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▲18.5%

ダイヘングループでは、低炭素社会・循環型社会の実現に貢献するため、製品の生

産時はもとより、製品の使用における環境負荷低減等にも役立つ製品の開発を進

めています。

環境に配慮した製品の提供製品を通じた
環境貢献
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電力ピークカットに貢献する
配電機能付変圧器（D-FIT）

環境配慮製品（環境ラベル）認定制度の運用

アーク溶接ロボットの待機時
消費電力削減と材料減量化

▲3.4%

発電機との組合せで電力ピークカットに貢献

昨今の電力事情により工場（事業所）における使用電

力のピークカットが求められています。

D-FIT（Distribution Function Include Transformer）

は発電機と組み合わせる事により、低圧の発電機を高圧

の回路に接続できます。（使用したい電圧に自由に変換

できます。）

使用電力のピーク時に設備

の一部の電源をD-FIT側に切

り替えることにより、容易に

ピークカットが可能です。ま

た、もし輪番停電が起きても

絶対に停電したくない負荷に

接続する事により重要負荷の

電源を確保する事ができます。

トップランナー変圧器を使用

使用する変圧器は、高グレードの鉄心材料や導電率の

良い電線等を採用し、負荷損・無負荷損を低減させた

「トップランナー変圧器」を使用しているので省エネル

ギーに貢献しています。

省スペース

構成部品を必要最低限に絞り込み、開閉器をダクト内

に納めることで同容量のキュービクルを設置するよりも

設置スペースが小さくなります。また、一括吊り上げが可

能なので荷降ろし・据付が簡単になり搬入据付工数とコ

ストの削減にもなります。

ダイヘングループでは、製品の環境技術の情報をお客

様により分かりやすくお伝えするとともに、他の従来製

品と差別化を図り、お客様により環境負荷の少ない商品

の選択をしていただきやすくするため、当グループ独自

の製品評価基準による「ダイヘングループ環境配慮製品

（環境ラベル）認定制度」を運用しています。また環境配

慮認定製品には『スーパーエコ製品』と『エコ製品』の2段

階のレベルを設定しています。

待機時の消費電力削減によりCO2排出量抑制に貢献

新シリーズのロボットとその制御装置を合わせた製品

全体では、従来品に比べて待機時の消費電力を53%削

減しています。これは年間出荷台数で換算すると、約

150万kWhの消

費電力削減とな

り、新シリーズへの

切り替えによって

毎年約614トンず

つCO2排出量を削

減できます。

材料減量化と操作性向上の両立

新シリーズでは、製品材料についても年間出荷台数で

約137トンの省資源化を実現しています。

例えば、重い機械方式のスイッチを軽量な半導体方式に

改めるなどの重量低減と、高性能電子部品へ機能を集約す

るなどの部品数削減を行いました。これにより故障率は約

20％改善し信頼性向上にも貢献しています。

教示ペンダントには、小型・軽量

化により快適に長時間操作が可能

な新型デバイスを導入しました。

より直感的な作業が可能と

なったことで操作教示時間の半

減を達成しており、これらの取り

組みにより、材料減量化と同時

に、機能・性能・品質がバランス良

く底上げされています。

RoHS指令に対応

欧州のRoHS 指令（電気電子機器特定有害物質使用制

限指令）で規制されている6物質（鉛、水銀、カドミウム、六

価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニール

エーテル）は、本製品での使用を廃止あるいは規制値以下

に削減しました。これにより、製品を廃棄・処分する際、健

康や環境への負荷を最小限に抑えています。

低圧ケーブル接続例D-FIT（1250kVA）
400V→6600Vへ昇圧

配電機能付変圧器（D－FIT）

教示ペンダント

ロボットNB4 ロボットNV6 制御装置

※当グループの環境ラベルは、国際標準化機構（ISO）で定められた
環境ラベルのうち、メーカーの自主基準に基づき、環境に配慮し
た製品であることを示す自己宣言型（タイプⅡ）に該当します。

■ 製品環境評価項目例

スーパー
エコ製品

エコ製品

従来の製品

●業界トップレベルあるいはオンリー
ワンの環境性能を有する

●環境配慮製品アセスメントの評価
点合計が290点以上

●環境配慮アセスメントの評価点
合計が215点以上

A 温暖化防止

目的区分 評価項目 詳細項目
a)低消費電力化
b)生産省エネ化

a)減量化
b)減容化

a)再生材の使用
b)再資源化の促進

a)耐久性
b)長寿命化の促進

1.省エネ化

2.省資源化

3.再資源化

4.長寿命化

B 資源循環

…

…

…

…
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発電機メーカーとのコラボレーション（導入事例）

■ 環境配慮製品認定製品一覧

UMP・UMS

JH-100KA5
JH-250KA3
JH-250KE

●省エネ法トップランナー基準適合
●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減（※）
●製品使用時での環境負荷低減（高効率による省エネルギー）

●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減（※）
●業界トップレベルの変換効率
●新エネルギーの普及・促進

カンパニー 製品名

スーパーエコ製品
型式 主な環境機能項目

トップランナーモールド変圧器「ULTRA ECOシリーズ」
（500～2000KVA）

電
力
機
器
C

PPS028～030,PPS056～059
PPS060～063,PPS045,
PPS050,PPS051

QPS023､QPS024､
QPS025

RPS054,RPS055,
RPS159～162
10KVA:RPS163～100KVA:RPS097

SPS039～SPS044

SUV047

UPS177～183
AS2-4B
SVM1-4B
VMT6-4E
400A：VML4-4B，600A：VML4-6B
IPT-HN3E、IPT-HN4E
D-FIT-300
一部機種
USE・USP・UVP・UVS
TSE・TSP・TVP・TVS・TTE

TME・TMP・TMS

DL-350Ⅱ

DP-400R

CPXD-350、CPXD-500
WB-M350L、
WB-M350、WB-M500

AX21

FD11

NB4、NB15

NV6

E-TIP

GFC01
K5808
SPR-3504
SPR-8540
SPR-8522、SPR-8541
AVANCERその他一部機種

●省エネ法トップランナー基準適合
●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減(※)
●製品使用時での環境負荷低減（高効率による省エネルギー）

●製品使用時での環境負荷低減（低スパッタによる廃棄物削減）
●製品使用時での環境負荷低減（低スパッタによる廃棄物削減）
●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減(※)

●製品使用時での環境負荷低減（待機電力削減による省エネ）
●ロボット製造検査時の省エネ

●製品使用時での環境負荷低減（待機電力削減による省エネ）
●ロボット教示操作性の向上

●製品使用時での環境負荷低減（軽量化）
●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減(※)

●製品使用時での環境負荷低減（軽量化、コンパクト化）
●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減（※）

●製品使用時での環境負荷低減（製品耐久性向上による廃棄物削減）
●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減(※)

●製品使用時での環境負荷低減（溶接ガス使用量の低減）
●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減(※)

●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減(※)

●製品使用時での環境負荷低減（省エネルギー、軽量化、コンパクト化）

製品名

エコ製品
型式 主な環境機能項目

配電用柱上変圧器　耐塩形　5～100KVA

配電用柱上変圧器・強化耐塩形（5～100KVA）

配電用柱上変圧器 一般形（10～75KVA）

配電用柱上変圧器 耐雷形（10～100KVA）

配電用柱上変圧器 強化耐塩形（10～100KVA）

配電用6KV柱上油入変圧器　重塩害用（5～75KVA）

集合住宅用変圧器（250+50kVA）

配電用柱上変圧器　一般形　10～133KVA
全閉形気中開閉器
センサ内蔵配電線自動区分コンパクト真空開閉器
地上設置型多回路真空開閉器
耐雷素子内蔵共用形真空自動開閉器（400､600A）
小型お客さま情報ＩＰ伝送装置
配電機能付変圧器
電力会社向け 75.25/6.9kv変圧器10MVA、20MVA
トップランナー油入変圧器 「ULTRA ECOシリーズ」（75～2000KVA）
トップランナー油入変圧器 「TOP ECOシリーズ」（10～2000KVA）

トップランナーモールド変圧器「TOP ECO」 
（10～2000KVA）

デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機
デジタルインバータ制御式パルスMAG/MIG・CO2/
MAG自動溶接機

マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機

Welbeeインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機

アルメガAⅡシリーズ用ロボット制御装置

ロボット制御装置

ロボットマニュピュレータ

ロボットマニュピュレータ

自動機用コンタクトチップ（Eチップ45mm）

ガスセーバ－
ガスセーバ－ライト
真空4軸ウエハ搬送ロボット
真空3軸液晶基板搬送ロボット
真空4軸液晶基板搬送ロボット
プラズマ発生用高周波電源及び整合器

※RoHS対応

太陽光発電用パワーコンディショナ 新100KW
太陽光発電用パワーコンディショナ 250KW
太陽光発電用パワーコンディショナ トランスレス250KW

カンパニー
●分解性、再組立性の向上

●製品使用時での環境負荷低減（損失低減による省エネルギー）
●分解性、再組立性の向上

●製品使用時での環境負荷低減（損失低減による省エネルギー）
●分解性、再組立性の向上

●実運用時の損失低減による省エネ　
●製品使用時での環境負荷低減（軽量化、コンパクト化、低騒音化）
●製品使用時での環境負荷低減（損失低減による省エネルギー）

●製品使用時での環境負荷低減（損失低減による省エネルギー）　●分解性、再組立性の向上

●製品使用時での環境負荷低減（損失低減による省エネルギー、電磁障害の抑制）
●操作性の向上
●分解性、再組立性の向上
●分解性の向上による分別の容易化
●耐久性向上による長寿命化　●操作性の向上
●製品使用時での環境負荷低減（電磁障害の抑制）
●耐久性向上による長寿命化　●装柱美観向上・装柱作業性向上
●製品使用時での環境負荷低減（省エネ、軽量化）
●製品使用時での環境負荷低減（損失低減による省エネルギー、軽量化、コンパクト化）
●製品使用時での環境負荷低減（損失低減による省エネルギー、低騒音化）
●省エネ法トップランナー基準適合
●製品使用時での環境負荷低減（高効率による省エネルギー）

●操作性、保守容易性の向上　●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減(※)

AⅡ-1PC500アルメガAⅡシリーズ用ポジショナ ●製品使用時での環境負荷低減（軽量化、コンパクト化、低騒音化）

●製品使用時での環境負荷低減（低スパッタによる廃棄物削減、省エネルギー、長寿命化）
●有害化学物質の使用廃止もしくは規制値以下に削減（※）
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30,458

▲10.0%
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