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電子部品のライフサイクルにおける
CO2排出量と削減貢献量の算定
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TDKの概要

1935年創立の総合電子部品メーカー
従業員数：104,781人（2019年3月末）

【主な市場分野】

ICT 産業機器/エネルギー自動車

ウェアラブル 医療/ヘルスケア家電
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磁気応用製品受動部品

エナジー応用製品

その他センサ応用製品

HDDヘッド・部品

エナジーデバイス 電源

磁気製品

フラッシュメモリ応用デバイス EMC・電波技術

マイクロアクチュエータ
ソリューションズ・

その他

マグネティクス コミュニケーションデバイス

セラミックコンデンサ

圧電材料部品・回路保護部品 センサ/MEMS

アルミ・フィルムキャパシタ

TDKの製品ポートフォリオ
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電子部品の貢献量算定の意義

内部要因

企業イメージの向上

環境活動および開発の指標

製品の技術的優位性の主張

外部要因

格付け・評価機関等からの情
報開示要求

資産運用機関等とのESG対話
への対応

顧客からのサプライヤーエン
ゲージメントの強まり

社会の環境意識の高まり
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電子部品のCO2排出構造

TDKグループ2018年度実績 2,244万t-CO2

開発・製造段階よりも調達、使用
段階のCO2排出量が多い

 ライフサイクル視点での取組み
が重要

《 CO2排出量算出方法の概要》

調達：産業連関表による環境負荷原単位
データブック（3EID）を基に推計

使用：電子部品が機能を発現する際の電力
の損失より算出

輸送：産業連関表による環境負荷原単位
データブック（3EID）を基に推計
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電子部品の貢献量算定方法

(a) 電子部品の電力消費量削減分から算出する方法

• 電力や電圧を変換する電子部品に主に適用される

• これらの電子部品の性能は最終製品の電力利用効率に直接影響を与える

(b) 電子部品の効果による最終製品のエネルギー消費量削減分から算出する方法

• 電子部品の軽量化による輸送機器の燃費・電費の改善事例に適用されてきた

• 定性的に確認されているその他の事例が多く、定量化の事例が増えることが期待される

(c) 最終製品の貢献に対する電子部品の寄与率から算出する方法

• 特定の電子部品の貢献量を直接算定できない場合に適用される

• 情報開示とコミュニケーションにはステークホルダーの同意が必要

TDKグループでは (a)または(b)の方法を基本とし、ステークホルダーの合意が
得られた一部の製品について(c)の方法で貢献量を算定している。
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算定の基本条件

評価対象製品の先進性について（貢献量を主張する価値があるのか？）

 その国・地域で新たに販売される最終製品に採用され組み込まれているという
事実が技術的優位性を証明していると解釈できる。

1. 評価対象製品

• 理論的に貢献量の算定が可能であり、かつ、合理的にベースラ
インの設定が可能である製品

• CO2排出量が増加する場合も評価を行い、集計に加える

2. ベースライン

• 同じ機能の自社内の旧製品、または、一般に広く普及している
製品
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算定の基本条件

3. 使用条件

• 電子部品の使用条件は組み込まれる最終製品によって決まる

• 200以上の用途を6分野28用途に分類し、それぞれの用途に稼
働時間などの使用条件を設定

用途分類と稼働時間の例

分野 最終製品 耐用年数 生涯稼働時間 評価対象製品
（電子部品）

家電 冷蔵庫 10.4 91,104 トランス

ICT 磁気ディスク装置 5 41,610 HDD用磁気ヘッド

産機 & インフラ 産業用機器 11 96,360 ユニット型電源

再エネ 太陽光発電システム 20 175,200 フェライトコア
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集計

貢献量の集計は製品の生涯稼働時間を対象とする（ライフタイム集計）。

ライフタイム集計の利点

 特定の年度の普及量を対象
にするため企業内での集計
がしやすい

 事業活動の他の指標と合わ
せて考えやすい

IEC TR62726より引用
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社内要領・ガイドラインの策定

目的：TDK製品によるCO2排出抑制貢献量を算定する際の手順を定め、
算定結果のバラツキを防止し、透明性、信頼性を高めること。

実施：デザインレビューの際に行う製品アセスメントの中で貢献量の算定を行う。

《想定される実施の場面》

• 開発構想段階：開発品の従来品に対するCO2排出削減量を予測し、
環境配慮設計の指標とする

• 最終段階：製品のCO2排出削減量の将来予想に使用される
• 量産後：CSR レポート等を通じて社会に対する貢献を示す場合に利用する

添付文書１「製品の貢献量算定ガイドライン理論・解説編」
２「製品の貢献量算定ガイドライン実践編」

設計・開発技術者による貢献量算定を補助するため「製品貢献量算定要領」を策定
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貢献量が算定できている製品の割合

コンデンサ（キャパシタ）

高周波製品およびモジュール

セラミックスイッチ/発熱体, 圧
電部品, ブザーおよびマイク

ノイズ抑制/磁性シート

マグネット

FA関連製品

太陽電池

SMD全個体電池

インダクタ（コイル）

電圧/電流/温度保護素子

トランス

電波暗室および電波吸収体

フラッシュストレージ

透明導電性フィルムHDD用ヘッド

特定用途向けIC（ASIC） エクナス（磁気ネックレス）

EMC対策製品

センサおよびセンサシステム

フェライト 電源

ワイヤレス給電

超小型モジュール（IC内蔵基盤
SESUB応用製品）

リチウムポリマー電池

生体センサ

25製品群中17製品群について貢献量算定を実施

電力消費量が算出できない、または、合理的なベースラインの設定ができない製品に
ついては貢献量の算定をしていない。
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2018年度貢献量実績
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第三者検証

以下の項目について外部の認証機関による検証を実施

【算定方法】
• 生産活動に伴うCO2排出量の算定方法
• 製品によるCO2排出削減量の算定方法

【CO2排出量】
• 直接的なGHGの排出量（スコープ1）
• エネルギー起源の間接的なGHGの排出量（スコープ2）
• その他の間接的なGHGの排出量（スコープ3）

 第三者検証実施の背景には、手法と結果の妥当性と正当性の確認を目的とした
投資家等からの要請があり、貢献量算定結果を用いて外部とコミュニケーショ
ンする場合には必須の要件となりつつある。
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まとめ

 CDPやTCFDなどの気候変動対策に関する情報開示の仕組みにより、企業が自社製品の
貢献を認識することの必要性が確認され、貢献の大きさを定量的に示すことの意義も
再設定されたと考えられる。

 今回、電子部品のライフサイクルにおけるCO2排出量と削減貢献量の算定を行った。
CO2排出比率は製品使用段階が最も高く、電子部品のライフサイクルCO2を削減するた
めには使用段階への取り組みが重要であることが確認された。

 電子部品の消費電力削減分からの貢献量算定は比較的容易であり、貢献量が大きい場
合が多い。一方、電子部品の効果により最終製品のエネルギー消費量が削減される場
合は、貢献の定量化が困難であるが定性的に認識できる事例は多い。

 今後はステークホルダーに対してどのような情報を発信していく必要があるのかとい
うことを考慮しながら、貢献量を算定すべき製品の要件と算定手法についての議論を
深めていく必要があると考えられる。



ご清聴ありがとうございました
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