属原料  

生ゴミ 弁当等の残飯、茶殻等  
パントリーゴミ置き

場内の所定容器へ 
飼料  

使用済みトナー 使用済みシールを貼る 
専用室内の所定の

場所へ 
 

不燃ゴミ 

ビニール製品、プラスチ

ック製品、金属、アルミ

箔など 

専用室内の所定容

器へ 
 

 

【ゴミ分別表】 ※再生利用不可能なもの  

分別項目  分類上の注意点  排出方法  

可燃ゴミ 
リサイクル不可な紙類（汚れや

水分が付着しているもの）等  
専用室内の所定容器へ 

吸殻  タバコの吸殻  喫煙室内の所定の容器へ 
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◆購入量は増加傾向  
 

環境配慮の商品の販売に実績のある業者と提携して、カタログを提供してもらい商品

選定段階でエコ対応商品を発注します。資材購入量に占めるエコ対応商品の割合は確

実に増加しています。2013～14年に実施した全社の一般業務用パソコン更新に際して

も、各種環境基準に配慮した製品を選定しました。 
 

                                

 

 

 

 

 

 

◆パソコン・複合機などの機種選定基準   
 

環境基準 必須  基準内容 

国際エネルギー 

スタープログラム 
○ 

オフィス機器の国際的な省エネルギー制度。製品の稼働、スリープ、オフ

時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた上位２５％の製品が適

合するように基準が設定される。 

省エネ基準達成率  

トップランナー方式  
○ 

製品区分ごとに定められた目標値（トップランナー基準＝省エネ基準）を

どの程度達成しているかを表示。最高水準の製品を選択する。  

グリーン購入  

ネットワーク 
○ 

製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して必要性をよく考え、グリ

ーン購入対象製品は「エコ商品ねっと」など参考にして環境への負荷が

できるだけ少ないものを選んで購入する。 

ＰＣグリーンラベ

ル 
○ 

リデュース、リユース、リサイクルも含めて環境に関する企業体制～製品

設計／製造面にいたる広範囲な取り組み姿勢を表現。トップランナー方

式ではなく、業界全体での環境への底上げを目指す。 

リサイクル ○ 資源有効利用促進法に則っていること。    

Ｊ－ＭＯＳＳ ○ 

特定科学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロムなど）を含有する特定７

品目に対してはＪＩＳに従って、基準値を超えた場合にオレンジ色のマー

クによる表示が義務づけられる。 

ＲｏＨS 指令  ○ 

ＥＵが施行した有害物質（鉛、水銀、カドミウムなど）規制。これらの有害

物質を含有した製品はＥＵは内では販売できない。機器メーカーは材料

メーカーなどの取引先に定量的な分析データの提出を求めている。  

 

 

 

事務用品やトナーカートリッジなど資材の調達では、環境配慮商品の購入取り組

みを促進しています。特にエコマーク、ＧＰＮ掲載、グリーン購入法適合商品について

は優先的に購入候補とし、啓蒙活動に努めたりしています。パソコンの購入にも独自

の選択基準を設けています。  

 

グリーン購入 
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自社系印刷工場は全国に12拠点あり、相互に情報の共有や交換を通じて効果的な

環境対策を実施しています。印刷工場における環境への取り組みの特色は、すべての

工場が環境ＩＳＯ14001を認証取得しており、これに基づきＰＤＣＡサイクルを回し事業所

ごとに一丸となって環境行動を実施している点にあります。 
 

 

◆全国の工場で環境ＩＳＯ認証を継続  
 日本経済新聞社が 2005 年から進めてきた全国の工場で

の環境 ISO14001 認証は全 12 工場で継続中です。今年度

は横浜、埼玉（鴻巣市）、八潮、立川、千葉（習志野市）、茨

城（かすみがうら市）、大手前（大阪市）、南港（同）、西部

（福岡市）で継続審査を、東雲（江東区）、川崎、名古屋（清

須市）で 2015 年規格による更新審査を実施しました。 

 

◆新聞製作原材料での環境配慮  
１．超々軽量新聞用紙の使用による省資源  

新聞用紙は日刊紙では最も軽い 40ｇ/㎡の紙（超々軽

量紙＝XL 紙）を製紙会社と開発して 2000 年から使用を始

め、省資源に努めてきました。各工場で採用を進めた結果

2007年には全体の 98％を XL 紙化し、通常の 43g/㎡の紙

（超軽量紙＝SL紙）を使用した場合に比べ 7％の資源を節

約しています。これを日経の新聞用紙総使用量に掛け合

わせて計算すると年間で約 2 万 2000 トンのＣＯ２を削減し

たことになり、本支社および工場から排出されるＣＯ２の約

70％に相当します。 
 

２．フイルム全廃からアルミ使用量削減へ 

製版には本社から受信した電子情報の紙面をアルミニウムの刷版にレーザー光で

直接焼き付けるダイレクト製版機（ＣＴＰ）の導入を進め、2008 年には全工場で稼働、こ

れにより製版時に使用していたフイルムを全廃しました。また使用済みのアルミ刷版は

すべて回収しリサイクルしています。 
 

３．廃液削減の取り組み 

一部の工場では、製版・印刷工程において発生する廃液や廃油を蒸留し、元の水

分や油分を取り出して再利用しています。製版現像廃液の削減装置は、横浜、八潮、

名古屋、東雲、南港、茨城、大手前に導入しました。現像廃液を減圧蒸留することで水

分を取り除き、廃液量を約 5 分の 1 に圧縮しています。また輪転機洗浄廃液の削減装

置は、東雲、西部に導入し、廃液量を約 5 分の 1 に圧縮しています。また産廃処理の

輸送・焼却などにかかるＣＯ２削減にも貢献しています。 
 

４．ケミカルレスＣＴＰ版の導入  

ケミカルレスＣＴＰ版を 2013 年度に東雲で 1 ライン、2014 年度に八潮で 1 ライン、

新聞印刷工場における環境問題への取り組み                                          

 

 

 

 

日経東京製作センターで 

取得した環境ＩＳＯ証明書  
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2015 年度に東雲 2 ライン目と川崎で 1 ライン、2016 年度に川崎 2 ライン目と横浜で 1

ライン、2017 年度は埼玉 2 ラインを導入しました。このＣＴＰ版の特徴はアルカリ性現像

液を使用せず、従来は産廃として中和処理が必要だったガム液に中性タイプを使用し

ており、環境負荷を大きく軽減しました。なおケミカルレスＣＴＰ版で使用する現像処理

機は、現像液が不要であることから電力使用量が従来の 5 分の 1 に減っており、節電

にも寄与しています。また、ケミカルレスＣＴＰ版より更に進んだ、現像処理機が不要な

完全無処理サーマルＣＴＰ版を東雲で１ライン導入しました。 
 
５．エコインキ印刷の使用とインキ使用量の削減  

2000 年から植物油を主原料（大豆）としたエコインキへ切り替えを進め、環境に配慮

しています。また刷版の網点を高精細化し、かつ高濃度インキへの切り替えを行うこと

で、インキ使用量の削減を進めています。2013年より各工場に高濃度インキを導入し、

削減量は工場やインキメーカーによって若干のバラツキがあるものの、従来インキと比

較して約 12％使用量を削減しました。 
 

６．新聞梱包材回収  

東京本社管内は日経専売店を対象に、また大阪本社管内では大手前工場、南港

工場から配送される新聞梱包材の梱包フイルムと結束バンドを回収しています。 
 
７．ＣＴＰ現像液のロングライフ化  

 ＣＴＰ用現像液のロングライフ化工事を実施し、交換周期を 3 ヶ月から 6 ヶ月へ延長し、

廃液量の削減をしました。2014 年度の横浜 3 ライン、茨城 3 ラインに続き、2015 年度

は名古屋 3 ライン、南港 2 ラインでロングライフ化を実施しました。 

 

◆再生バッテリーの利用  
 巻取紙自動搬送台車の交換バッテリーには使用済バッテリーに再生処理を施した再

生バッテリーを利用しています。再生バッテリーの使用により、バッテリーに使用されて

いる鉛や希硫酸などの産業廃棄物の削減とバッテリー製造過程で生じるＣＯ２排出量

を削減しました。現在、八潮、千葉、名古屋、茨城で再生バッテリーを使用しています。 

 

◆ピーク電力の抑制  
印刷工場では従来から深夜電力を利用した空調熱源の蓄熱など、昼間のピーク電

力抑制に努めてきましたが、東日本大震災以降の電力需給問題に配慮し、電力会社

と重負荷時節電契約を締結するなど、節電を進めています。また今年度は契約電力を

横浜で 1500kw→1430kw、茨城で 1200kw→1000kw に引き下げ、空調・照明などの更

なる節電に努めています。 

 

◆設備更新時の省エネ製品の採用  
生産設備・建物設備の更新に際して、省エネ製品の採用を進めています。冷凍機な

どの大型設備のほか、照明ＬＥＤ化、空調機・ポンプのインバーター化など、色々な設

備更新で環境に配慮しています。 
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◆エコプロ展の開催（文化事業局）  
 

アジアを代表する環境・エネルギーの総合展「エコプロ2017～環境とエネルギーの未

来展」を、12月7日から3日間、東京ビッグサイトで一般社団法人産業環境管理協会とと

もに開催し、16万0091人の来場者が訪れました。 

 

【開催趣旨】 

「持続可能な社会の実現に向けて」をテーマに、

600社を超える、幅広い業種の企業・団体が出

展する日本最大級の環境イベントです。 

環境に配慮した最先端のサービス、技術や製

品を通じて、環境やエネルギー問題の解決と持

続可能な社会の実現を目指しています。 

 

 

【特徴】 

次世代技術や製品、サービス、CSR活動、環境保護活動、環境政策、産官学連携な

どの最新動向が一堂に集まり、持続可能な社会や環境に配慮したビジネス、生活に関

心の高い様々なステークホルダーを結ぶコミュニケーションの場となっています。 

 

個々の企業の参加のみならず、省庁や地方自治体、国際機関、エコビジネス関連の

協議会などによる集合展示、大学・研究機関やNPOの出展ゾーンも設置しています。 

 

SDGs、ナノセルロース、レジリエンスや食品ロスなど、環境における注目トピックスを

企画コーナーやステージプログラムとして実施。また、体験型の企画や会場内ツアーも

開催し、来場者と活発にコミュニケーションしています。 

 

環境教育にも力を入れています。関東地域の児童・生徒を約1万5000人動員し、環境

教育の場としての活用を図り、次世代を担う子どもたちのために役立つ情報を発信して

います。 

 

できるだけ環境に負荷をかけない展示会とするため、会場で使用する電力はすべて

グリーン電力でまかない、配布資料の電子化、リサイクル紙・FSC認証紙の使用、カーボ

ンオフセットなどとあわせて、環境に配慮した「展示会のエコ化」に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

各種イベント・環境情報の発信                                          

 

 

 



 20 

◆日経地球環境技術賞を主催（文化事業局）  
 

本賞は、温暖化防止、新エネルギーや省エネルギー、資源・物質循環、自然環境・生

態系保全など地球環境の持続可能性を確立するための技術開発、研究や調査につい

て独自性、将来性や実現性を総合判断し表彰します。 

 

 
 

【選考対象】  

国内の大学・研究機関・企業、そこに所属するグループないし個人の研究者。日本主

導の国際研究も含みます。自薦他薦は問いません。 

 

【選考基準】以下の4点を総合的に判断する。 

(1)地球環境保全への貢献度（実績及び実現性の予測を含む） 

(2)研究・技術の独自性  

(3)技術の実現性、普及の可能性  

(4)社会へのインパクト 

 

【審査委員】 

（委員長）茅 陽一 地球環境産業技術研究機構  理事長 ほか計10名 

 

【表彰と第27回受賞者】 

「優秀賞」として最大6件を表彰。表彰盾と賞金50万円を授与。優秀賞の中で、特に優  

れた成果には「最優秀賞」（賞金100万円）を授与します。 

 

■最優秀賞   

 ◇「先端構造解析とシミュレーション研究から生まれた最高グレード低燃費タイヤ」 

   住友ゴム工業  

 

■優秀賞  

 ◇「リサイクル選別システムの開発・自動化に関する技術基盤の構築」  

産業技術総合研究所  環境管理研究部門  総括研究主幹  大木 達也 

 ◇「舶用プロペラ効率改善技術  （PBCF：Propeller Boss Cap Fins）の実用化」  

商船三井、商船三井テクノトレード、ナカシマプロペラ、西日本流体技研、 

三井造船昭島研究所  

 ◇「GaN搭載調光対応小形LED電球と電球形光源オールLED化」  

東芝ライテック 

 ◇「家電リサイクルにおけるプラスチック循環の拡大」  

三菱電機  
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◆紙面からの環境報道（編集局）  
 

地球温暖化対策の国際的な新枠組み「パリ協定」が 2015 年末に採択されました。

1997年の京都議定書以来 18年ぶりの枠組みで、同協定には先進国や途上国が幅広

く参加。先進国のみに温暖化ガスの削減目標を割り当てていた京都議定書体制と比

べて、枠組みが変わります。しかし、トランプ米大統領が 2017 年 6 月にパリ協定からの

離脱を表明しました。 

 

この表明を受け、2017 年 6 月 3 日の日本経済新聞は 1 面トップの記事で「米、パリ

協定離脱表明  孤立の代償  米自身に」との見出しで、トランプ大統領の決断が「地球

の未来を守るという国際社会の努力に冷や水を浴びせた」としながらも、「企業や消費

者が環境を重視する世界の潮流はもはや変わらない」と書きました。「世界経済の 4 分

の 1 を占める超大国が孤立を選べば、技術革新の停滞や指導的地位の低下といった

代償が自国に跳ね返る恐れがある」と伝えました。 

 

投資の世界でも環境重視は加速しています。環境（Environment）、社会（Social）、

企業統治（Governance ）を重視する ESＧや国連サミットが 2015 年に採択した

Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標、SDGs)を重視する投資家が主

流となり、環境に配慮した企業でないと判断されれば、投資対象から外される可能性

があります。環境対策を後退させている企業は投資家から見放されかねないのです。 

 

地球温暖化をめぐる状況が変化する中、日本経済新聞社はこれまで以上に環境報

道に力を入れていきます。パリ協定をめぐる動きを追うような国際報道だけでなく、日本

政府の環境関連の規制やルールづくりをきめ細かく伝えます。国内外の企業や大学、

研究機関の環境関連の新技術や新ビジネスの最前線を日本経済新聞、日経電子版、

日経産業新聞、日経ＭＪ、日経ヴェリタスなどの各媒体を通じて読者に届けます。 

 

日本経済新聞社は、企業が環境対策を経営と両立させる取り組みを評価する「環

境経営度調査」を毎年実施しています。第 20 回調査の結果を分析した記事を 2017 年

1 月から、日本経済新聞、日経産業新聞などに順次掲載しました。環境経営度調査は

企業の環境対応を包括的にまとめた調査として、企業の社会的責任（CSR）の担当者、

消費者、投資家、行政などから幅広く関心を集めています。 
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◆広告企画でも環境情報を発信(クロスメディア営業局)  
 

クロスメディア営業局では、環境をテーマにしたシンポジウムやイベントの開催、紙面

広告企画の実施などを通じて、環境・エネルギー、持続可能な社会づくりに関する最新

情報や企業・団体の環境、社会づくりに対する取り組みを継続的に情報発信していま

す。2015年からは、官民挙げて取り組む持続可能な社会の創造に向けて、関係省庁、

大学、地方自治体、多くの企業とともに「日経社会イノベーションフォーラム」を開催して

います。そのほか、エコファースト特集、企業経営と環境といった環境先進企業と連携

した紙面企画を複数回、実施しました。 

日経企業イメージ調査よると、日本経済新聞の閲読者は「環境対策に積極的な企

業の製品やサービスを率先して購入している」など環境対策に積極的な企業への好感

度が高く、今後もクロスメディア営業局では環境関連の広告企画に注力していきます。

ここでは、現在、取り組んでいる環境関連広告・事業の一部を紹介します。 

 

【日経社会イノベーションフォーラム】 
「持続可能な社会作り」を目指し、2015

年から、関係省庁、大学、地方自治体、

各企業の協力・協賛を得て、「日経社会

イノベーションフォーラム」を開催していま

す。年５回のシンポジウムと紙面上での

広告特集、電子版常設サイトを核に、内

外に情報を発信しています。「環境共生社会の創造」「持続可能な都市、社会の創造」

「成長産業の育成」に貢献すべく、同分野で中心的な役割を担うべく、事業展開してい

ます。 

 

【エコプロ展連動紙面企画】 
毎年 12 月に開催される国内最大級の環境総合展示会であるエコプロ展（主催：（一

社）産業環境管理協会、日本経済新聞社）に合わせた広告特集を毎年、実施していま

す。この特集では、エコプロ展の紹介や有識者へのインタビューをはじめ、日本の最新

の環境技術、企業・団体の環境への取り組みなど幅広いコンテンツを提供しています。

エコプロ展では実際に「日経ブース」を出展し、環境関連広告や事業などの展示を行い、

情報発信に努めています。 
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経済産業省所管のエネルギーの使用の合理化に関する法律 (省エネ法 )、及び東京

都・埼玉県・大阪府の条例が改正され、温室効果ガス削減の数値目標やエネルギー

使用量の報告義務、報告書計画書等の提出が 2010 年度から義務付けられました。 

これらの法令対応も順次進めています。 
 

 

◆法令遵守の基本的な考え方  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年度はエネルギー消費量削減、ゴミの分別、リサイクルなどで一定の成果を得

られました。東京都条例の規定に基づくエネルギー使用量などの数値データは、対象

となっている事業所が第三者機関の検証を受けて、客観性を確保します。長期的な視

点に立ち、環境対策における法規定は守るべき最低限の義務と捉え、まずは以下の

法令に対し、どのような対策が可能か、知恵を出し工夫を重ねていきます。 

 

◆経済産業省 改正省エネ法  

制度の概要 
 

【特定事業者の指定】 

事業者全体 (本社、工場、支店、営業所、店舗等 )の 1 年度間のエネルギー使用量

(原油換算値 )が 1500ｋｌ以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届

け出て、指定を受けなければならない。 

【特定事業者の義務】 

・管理基準の設定、省エネ措置の実施 

・エネルギー管理者などの選任 

・定期報告書、中長期報告書の提出 

・中長期的に見て年間 1％以上のエネルギー消費原単位の低減  

 

 

【２０１７年度の報告概要】 

2017 年 4 月から 2018 年 3 月までの 1 年間でエネルギー使用量を原油換算した値

は 1 万 8772ｋｌで、エネルギー消費原単位では前年比 96.0％、過去 5 年平均では

96.8％で削減義務を達成しています。 

 

法令等の遵守                                           

 

 

 

 

温室効果ガスの削減目標や報告書の提出といった、強制力を持つ具体的な法規

定は、目標達成に向けた過程では困難を伴うものであっても、最優先の課題と位置

づけます。一方でこうした強制力が明確になっていないたくさんの諸規定があり、これ

らについても順法精神に基づき、必要な対応・対策を適宜実施していきます。 
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◆東京都 環境確保条例  

制度の概要 
 

【対象となる事業所】 

前年度の燃料、熱、電気の使用量が原油換算で 1500kl 以上の事業所。 

【事業所の義務】 

・決められた過去 3 年間の温室効果ガス排出量の平均値を基準に 5 年ごとに総

量削減義務発生 

・削減量が未達の場合は排出量取引により削減義務を履行 

・統括管理者、技術管理者の配置 

・地球温暖化対策計画書の提出と公表 

・実効性の担保のため厳しい罰則 
 
 

【これまでの進捗報告】 

対象となる事業所は日経本社ビル、東雲工場、虎ノ門別館、南砂別館などです。 

2010 年度から 2014 年度までの第 1 計画期間では、基準排出量から事務所ビルで

は 8％、工場では 6％の総量削減義務を履行すること（排出量取引を含む）となってい

ました。日経本社ビルを含め全事業所で自力により削減義務を達成しました。 

第 2計画期間では、それぞれ 17％、15％の総量削減義務を負っています。2009年４

月竣工の日経本社ビルは第 2 計画期間からフルに対象となり、同一区画内の近隣ビ

ルと共同で削減目標に取り組んでいます。オフィス、工場ともに、自力により削減義務

が達成できるよう省エネ対策に取り組み続けています。 

虎ノ門別館はテナント入れ替わりとリニューアル工事により、2017 年度の温室効果

ガス排出量の原油換算値が 1000kl 未満となったため、大規模事業所から中小規模事

業所へ変更になりました。 
 
 

◆埼玉県地球温暖化対策計画制度  

制度の概要 
 
事業活動に伴い一定基準以上に温室効果ガスの排出をする事業者は、埼玉県地

球温暖化対策推進条例に基づき、地球温暖化対策計画を作成し、知事に提出しなけ

ればならない。 
 

 

【日経の今後の対応】 

単独事業所の排出量が 1,500kｌを超えていなくても、県内の事業所全体の合算ＣＯ２

排出量で削減目標を設定する特定事業者  （提出義務者）になる点が東京都と異なり

ます。日本経済新聞社の場合、埼玉工場と八潮工場の合計エネルギー使用量が年原

油換算で年間 1,500kｌを超えるため、制度の対象（特定事業者）となります。埼玉県に

は毎年、計画書と実施状況報告書を提出しています。単独事業所で３年連続で 1,500k

ｌを超えない場合は排出権取引の対象とはならず、設定する目標数値についても下限

を制限する条件は特にありません。ただし、2015 年から開始された第２計画期間では、
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目標は具体的、かつ、高い目標を設定するようにという新たな計画指針が県から提示

されています。 

2010 年より開始された第１計画期間では大幅に目標をクリアしました。第２計画期

間に入った 15 年以降は 2012 年～2014 年の平均値から 2030 年までに 6.5％削減を

見込み、毎年 0.38％を削減することを目標に設定しました。2017 年は 5.03％削減を達

成しており、第 2計画期間末（2019年）の削減量を既に超えています。今後も継続的に

安定した水準で目標値を下回るよう、環境マネジメントシステムの重点管理項目にあげ

て取り組んでいます。 

 

◆大阪府温暖化防止条例  
制度の概要  

【対象となる事業所】 

①府内においてエネルギー使用量が原油換算で 1500kl/年以上の事業所を持つ

事業者 

②府内に使用の本拠の位置する自動車（軽自動車・特殊、二輪を除く）を 100

台以上使用する事業者 

③24 時間営業しており、かつ府内の事業所の合計エネルギー量が、原油換算燃

料等使用量で 1500kl/年以上の事業所を持つ事業者 

【事業所の義務】 

・事業者の温室効果ガスの排出等の抑制 

・エネルギーを多量に消費する事業者（温室効果ガスの排出量の多い事業者）

は 2006 年 4 月 1 日から温暖化対策計画書（3 年毎に温室効果ガスの排出量、

抑制対策・削減目標等）、実績報告書（毎年、温室効果ガスの排出量、削減

対策の実施状況等）の届出の義務 

・温暖化対策計画書、実績報告書届出の概要の公表 

・未届者などへの勧告や氏名の公表、優れた取り組みに対する顕彰 

・温室効果ガス削減目標は 3 年で 3％以上 

 

【これまでの進捗状況】 

対象となる事業所は大阪新本社、大手前工場（旧大阪本社）、南港工場、日経大阪

電波会館などです。大手前工場はエネルギー使用量 1500kl を超えているため、当社

所有の建物を含めた温暖化対策計画、報告書作成が義務付けられています。 

今までの取り組みとして毎年、実績報告書を大阪府に提出しています。1 回目は

2005 年度を基準年として 3 年間のＣＯ２削減目標を掲げ、3 年後の 2008 年度には原

油換算量で 16.3％削減しました。続く 2 回目は 2008 年度を基準年として 3 年間のＣＯ

２削減目標を掲げ、2011 年度には原油換算量で 10.6％削減しました。3 回目は 2011

年度を基準年として 3年間のＣＯ２削減目標を掲げ、2014年度は原油換算量で 19.1％

減を達成しました。そして現在は 2014 年度を基準年として 3 年間のＣＯ２削減目標を

掲げ、2017 年度は原油換算量で 3.82％減を達成しました。 
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◆環境省 フロン排出抑制法 

制度の概要 
 

【対象となる機器】 

業務用の冷凍空調機器で、冷媒としてフロン類が使用されている機器。 

本支社・支局・専売店・工場など、全ての建物が対象。 

【機器管理者の義務】 

・フロン類を使用する第一種特定製品について点検等の実施 

・漏えいや故障などが確認された場合の漏えい防止の措置 

・点検、整備、修理、フロン充填・回収の記録作成と保存 

・一定以上フロン類の漏えいがあった場合に算定漏えい量を国へ報告 

・機器廃棄時のフロン類充填回収業者への引き渡し 

 
 
【これまでの進捗報告】 

フロン法の改正により、フロン類を冷媒とした「業務用空調機器・業務冷凍冷蔵機

器」（以下「第一種特定製品」）の適正管理が義務化され、定期点検の取り組み、漏洩

量の定期報告を行っています。 

法改正の初年度 2015 年は、フロン類を使用している機器の個々の情報（冷媒の種

類・充てん量など）を調査・収集、点検の結果は記録・保存し、機器の適正な修理や廃

棄処理まで管理体制の確認をしました。フロン類の漏

えいが確認された場合は速やかに漏えい箇所を特定

し、機器を修理するなど適正な管理が求められます。

機器の修理に伴いフロン類の回収や充填した場合に

は、「回収証明書」と「充填証明書」の発行を受け、そ

の差から漏えい量を算定します。 

報告対象となる「第一種特定製品」は工場の冷凍

機、本支社・支局・専売店の空調機など 216拠点に設

置されています。全国の漏えい量を集計し、これに二

酸化炭素を基準にした地球温暖化係数（GWP）で乗じ

て、漏えい量を計算した結果、2015 年度は 2,239 t-CO2、2016 年度は 1,929t-CO2 で

した。そのため 2 年連続で算定漏えい量を国へ報告することになりました。日常点検の

強化等により漏えい量の削減に努めていますが、原因のほとんどは設備老朽化による

部品破損であり、複数の事業所で大量漏えいが発生していました。 

2017 年度は 11 拠点でフロン漏えいが発生し、合計で 342t-CO2 が漏えいしました。

1,000t-CO2 を下回ったため国への報告義務はありませんが、今後も既存の機器に関

しては、日常点検の更なる強化と漏えい時の迅速対応を心がけ、フロン類の漏えい防

止に努めていきます。 

フロンを利用する空調機器などを新規に購入する際は、経済性に加えて「ノンフロン

製品」「低 GWP 製品」であることも検討要素とし、オゾン破壊や温暖化への影響がより

少ない冷媒製品への転換を進める必要があります。設置場所にも配慮することで機器

の劣化を遅らせ、フロン類の漏えい量が可能な限り少なくなるように努めていきます。 

  東京本社ビルのビルマルチ 

  エアコンも管理対象  
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の遵守状況                        

 

日本経済新聞社は2017年夏も全国の本支社で様々な節電対策を実施しました。 
 

 

◆主な節電策  

 ①照明の節電（照明の間引き、点灯時間の短縮） 

 ②空調の節電（28℃設定、運転時間の短縮） 

 ③設備面の節電（給排気ファンの間欠運転、便座ヒーター停止、温水器の停止など） 

 ④電力使用状況の見える化強化（前日の電力使用量を玄関に掲示、社員に周知） 

 ⑤時間外の働き方規制（時間外業務は必要最小限とし、会議室で集まって業務） 

 

◆節電対策の効果  
 

2017 年の夏季は前年と比べて使用電力量が減少しました。2016 年の平均気温が

高く、2015 年の水準に戻っていることが主な要因です。竣工 3 年目の大阪本社は、当

初から省エネを意識して設計された建物であるため 3年間で大きな変動がありません。

電力需給が逼迫する時間帯のピークカットも含めて、今後も夏季の節電に努めます。 

 

●夏季の使用電力量（6 月～9 月）の実績値  
                                                  （kwh） 

 2013 年 2014 年  2015 年 2016 年 2017 年  前年比  基準年比  

東京本社 3,846,228  3,758,227  3,551,889  3,606,476  3,530,038 -2.12%  -8.22%  

大阪本社  － － 546,808  541,030  547,269 +1.15%  － 

名古屋支社 319,704  313,248  300,252  311,952  298,198 -4.41%  -6.73%  

西部支社 411,744  369,204  183,576  196,200  177,024 -9.77%  -57.01%  

合計  － － 4,582,525  4,655,658  4,552,529 -2.22%  － 

  (注)大阪本社は 2015 年 4 月竣工のため、基準年 (2013 年 )比は計算せず。 

 

以上 

 

 

 

 

2017年夏季 節電の取り組み 

 

 

 

表紙の写真 沖縄・渡嘉敷島  

波打ち際から眺めるエメラルドグリーン色の夏の海  


