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キヤノンの環境への取り組み

Resource
circulation

限りある資源を大切に。
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わたしたちは豊かな暮らしをするために、地球の資源を使い、
環境に影

えいきょう

響を与
あた

えながら生活しています。

持続可能な社会に向けて社会課題の解決をめざす
「持続可能な開発目標（SDGs）」

貧困問題をはじめ、気候変動や生物多様性、エネルギーなど世界中で取
り組むべき課題の解決に向け、国連が「持続可能な開発目標（SDGs）」と
して、「17の目標と169のターゲット」を採

さいたく

択しました（2015年9月）。

気候変動問題の解決をめざす「パリ協定」
2015年12月に開

かいさい

催された気候変動枠組条約締
ていやく

約国会合
（COP21）において、世界の平均気温の上

じょうしょう

昇を2℃未満に抑える
「パリ協定」が採択されました。

地球が直面している環境課題

キヤノンは「豊かな生活と環境の両立」を
めざして製品づくりに取り組んでいます。

キヤノンは、豊かな生活と地球環境が両立する社会を実
現するために、環境ビジョン「ACTION for GREEN」の
もと、「つくる」「つかう」「いかす」といった製品ライフサイクル

（製品の一生）を通して環境活動に取り組んでいます。

キヤノンの環境ビジョン「ACTION for GREEN」

気候変動の要因の一つといわれる地球温暖化対
策として、製品ライフサイクルを通したCO2の削

さくげん

減
に取り組んでいます。製品の省エネ、事業所や生
産工程、物流での省エネ活動などを通して低炭素
社会の実現に向けて取り組んでいます。

「製品に含
ふく

まれる化学物質」と「生産工程で使用する
化学物質」の管理を徹

てってい

底しています。「製品に含まれ
る化学物質」は、有害物質が部品や材料に含まれな
いよう基準を定め（キヤノングリーン調達基準書）、そ
の基準を守った部品や材料のみを調達しています。

生物多様性が持続可能な社会にとって欠かせな
いものと考え、生物多様性保全活動に取り組ん
でいます。「生命の循環」について考える『キヤノン
バードブランチプロジェクト』のグローバル展開な
ど、世界的に活動を推

すいしん

進しています。

低炭素社会実現への貢
こうけん

献

有害物質廃
はいじょ

除と汚染防止の取り組み 自然共生型社会実現への貢献

限りある資源を有効に使うために、製品の小型・
軽量化による省資源化、使用済み製品のリユース・
リサイクルを進めています。また、事業拠

きょてん

点におい
ては生産にともない発生する廃棄物の削減や水
使用量の削減などに取り組んでいます。

資源循
じゅんかん

環型社会実現への貢献

Resource
circulation

キヤノンの環境への取り組み

豊かさ

環境負荷

アップ

ダウン

ふ　か

地球にはいろいろな環境問題が起こっています。

キヤノンは、限りある資源を有効活用し、最小の資源で最大の価値を生み出す「資源生産性の最大化」を
環境保証活動の基本的な考え方としています。

少ない資源で製品をつくり出す「資源生産性の最大化」

　気候変動

化石燃料を大量に使うと大気中の二
酸化炭素濃

の う ど

度が増加して地球が温め
られ、豪

ご う う

雨などの異
常気象やそれにと
もなう洪

こうずい

水などのさ
まざまな災害を引
き起こします。

　大気・土
ど じ ょ う

壌・水質汚
お せ ん

染

工場などから排
はいしゅつ

出された
排気などにより、大気が
汚染され、有害な物質が
川や海に流れこむと水質
汚
お だ く

濁になります。

　資源枯
こ か つ

渇

天然ガスや石油など
の化石燃料や鉱物
の埋

まいぞう

蔵量は有限と
いわれています。

　廃
は い き

棄物問題

電子機器は使用後に他の国に輸
出されるケースがあり、適切な処
理をしないと環境汚染や人間の
健康に悪影響をおよぼす可能性
があります。

　生物種の絶
ぜつめつ

滅

気候変動や森林伐
ばっさい

採、河川の
汚染などにより生態系が変化
すると、貴重な野生生物が生
息する場所がなくなり、生物の
多様性が失われます。
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⾼度な資源循環を追求しています。

キヤノンは、限りある資源の循環利用に向けて、資
源を一度きりではなく、繰

く

り返し循環し続ける「製
品to製品リサイクル」を追求しています。その取り
組みとして、使用済み製品を回収して新品同様に
生まれ変わらせる「リマニュファクチュアリング」や
トナーカートリッジの「クローズドループリサイク
ル」に力を入れています。

キヤノンは日本をはじめ世界4
地域に5つのリサイクル拠点を
構えています。各地域で回収した
トナーカートリッジを再生する
など、消費地リサイクルを推進し
ています。

筑波山を望む広大な敷
し き ち

地に建つ「エコテクノパーク」は、高度な資源循環を実現するキヤノンの環境活動の発信拠点
です。豊かな自然に包まれた環境の中で「クリーン＆サイレント」をコンセプトに、自動リサイクルシステム（CARS-T/I）
を導入し、稼

か ど う

働しています。社屋は、夏季の遮
しゃねつ

熱に加え、冬季の集熱を利用した空調システムを導入するなど、省エネ
ルギーとデザインの両立を図っています（CASBEE* Aランク取得）。

資源循環に向けた考え方

世界4地域・5か所のリサイクル拠点

⾼度な資源循環を追求する最新鋭リサイクル⼯場「エコテクノパーク」

エコテクノパークでは、敷地内を緑化するなど自然との調和にも力を入れています。鳥という
身近な生命をテーマに「生命の循環」について考える「バードブランチプロジェクト」の一環と
して、野鳥のためのバードバスや野鳥モニタリング用のネットワークカメラなどを設置し、野鳥
の生息環境の整備を行っています。

［キヤノンの資源循環フロー］

材料の
オープンリサイクル /
サーマルリカバリー

使用済み部品の回収

リユース部品
リサイクルプラスチック
部品を使用した製品

リユース部品
リサイクル拠点

クローズドループ
リサイクル

リサイクル材を
使った

プラスチック部品

キヤノンバージニア（米州）

キヤノンギーセン
キヤノンブルターニュ

（ヨーロッパ） キヤノンエコロジー
インダストリー（日本）

キヤノン大連（アジア）

＊CASBEE：建築環境総合性能評価システム（Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency）
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［リマニュファクチュアリングのしくみ］

リマニュファクチュアリングによって新品同様に再 生します。

※再使用可能な部品・ユニットは再生し、
　磨耗した部品は新品を使用します。

ユニットリユース 交換対象部品

リマニュファクチュアリングとは、回収
した使用済み製品を再生することです。
まず、回収した製品を部品レベルにま
で分解して、劣

れ っ か

化・摩
ま も う

耗した部品を取り
除きます。
部品は基準を満たすまで清

せいそう

掃し、使用
できる部品はねじ1本まで徹

てっていてき

底的に再
使用します。
そして、新しい部品のみでつくられた
製品と同レベルの品質・信

しんらい

頼性を確認
し、Refreshedシリーズとして出荷し
ます。

使⽤済みの複合機を分解し、新品同様の品質に再生

回収した使用済み製品を集め、
受入チェックを行います。

すべての機能が適切に動くよう、
新品と同じ検査を行います。

新品と同じ梱
こんぽう

包をし、市場へ
出荷します。

必要に応じて部品を修理し、劣化・
磨耗品を交換して再使用します。

分解した部品を清掃します。

外装カバーや部品を取り外します。 清掃したフレームにリユース部品や新品の部品、
外装カバーを取り付けます。

回収 検査

出荷・販売再加工部品・ユニット清掃ユニット分解

本体分解 本体フレーム清掃 本体組立工程

＋

本体のフレームや外装カバーを清掃
します。

部品レベルまで
分解します。
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使い終わったカートリッジからも、大切な資源を 徹底的に取り出します。

［素材の物性を利⽤した分別技術］
◎クローズドループリサイクルのしくみ
　〔トナーカートリッジのリサイクルシステムの場合〕

使用済みトナーカートリッジが到
とうちゃく

着。

箱から取り出されたトナーカートリッジ
が自動で機種ごとに分けられます。

トナーカートリッジを丸ごと投入し、
破砕します。

磁力で鉄などの金属を、渦
うずでんりゅう

電流で
アルミなどの非鉄金属を分

ぶ ん り

離します。

カメラによりカートリッジを識別します。

カートリッジを素材ごとに解体します。

金属

より細かく粉砕した後、風力でフィルムや
ダストを除去します。

軽量物

電気抵
て い こ う

抗の違いを利用して
ゴムとプラスチックを分離します。

ゴム

塩水や真水を使って、HIPS*と比重の異なる
プラスチックを分離します。

プラスチック（その他）

HIPSだけを熱で溶
と

かし、切断してペレット
にします。

プラスチック（HIPS）

ふるいにかけてトナーを取り除き、
水で洗浄します。

廃トナー

HIPSは、生産拠点で
再びトナーカートリッジへ

インクカートリッジの解体

着
ち ゃ っ か

荷

開
か い こ ん

梱・仕分け 破
は さ い

砕 金属除去

軽量物除去ゴム除去プラスチック選別再生材完成

トナー除去

＊HIPS：高衝撃性ポリスチレン

キヤノンは、使用済みトナーカートリッジから取り出したプラスチック材料を
トナーカートリッジの原材料として繰り返し再利用する「クローズドループ
リサイクル」を⾏っています。

使用済みインクカートリッジはカメラにより
自動で識別。解体、粉砕、洗浄までの工程を
自動で⾏います。

トナーカートリッジのクローズドループリサイクル インクカートリッジのリサイクル溶かした
プラスチック材料

破砕した
トナーカートリッジ

ペレットにした
プラスチック材料

トナー
カートリッジ

インク吸収体

ケース

ラベル

フタ

導光材
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地球上の資源には限りがあります。

使い捨て型のライフスタイルを見直し、

資源やエネルギーの無
む

駄
だ

使いを減らしていくことが

求められています。

キヤノンは大切な資源を繰り返し利用するために、

「製品から製品へ」資源を循環させる技術を磨
みが

いてきました。

美しい地球と豊かな資源を未来へと繋
つな

いでいくために。

キヤノンは、これからも高度な資源循環にチャレンジしていきます。

キヤノン環境活動のご紹介

下記のWebサイトでキヤノンの環境への取り組みを
詳しくご紹

しょうかい

介しています。ぜひ、ご覧ください。

キヤノンの環境への取り組み
https://global.canon/ja/environment/index.html

キヤノンサステナビリティレポート
よき企業市民として、よりよい社会の実現に貢献するための取り組みをまとめた
「キヤノンサステナビリティレポート」を毎年発行しています。

https://global.canon/ja/csr/report/
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