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 私たちは、「EV・HV用電池事業を通じて、環境・エネルギー領域で社会に貢献する」 

という企業理念のもと、全社一丸となった環境諸活動を行ってまいりました。1996年の 

創業以来、順調に生産規模を拡大し今や年間15０万台（プリウス換算台数）の電池を 

生産しています。当社の電池を搭載したHV車は同等クラスのガソリン車に比べ 

約1,100万トン/年のＣＯ₂削減に貢献しています。 

 その一方、当社は電池の生産過程においてＣＯ₂や廃棄物を排出しています。トヨタ 

グループの一員である当社は、2015年10月に公表されたトヨタ環境チャレンジ2050に

沿った活動を開始すると共に、5年毎に制定されるオールトヨタ環境取り組みプランに 

基づくＣＯ₂低減、廃棄物低減に取り組んで参りました。 

 当社は昨年20周年を迎え、環境報告書を発行する運びとなりました。 

当社の環境における、様々な取り組みをご覧いただき、少しでも皆様の環境意識向上の 

お役に立つことができたら幸いです。 

プライムアースＥＶエナジー株式会社  
統括環境管理責任者 片桐 秀典 
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１．ご挨拶 

～私たちの思い～ 
「環境にやさしい製品をつくる当社は、 
環境にやさしい工場でもありたい」 



会社概要 

２．会社概要 
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社名 プライムアースＥＶエナジー株式会社 

設立 １９９６年（平成８年）１２月１１日 

資本金 ２００億円 

従業員数 約３，７００名（２０１６年４月時点） 

事業内容 

ハイブリット自動車用/電気自動車用 
ニッケル水素蓄電池・リチウムイオン蓄電池、 
及びバッテリーマネジメントシステムの開発・製造・販売 
蓄電池の試験評価受託 

売上高 約１，530億円（２０１6年度実績） 

所在地 
静岡県湖西市（本社/大森・境宿工場） 
宮城県大和町（宮城工場） 

所在地 

企業理念 

事業内容紹介 

■評価設備（振動試験装置） ■PRIUS用NiMHバッテリーパック 
 “Hyper-Prime Nickel” 

■PRIUS用リチウムイオン電池 
 （スタック） 

世界に提供 

高性能・高信頼の 

EV・HV用電源システムの 

ソリューションを広く 

世界に提供します 

市場を創造 

事業の展開を通して 

EV・HV用電池市場の創造と 

拡大をめざします 

宮城県大和町 
●宮城工場 

名古屋 
東京 

静岡県湖西市 
●本社／大森工場 
●境宿工場 

社会に貢献 

EV・HV用電池事業を通じて 

環境・エネルギー領域で 

社会に貢献します 



 1997年12月に「プリウス」を発売以来、2016年８月末に累計生産台数1,000万台を 

達成しました。当社は年間150万台のＨＶバッテリーを生産し1,100万トンのＣＯ₂削減に 

貢献しています。 

 参考）弊社のＣＯ₂排出量：9.35万トン（2016年度） 

当社の生産台数推移 

年間生産台数 累計生産台数 

３ 



 美しい地球の中で万物と共生しながら営みを持続するため、私たち人間は、 

持続可能な循環型社会の形成に向けて不断の努力をしなくてはならない。 

 当社は、ＥＶ電池事業を通じて広く世界に製品を供給し、地球環境の維持向上 

と新しい未来の創造に努め、社会の皆様から愛される企業を目指す。 

３．環境方針 

１．ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを推進し、適切な評価と 

  見直しを行うことにより、環境保全・改善活動を効果的、継続的に実践する。 

 

２．関係法令、協定、規制および関連する要求事項を法令順守するとともに、 

  さらに必要に応じて自主規制を制定し、環境保全の質的な向上を図る。 

 

３．CO₂・廃棄物の削減、部品の再利用化、リサイクルなど、ゼロエミッション 

  に向けた技術開発に取り組み、環境と経済の両立を実現する。 

 

４．商品に、あるいは事業活動に伴って使用する、原材料、部品または 

  物質の環境に及ぼす影響を的確に把握し、環境汚染の監視と予防に注力する。 

 

５．全従業員に環境教育を実施し、環境に対する自覚と責任を促す。 

 

６．社内外から見える環境保全活動を実施する。 
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 当社では2001年以降、全工場でISO14001を取得し、国際規格を基にした、 

環境マネジメントシステムを推進しています。年1回認証機関による定期審査を受け、

継続認証を取得しています。 

５ 

本社/大森工場 境宿工場 宮城工場 

2010年 ９月 

1996年 12月 2010年 1月 2007年 2月 操業開始 

認証取得 

工 場 

2007年 4月 2001年 11月 

４．環境マネジメントシステムの推進 

 
大森工場 

 
境宿工場 

 
宮城工場 

各工場長（環境管理責任者） 

環境保全委員会 

環境保全部会 

省エネ・排出物部会 

製品含有化学物質 
管理部会 

低炭素・循環型社会の推進 

化学物質法規の確実な把握
と順守の推進 

 環境保全委員長 

地域保全と地域共生の推進 

社 長 

統括環境管理責任者 

環境事務局 

（施設環境部） 

各階層に展開 

各工場のISO14001取得状況 

管理体制と推進体制 

管理体制 推進体制 

 当社は社長から選任された統括環境管理責任者をトップとした「管理体制」と 

環境保全委員会を中心として活動の推進、審議、諮問を行う「推進体制」を築き、 

環境管理活動を推進しています。 



５．環境法令順守 

６ 

排水測定結果 ※測定項目は一部を記載 

（境宿工場）※河川放流水 

測定項目 規制値 実測値 判定 測定頻度 

水素イオン濃度 5.8～8.6 6.9～7.7 ○ 1回/週 

生物化学的酸素要求量（mg/L） 20以下 0.5～3.6 ○ 1回/月 

化学的酸素要求量（mg/L） 20以下 1.5～4.7 ○ 1回/週 

浮遊物質量（mg/L） 30以下 1～4 ○ 1回/週 

 当社は、大気・水質・騒音・振動に関わる 

特定施設を設置しています。 

 定期的な測定及び分析を外部機関に委託して実施しています。 

排ガス測定結果（ボイラー） 

（境宿工場） 

測定項目 規制値 実測値 判定 測定頻度 

窒素酸化物（ｐｐｍ） 150以下 6～36 ○ 2回/年 

ばいじん（g/ｍ³） 0.1以下 ＜ 0.01 ○ 2回/年 

（大森工場） 

（宮城工場） 

環境法令等の順守状況 

定期測定結果（2016年度） 

測定項目 規制値 実測値 判定 測定頻度 

窒素酸化物（ｐｐｍ） 150以下 6～24 ○ 2回/年 

ばいじん（g/ｍ³） 0.1以下 ＜ 0.01 ○ 2回/年 

測定項目 規制値 実測値 判定 測定頻度 

窒素酸化物（ｐｐｍ） 150以下 11～23 ○ 1回/年 

ばいじん（g/ｍ³） 0.1以下 ＜ 0.01 ○ 1回/年 

※実測値は最大値～最小値を記載 



排水測定結果 ※測定項目は一部を記載 

（大森工場）※河川放流水 

（宮城工場）※下水道放流水 

騒音・振動測定結果 
（境宿工場） 

測定項目 測定場所：時間帯 協定値 実測値 判定 測定頻度 

騒音（ｄＢ） 
敷地境界：昼 65以下 49～61 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 55以下 48～54 ○ 1回/年 

振動（ｄＢ） 
敷地境界：昼 65以下 30～38 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 55以下 30～39 ○ 1回/年 

（大森工場） 

（宮城工場） 

測定項目 規制値 実測値 判定 測定頻度 

水素イオン濃度 5.8～8.6 6.6～7.0 ○ 1回/週 

生物化学的酸素要求量（mg/L） 15以下 0.9～12.0 ○ 1回/週 

化学的酸素要求量（mg/L） 15以下 3.6～7.4 ○ 1回/週 

浮遊物質量（mg/L） 15以下 1～2 ○ 1回/週 

測定項目 規制値 実測値 判定 測定頻度 

水素イオン濃度 
5を超え 
9未満 

7.2～8.4 ○ 1回/月 

生物化学的酸素要求量（mg/L） 600以下 12～260 ○ 2回/月 

化学的酸素要求量（mg/L） 基準値なし 6.8～230 － 2回/月 

浮遊物質量（mg/L） 600以下 10～40 ○ 1回/月 

測定項目 測定場所：時間帯 協定値 実測値 判定 測定頻度 

騒音（ｄＢ） 
敷地境界：昼 55以下 50～54 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 45以下 41～45 ○ 1回/年 

振動（ｄＢ） 
敷地境界：昼 64以下 30～43 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 54以下 30～32 ○ 1回/年 

測定項目 測定場所：時間帯 協定値 実測値 判定 測定頻度 

騒音（ｄＢ） 
敷地境界：昼 65以下 50～56 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 55以下 40～53 ○ 1回/年 

振動（ｄＢ） 
敷地境界：昼 対象外 30未満 ○ 1回/年 

敷地境界：夜 対象外 30未満 ○ 1回/年 
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６．CO₂・廃棄物の削減、リサイクル 
6-１．第6次トヨタ環境取り組みプラン達成に向けた取り組み 

ＣＯ₂排出量（左軸）とCO₂台あたり原単位（右軸） 

廃棄物総量（左軸）と廃棄物台あたり原単位（右軸） 

 当社はトヨタ自動車様のグループ企業の一員として、「トヨタ環境取り組みプラン」達成

に取り組んでいます。２０１６年度からは新たに「第６次トヨタ環境取り組みプラン」の 

達成に向けCO₂や廃棄物削減の取り組みをしています。 

≪廃棄物削減の主な取り組み≫ 

 ①廃プラスチックの再資源化 

 ②廃液の削減 

≪ＣＯ₂削減の主な取り組み≫ 

 ①工場内高圧エアーの圧力低減 

 ②工場内蛍光灯LED化 

６-２．ＣO₂排出量削減の取り組み 

工場内高圧エアーの圧力低減 

 コンプレッサの供給圧力設定を見直し、 

大きく省エネができました。 

省エネ量：853MWh/年（316 t-CO₂/年） 

0.1MPa低減 

⇒6％電力削減 

MPa 

0.57MPa 

0.67MPa 

CO₂削減 

 2016年度は1,572tのCO₂削減取り組み

を行い、台あたり原単位を5.34kg/台 

削減しました。 

８ 

廃棄物削減 

 2016年度は199tの再資源化を行い、 

台あたり原単位を0.04kg/台削減しました。 



９ 

 大森、境宿、宮城の全工場で蛍光灯のLED化を実施しました。 

照明設備の消費電力は▲50％となり、大きな削減効果を得ることができました。 

省エネ量：1,305MWh/年（484 t-CO₂/年） 

工場内蛍光灯のLED化 

Before：Hf蛍光灯 
消費電力：92W 

After：LED蛍光灯 
消費電力：45W 

廃プラスチックの再資源化 

廃液の削減 

６-３．廃棄物削減の取り組み 

Before：廃プラスチックとして処分 After：他社でのリユース 

廃液 
（洗浄水） 

Ｐ 

原材料 

柄杓でカップへ投入 

Before：材料の計量に柄杓を使用、 
    柄杓、カップの洗浄水は 
    産業廃棄物として処分 

廃液 
（洗浄水） 

After：ポンプを使用することで洗浄水を削減 

原材料 

紙芯に巻き取ることで 
リユースが可能 

 シート材を紙管に巻き取ることで他社でのリユースが可能となり、廃棄物を削減。  

参考：２０１６年度再資源化量：１８トン 

 ポンプを使用し、柄杓の洗浄廃止。更にカップの洗浄も廃止し廃棄物を削減。 

                       （大森から全工場へ展開） 参考：２０１６年度削減量：４７トン     



HV電池の３R（リユース、リビルト、リサイクル） 

◇リビルト・リユースの流れ 

 これまでHVバッテリーの３R（リユース・リビルト・リサイクル）は、 

貴重資源を回収、再利用する③マテリアルリサイクルが中心でしたが、新たに 

 ①車両修理交換用バッテリーとして活用 

 ②太陽光発電用蓄電池システムへ活用 

 上記２つの手法を導入しました。（トヨタ自動車様と共同開発） 

①車両修理交換用バッテリー 

（リユース） 

②太陽光発電用蓄電池システム 

（リビルト） 
③マテリアルリサイクル 

６-４．ハイブリッド電池の再利用化、リサイクル 

１０ 

検査・選別 

リビルト・リユース回収対象パック 
 ・2代目プリウス 
 ・3代目プリウス 
 ・プリウスα 

回収 

資料提供：株式会社トヨタ タービン アンド システム様 



 PRTR制度は、特定の化学物質について、事業所からの環境（大気、水、土壌）への

排出量・移動量を、事業者が自ら把握し国に届け出るとともに、国は届出データや推計

に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度です。 

当社ではニッケル、コバルト、マンガン、トルエン、塩化第二鉄が対象となっています。 

この制度に基づき当社では測定等により排出量・移動量を把握しています。 

７．環境事故未然防止の取り組み 
７-1. 化学物質移動量把握（PRTR制度） 

１１ 

定期車両油漏れ未然防止チェック 

 環境事故未然防止のために、各部署にて環境パトロールや異常事態を想定した 

訓練を定期的に実施して環境保全に努めています。 

 工場外への油流出を防ぐため、構内乗入車両

の自主点検を徹底頂いています。また、定期的

に各担当者による点検を行っています。 

 薬品飛散の際、外部流出防止を想定した対応 

訓練を行っています。訓練は手順書に基づき 

実施していますが、改善点はその都度手順書の

見直しを行っています。 

 当社工場から排出された産業廃棄物の処分 

委託先を年1回訪問し、産廃処分の現地確認を

行っています。 

環境異常事態対応訓練 

廃棄物処分先の現地確認 

７-2. 環境事故未然防止の取り組み 



社外への環境教育の取り組み 

 当社では全従業員に対し、受入教育時に環境教育を実施しています。環境教育は、 

「自分自身」が「環境」や「エコ」の「主役」であるということに気づいてもらうことを

趣旨とし、環境取り組みの必要性や、当社の取り組み事例（環境汚染を発生させないため

のルール作り等）の紹介も行っています。 

2010～2017年3月までで延べ3,692名が受講しました。 

８．環境教育 

１２ 

環境教育テキスト 環境教育の様子 

環境教育 

環境教育スライド 

 未来の環境の担い手を育てる取り組みとして、近隣の岡崎中学校に訪問し、環境保全の

考え方と当社の取り組みを紹介しています。また、大森工場に岡崎中学校の皆さんを 

招待し当社のビオトープを紹介、実物をみて環境を身近に感じてもらっています。 



９．その他の環境保全の取り組み 

 通勤車両に環境の意識を持ってもらうため、2015年からエコドライブコンテストを 

開催しています。車のカタログ燃費を超える参加者も多く、 

今迄の活動でガソリン▲1,606ℓ(ＣＯ₂▲3.7t）の効果に繋がっています。 

環境省協賛エコドライブ活動コンクール 
審査員特別賞受賞（2016年） 

９-１．エコドライブコンテスト 

９-２．工場緑化の取り組み 

１３ 

残置森林保護（里山の保護） 

森林の復元 
（約１．５万坪） 

ふれあい公園 
（静岡県ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞﾝｸ） 

ビオトープ築造(希少動植物保護) 

共存の森活動 
屋上緑化 

2006年1月 

 工場建設時からこれまで、自然との共生をするべく様々な環境保全の取り組みを 

行いました。これらの活動が認められ、2015年に緑化優良工場の表彰をされました。 

2015年11月：緑化優良工場表彰 
日本緑化センター会長賞受賞 

グリーンカーテン 

大森工場の環境保全活動 

エコドライブは車にやさしい、 
地球にもやさしい、お財布にもやさしい 

プラス安全運転にもつながると思います。 

参加者の声 



 大森用地で発見された、絶滅危惧種と呼ばれる希少動植物の保護増殖に努めています。 

※ビオトープ：生物群集が存在できる環境条件を備える地域。生物群の生息場所。 

１４ 

ホトケドジョウ サクラバハンノキ イワタカンアオイ 

ビオトープ内に生息する希少動植物 

 工場建設時、市から工場外からの景観を「大きな森のように」と要望がありました。 

そこで、「異なった樹木を一緒に植えると、お互いの特性を活かし強く成長する。」 

という宮脇方式を取り入れ、森林の復元を図りました。 

2016年 

 夏場の大森工場,宮城工場の厚生棟に、グリーンカーテンを設置しています。 

大森工場 宮城工場 

2012年 

2016年度植栽の様子 

森林の復元 

ビオトープの築造（希少動植物の保護） 

グリーンカーテン 

ビオトープ平面図 

池沼部 
水深10cm～50cm 
（ﾎﾄｹﾄﾞｼﾞｮｳ産卵地） 

湿地（水田） 

止水池 
水深30cm～100cm 
（ﾄﾝﾎﾞ・ｶｴﾙ生息地） 

水田 
自然ろ過2次池 

流路 

自然ろ過１次池 

排水ピット 

井戸 



１５ 

 当社の労働組合は、 

①浜名湖クリーン作戦 ②列島クリーン作戦 ③ぐりーんぱる秋の下草刈り 等、 

数多くの清掃活動に参加しています。 

 2011年から毎年11月に大森工場でふれあいフェスタを開催しています。 

当社従業員やその家族だけでなく、近隣住民の方々にも参加頂いています。 

2016年度は約1,900人が参加しました。 

 湖西市との協定に則り、大森工場の環境測定結果を年1回報告を行っています。 

９-３．地域とのコミュニケーション 

周辺地域の清掃活動 

大森自治会への報告 

ふれあいフェスタ 

浜名湖クリーン作戦 列島クリーン作戦 ぐりーんぱる秋の下草刈り 
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