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図1. 東芝のLCAへの取り組み

表1. LCAツールで算出可能なインベントリ

図2. 東芝LCAツールでの環境影響評価

1. はじめに

（株）東芝デジタルプロダクツ＆ネットワーク社は、東

芝の社内カンパニのひとつで、ノートPCを主力商品とし

ています。1985年に世界初のノートPCを世に送り出し

てから25年間、米国をはじめ、ヨーロッパ、日本など世

界各国のお客様に製品をご使用頂いており、2010年には

累計1億台の出荷を達成しました。

弊社ノートPCにおいて、長年LCA視点で環境負荷低減

の取り組みを行ってまいりました。以下、ノートPC開発

プロセスの中でのLCA評価の活用についてご紹介いたし

ます。

2. 東芝におけるLCAツール

東芝では、1993年にLCAを社内に導入し、独自に開発

したLCAツールを1997年に市販を開始するなど、ライフ

サイクル負荷の評価に早くから取り組んで来ました。ま

た、製品開発のプロセスの中でLCA評価を義務付け、環

境中期計画に製品の環境効率を指標とするなど、環境経営

のツールとしても活用しています（図1）。

東芝のLCAツールは、産業連関表によるデータベース

を搭載しており、サプライチェーンにおける環境負荷を容

易に把握できることを特徴としています。また、CO2だけ

でなく、硫黄酸化物、窒素酸化物を含む30種の環境負荷

（インベントリ）の算出が可能です（表1）。

この様に多くのインベントリを算出することで、

LIME（＊）による環境影響の統合評価が可能となります。

さらに、このLIMEには最近注目されている生物多様性

評価も組み込まれており、多角的な視点での分析・評価が

可能となります（図2）。

＊LIME：日本版被害算定型影響評価手法。

3. 東芝ノートPCにおけるLCAの取り組み

（株）東芝デジタルプロダクツ＆ネットワーク社では、

東芝グループの環境方針に基づき、LCA評価を製品にお

ける環境設計の指標として位置づけ、次の3段階の目標管

理を実施しています。

・中期計画における製品環境機能強化計画

・年度計画における製品環境機能強化計画

・製品単位の製品環境機能目標と達成管理

LCA日本フォーラム会長賞

“製品開発に於けるLCAの推進と
製品ラインナップを通した環境配慮設計”
株式会社東芝デジタルプロダクツ＆ネットワーク社

環境推進部 部長 山岡 洋二

6



図3. 東芝ノートPCでのライフサイクル環境負荷低減施策

図4. 開発プロセスの中でのLCA評価活用

図5. 東芝PCでの総合環境影響評価

中期計画においては、モバイルPCやAV－PCなどの製

品カテゴリ毎に環境効率を主指標としていますが、環境効

率の分母にあたるライフサイクル環境負荷も合わせて指標

に取り上げています。

製品の環境負荷低減を行うために、製品設計部門、要素

技術部門、商品企画部門、環境部門から構成された横断的

プロジェクトである「環境調和PCプロジェクト」が開発

項目を纏めます。このプロジェクトでは、世界各国の販売

部門やマーケティング部門からのVOC（顧客の声）収集

に努め、それを開発項目設定に活かしています。

年度計画においては、設計部門による「環境設計アセス

メント推進委員会」を軸に、製品カテゴリ単位で設計取り

組み目標とライフサイクル環境負荷低減施策を決めて推進

します。環境負荷低減に寄与する開発項目として、各カテ

ゴリで実現を目指すべき詳細項目が「重点項目」としてリ

ストアップされます。図3にその概念を示します。これら

の取り組みは、ISO14001及びISO9001の管理体系に

沿って推進されます。

製品単位の環境機能については、開発する各製品で、

「重点項目」の各々について、その実現要否、実現可否が

精査されます。製品設計担当に対して、どのような取り組

みがLCA視点での環境負荷低減に寄与するかをわかり易

くガイドするとともに、東芝ノートPCのラインナップを

通して重要項目は達成する、という基本方針を反映した方

法ということができます。

この施策の中には、LCA評価から漏れやすい、使用段

階で修理のために発生する追加投入資源の低減、あるい

は、製品寿命を伸ばすことによる負荷低減も重要な取り組

みアイテムとして位置付けています。

さらに、各製品での開発項目の達成度確認も開発プロセ

スに組み込まれています。確認の結果は「環境設計アセス

メントチェックリスト」と呼ばれる帳票で管理し、製品認

定における評価項目の一つとなっています（図4）。

製品開発の各段階では、実施結果がどうライフサイクル

環境負荷低減に繋がるかの評価を、LCAツールを活用し

て実施されます。また、「環境設計アセスメント推進委員

会」では、部門間の技術情報横展開、VOCのフィードバッ

ク、業界動向の共有を進めており、目標達成への支援や動機

付を行っています。図5に、ある製品での評価事例を示しま

す。基準機種と比較した環境負荷低減の大きさと合わせ、ラ

イフサイクルでは調達段階（材料）の負荷低減が一番影響が

大きく、材料の中ではユニット（LCD等のコンポーネン

ト類）の負荷低減が一番影響が大きいことを示しています。
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図6. ラインナップを通して実現しているアイテム

図7. 東芝ecoユーティリティ

図8. dynabook R730の環境機能

4. 東芝ノートPCでのLCA取り組み成果

東芝ノートPCで実現を目指すLCA視点からの環境負荷

低減施策アイテムについて、その概念を図3に示しまし

た。ここでは、取り組みの成果として、全製品ラインナッ

プを通して実現しているアイテムと、最近の機種での実現

事例を紹介します。

（1）ラインナップを通して実現しているアイテム

環境保全の視点で重要なアイテムは基本的に全製品に可

能な限り実現を目指すべき、というのが我々の取り組み姿

勢です。図6に、ラインナップを通して、全製品あるいは

広範囲な製品で実現しているアイテムを示します。

エナジースターV5.0を全製品で適合、米国環境保護局

が進めている環境の総合的な評価制度であるEPEAT

（Electronic Product Environmental Assessment

Tool）で全製品Goldランキング（米国モデル）をはじ

め、多くの環境負荷低減に寄与するアイテムをラインナッ

プを通して実現しています。

広範囲な製品に搭載している東芝ecoユーティリティ

は、お客様がPCの省エネ設定を簡単に行え、その効果を

「見える化」する機能です。東芝ecoユーティリティは、

PCを使用する世界各国でのCO2原単位に換算して表示す

ることができます（図7）。

（2）最近の機種での実現状況

図3に示した「重点項目」を大幅に実現した事例として、

dynabook R730（2010年10月販売開始）を挙げること

ができます。なお、詳細はカタログ等をご参照願います。

5. おわりに

東芝ノートPCにおいてLCA評価を実施してきました

が、導入当初に比べ、各部門でのLCA評価に対する重要

性認識が高まってきています。LCA手法には、算出の困

難性の克服やデータベースの信頼性・透明性など、まだま

だ課題は少なくありません。しかし、LCAを活用するこ

とにより、個々の設計施策が的を射ているのか、過大／過

小評価になっていないか、より重要な領域を見過ごしてい

ないか、良かれと思って計画していることが逆にマイナス

となるリスクはないのか、などを確認するためにも大変有

効な手法といえます。

今後も、製品の環境負荷低減に対して、適切な示唆を与

えるLCAツールの活用に努めていきたいと思います。
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図1：当社製品群LCAの試行結果

1. はじめに

LCAの算出には、難解なLCA手法の理解と各種データ

ベースを活用しながらライフサイクルのステージごとに算

出データを積み上げていく必要があります。

昨今ではこのようなLCA手法を詳細に理解していなく

ても手軽に算出できる計算ツールが提供されており、以前

よりLCAの取り組みは容易になり、算出にかかる負担も

軽減されてきています。

しかし日ごろの作業に終われる設計者の視点で見たとき

には、部品や素材ごとのデータ入力など、多くの手作業が

必要となり、全製品群へのLCA適用拡大やルーチン化に

向けての課題となっていました。

今回当社が開発したシステムは、設計者の入力を最小限

に留め、「製品品番を入力すればLCAが算出できるシステ

ム」を開発スローガンとして掲げ、手入力では20Hかか

る機種を5分程度の時間（手入力は2～3分）で完了でき

るシステムを開発しました。

今回はこの当社の取り組みについて概要を紹介させてい

ただきます。

2. 会社の概要紹介

当社は自動車用電子機器や車

載のオーディオ、ナビシステムを

開発・製造・販売している神戸に

本社をおく企業です。

当社では「すべてをグリーンに」をスローガンとして、

1997年に国内3工場全ての拠点でISO14001認証を取

得し、2006年度には非生産拠点を含めた国内グループ統

合認証を取得。2009年8月には業界では初となるISO

14001グローバル統合認証を取得するなど、グループ一

丸となった環境取り組みを推進しています。

一方製品の環境配慮についての歴史は古く、1976年国

内排出ガス規制に伴うNOX、CO等の抑制に使われる電子

制御機器の開発・納入に始まり、現在はITS（高度交通情

報システム）の主要機器であるカーナビゲーション、ハイ

ブリッド車の制御用コンピュータ等多くの環境に貢献でき

る製品を社会に提供しています。

3. LCA取り組みの経緯

2001年度の重点方策にはLCAを含めて取り組みを進

め、2004年度には自動車のLCA調査に協力する形で、素

材・製造ステージを対象にLCAを実施しました。しかし

その後は自動車業界を対象とした製品の有害物質規制（欧

州ELV指令等）の対策・対応にシフトせざるを得なくな

り、思うような活動ができていませんでした。

このような事態を脱却すべく2007年度にはLCA推進

WGを立ち上げ、本格的な取組を開始し、

主要2機種で試行を行いま

した。（右写真2）

2008年度には全製品分野

で試行しました。（下図1）

4. 試行の結果と所見

全製品群で試行した結果、多くの車載機器では素材・

使用・製造ステージでの負荷が重く、一方物流・設計・廃

棄などにおいては影響度が小さいことが確認できました。

この結果を踏まえ、算出時に信頼性の高いデータを得る

ことが難しい設計ステージについては、システム境界外と

するほか、物流についても調達物流は対象外とし、簡易的

な算出シナリオを適用することにしました。

奨励賞（製品開発・生産活動活用部門）

“設計者の作業効率を考慮した
LCA算出時間の大幅削減”
富士通テン株式会社

地球環境部長 石井 孝司

写真2：LCA推進WG

写真1：当社製品（カーナビ）
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図2：素材ステージ算出概要図

一方環境負荷の高い素材・使用・製造ステージの算出に

おいては、試行時に採用した手法ではその算出に非常に時

間がかかるため、正確性を担保しつつ算出時間を極力抑え

る手法を検討しました。

5. 開発したシステムの概要

ここでは、システム化にあたり特に考慮した点を紹介し

ます。

【素材、廃棄ステージ】

試行時に採用した計算手法では、部品の個数・面積・イ

ンチの長さ・重量ごとに係数と掛け合せ、積み上げていく

必要があり、非常に計算に時間がかかりました。

今回システムの仕様を検討していくにあたり、極力設計

者判断（入力）を減らし、社内の情報システムに蓄積され

た情報だけで自動判断できるよう、算出手法を見直しまし

た。部品の種類、個数、材料情報、重量に関する社内情報

システムと連携させることで、製品品番の入力だけで自動

算出できるようになりました。

【製造ステージ】

製造については一度調査したデータを同様の製品に適用し

ていく手法が散見されますが、これでは製造ステージにおけ

る改善努力や変化点まで算出できない課題がありました。

このため、電力負荷の高い機器・設備や特定タクトにお

ける標準電力負荷を係数として定め、これらの変化や生産

拠点の変更による環境負荷の差分まで算出できるようシス

テム開発しました。

入力項目は若干増えましたが、各ラインでの無駄削減や

生産拠点の変更管理において、LCAの視点で仕事を進め

るプロセスを確立することができました。

【使用ステージ】

今回の表彰案件には直接影響しませんが、車載機器の

LCA手法の一例として紹介します。

車載機器のLCAを厳密に測定する場合には、実際には

搭載される車種の燃費・総重量等により影響されます。

しかしこのような手法では、当社の設計努力による改善

度合いが見えないため、一定の条件下（燃費・寿命・年間

走行距離等）において算出する手法を採用しています。

今後自動車部品業界でのLCA算出手法が進むにつれて、

業界統一基準が作成されることを期待してやみません。

6. 開発したシステ

ムと効果

以上を踏まえて開

発したシステム（右

図）の効果は以下表の

とおりです。

7. 今後の展望

当社ではLCAを環境配慮設計（DfE）における重要指標

として位置づけ、2009年度からDfEプロジェクトを立ち

上げ、環境効率ファクターやグリーン度評価の仕組みと連

携した枠組み構築・システム開発を進めています。

2011年度からは、全製品分野において製品の企画段階

からDfEの目標値を設定し、実績確認する運用フローを導

入します。

一方現在採用している製品企画段階のLCA概算システ

ムでは、設計者が改善に必要なシミュレーション機能を十

分果たせていないため、2012年度の提供を視野に現在検

討を進めています。

8. おわりに

今回の表彰にむけては多くの社内外の方々にワーキング

やプロジェクトのメンバーとなって協力頂けました結果の

賜物です。紙面を借りて厚く御礼申し上げます。

図3：システムイメージ
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