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Appleは、事業の環境パフォーマンス改善は製品から始まると考えています。製品ライフサイクル全体で
の慎重な環境管理には、製造に使用する材料の品質と種類のコントロール、エネルギー効率の向上、リサ
イクル効率を高める製品デザインが含まれます。この報告書では、気候変動、エネルギー効率、材料効率、
使用制限物質に関連したMac miniの環境パフォーマンスについて詳しく説明します。

温室効果ガスの排出は、地球の陸地、海水、大気それぞれの温度のバランスに影響を与えます。Appleの
温室効果ガス排出量のほとんどは、製品の製造、輸送、使用、リサイクルによって発生します。Appleは、
材料効率とエネルギー効率に関する厳密なデザイン目標の設定により、温室効果ガス排出量を最小限に
抑えるための努力をしています。下のグラフは、Mac miniのライフサイクル全体における温室効果ガス
予想排出量を示しています。

製品に関連した温室効果ガス発生量の大きな部分を、製品の使用が占めています。そのため、各製品の
デザインでは、エネルギー効率が重要になります。Appleの製品には、一定時間操作しない時にインテリ
ジェントな方法で電力消費を減らす、電力効率の高いコンポーネントとソフトウェアを使っています。その
ため、Mac miniは、使い始めた瞬間からすぐれたエネルギー効率を発揮します。

Mac miniは、コンピュータのENERGY STARプログラム要件Version 5.2の最も厳しい条件を十分に満
たしています。さらに、第1世代のMac miniと比べて電力消費量も25パーセント低減します。下の表は、
さまざまなモードでの電力消費量をまとめたものです。
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Mac miniの温室効果ガス排出量

Mac miniの電力消費量

温室効果ガス総排出量：280kg CO2e

エネルギー効率
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Mac miniの設計では、環境への影響を抑えるため
の以下の配慮がなされています。

• BFR（臭素系難燃剤）不使用

• リサイクル効率の高いアルミニウムの筺体

• PVC（ポリ塩化ビニル）不使用1

ENERGY STAR® Version 5.2 に
準拠しています。

製造 55%

ユーザによる使用 40%

リサイクル 1%
輸送 4%

環境への配慮

Mac mini

電源オフ 0.21W 0.21W 0.23W

W61.1W41.1W61.1スリープ

W58.21W79.21W79.21アイドル

電源効率 89% 89% 89%

1

EPEAT Gold認定を受けています。2



Material E∑ciency

Apple’s ultracompact product and packaging designs lead the industry in material 
e∑ciency. The Mac mini uses 68 percent less plastic than the first generation as well 
as a compact and highly recyclable aluminum enclosure, making it one of the most 
material-e∑cient desktop computers available. The chart below details the materials 
used in Mac mini.3

Material Use for Mac mini

Packaging

The corrugate and paperboard packaging for Mac mini is made from at least 50 percent 
recycled content, derived primarily from post-consumer sources. The following table 
details the materials used in its packaging.

Packaging Breakdown for Mac mini (U.S. Configurations)

xob liateRlairetaM
Retail and 
shipping box 

Paper (corrugate, paperboard, molded fiber) 214g 655g

Other plastics 9g 9g

Restricted Substances

Apple has long taken a leadership role in restricting harmful substances from its products 
and packaging. As part of this strategy, all Apple products comply with the strict European 
Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and 
Electronic Equipment, also known as the RoHS Directive. Examples of materials restricted 
by RoHS include lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, and the brominated 
� ame retardants (BFRs) PBB and PBDE. Mac mini goes even further than the requirements 
of the RoHS Directive by incorporating the following more aggressive restrictions:

• Brominated � ame retardant (BFR)–free

• Polyvinyl chloride (PVC)–free1
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Mac mini exceeds the ENERGY STAR 
Program Requirements for Computers 
Version 5.2 with an 80 percent margin.

The Mac mini retail packaging uses 
35 percent less volume than the first- 
generation Mac mini and includes no 
expanded polystyrene (EPS).

Aluminum, 595g

Plastics, 185g

Other, 60g

Hard drive, 100g

Circuit boards, 330g

Copper, 30g

材料効率

パッケージ

Mac miniのパッケージ材料の内訳（米国仕様）

小型化を追求したAppleの製品デザインとパッケージデザインは、材料効率で業界をリードしています。
Mac miniは第1世代のモデルと比べてプラスチックの使用量が68%減りました。さらにコンパクトに
なったボディに、リサイクル効率の高いアルミニウムを使用することで、最高レベルの材料効率を誇るデス
クトップコンピュータとなりました。下のグラフは、Mac miniモデルで使われている材料の内訳を示して
います。

Mac miniの段ボール板紙のパッケージは、再生素材を最低50パーセント使用しています。下の表は、
Mac miniのパッケージで使われている材料の内訳を示しています。

Appleは長年にわたり、製品とパッケージにおける有害物質の使用を率先して制限してきました。この戦
略の一環として、Appleのすべての製品は、厳密な「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限
に関する欧州指令」（RoHS指令）に準拠しています。RoHS指令で制限されている材料には、鉛、水銀、カ
ドミウム、六価クロム、BFR（臭素系難燃剤）、PBB（ポリ臭化ビフェニル）およびPBDE（ポリ臭化ジフェ
ニールエーテル）があります。Mac miniは、RoHS指令の条件を満たすだけでなく、以下のさらに厳しい
制限にも適合しています。

Mac miniの使用材料

使用制限物質

• BFR（臭素系難燃剤）不使用

• PVC（ポリ塩化ビニル）不使用1

Mac miniはENERGY STAR Version 5.2の
要件に適合するだけでなく、その条件に対し
80%の余裕を持って準拠しています。

Mac miniの小売用パッケージは、第1世代の
Mac miniと比べて35パーセント小さくなって
います。また、Mac miniの梱包材にはEPS
（発泡スチロール）を使用していません。
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アルミニウム 595g

プラスチック 185g

その他 60g

ハードドライブと光学式ドライブ 100g

回路基板 330g

銅 30g

小売用ボックス材料

紙（段ボール、厚紙） 214g 655g

その他のプラスチック 9g 9g

小売および
出荷用ボックス

2



Recycling

Through ultra-e∑cient design and the use of highly recyclable materials, Apple has 
minimized material waste at the product’s end of life. In addition, Apple o∂ers and 
participates in various product take-back and recycling programs in 95 percent of the 
regions where Apple products are sold. All products are processed in the country or 
region in which they are collected. For more information on how to take advantage of 
these programs, visit www.apple.com/recycling/.

Definitions

Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT): A program that 
ranks computers and displays based on environmental attributes in accordance 
with IEEE 1680.1-2009. For more information, visit www.epeat.net.

Greenhouse gas emissions: Estimated emissions are calculated in accordance with 
guidelines and requirements as specified by ISO 14040 and ISO 14044. Calculation 
includes emissions from the following life-cycle phases contributing to Global Warming 
Potential (GWP 100 years) in CO2 equivalency factors (CO2e):

• Production: Includes the extraction, production, and transport of raw materials, as 
well as the manufacture of the product and product packaging.

• Transport: Includes air and sea transportation of the � nished product and its 
associated packaging from the manufacturing site to continental distribution hubs. 
Transport of products from distribution hubs to the end customer is not included.

• Use: User power consumption assumes a four-year period. Consumption patterns are 
modeled according to European Commission and U.S. Environmental Protection 
Agency eco-design studies. Geographic di∂erences in the power grid mix have been 
accounted for at a continental level.

• Recycling: Includes transportation from collection hubs to recycling centers and the 
energy used in mechanical separation and shredding of parts.

Energy e∑ciency terms: The energy values in this report are based on the ENERGY STAR 
Program Requirements for Computers Version 5.2 for desktop computers. For more 
information, visit www.energystar.gov.

• Off: Lowest power mode of the system when Mac mini is shut down. Also referred to 
as Standby.

• Idle: System is on and has completed loading OS X.  

• Sleep: Low power state that is entered automatically after 10 minutes of inactivity 
(default), or by selecting Sleep from the Apple menu. Wake-on-LAN is enabled (default).

• Power supply e∑ciency: Average of the power supply’s measured e∑ciency when tested 
at 100 percent, 50 percent, and 20 percent of the power supply’s rated output power.

Restricted substances: Apple de� nes a material as BFR-free and PVC-free if it contains 
less than 900 parts per million (ppm) of bromine and of chlorine.

1. PVC-free in all countries except China, Korea, and South Africa.

2. Mac mini achieved a Gold rating from EPEAT in the United States and Canada.

3. Material mass includes AC cord. Product mass will vary by configuration and region.

© 2011 Apple Inc. All rights reserved.
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MacBook

リサイクル

定義

• 

• 

• 

• 
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Appleは、効率が非常に高いデザインとリサイクル効率にすぐれた材料の使用により、製品寿命の終了時
に発生する材料廃棄物を最小限に減らしています。さらにAppleは、自社製品の販売地域の95パーセン
トで、さまざまな製品回収プログラムとリサイクルプログラムを実施しています。また、すべての使用済み
製品は、回収された国または地域で処理されています。これらのプログラムの利用方法については、
www.apple.com/jp/recyclingをご覧ください。

温室効果ガス排出量：予想排出量は、ISO 14040およびISO 14044で規定されたガイドラインおよび条
件をもとに計算しています。この計算には、二酸化炭素換算排出量（CO2e）の地球温暖化係数（GWP 
100年）に影響する以下のライフサイクル段階が含まれます。

製造：原料の採取、生産、輸送と、製品および製品パッケージの製造を含みます。

輸送：完成した製品と製品パッケージを製造工場から各大陸の流通センターに運ぶ航空および海上輸
送を含みます。流通センターからエンドユーザへの製品輸送は含みません。

使用：ユーザによる電力消費期間は4年間を想定しています。消費パターンは、欧州委員会と米国環境
保護庁のコンピュータ環境保護設計調査を基準にしたものです。電力網の地理的な違いは、大陸レベ
ルで調整しています。

リサイクル：回収センターからリサイクルセンターまでの輸送と、機械的分離および部品破砕を含み
ます。

エネルギー効率用語： この報告書のエネルギー値は、コンピュータディスプレイのENERGY STARプログ
ラム要件Version 5.2のデスクトップコンピュータに基づいています。詳しくはwww.energystar.gov
をご覧ください。

電源オフ：Mac miniをシャットダウンした状態で、電力消費が最も少ないモード。「スタンバイ」と
も呼びます。

アイドル：システムの電源を入れ、OS Xを完全にロードした状態。

スリープ：操作しない状態が10分間続いた時に自動的に切り替わる（デフォルト設定）低消費電力モー
ド。アップルメニューから「スリープ」を選択する方法もあります。Wake-on-LANは有効（デフォルト
設定）。

電源効率：電源定格出力の100パーセント、50パーセント、20パーセントで電源効率をテストした場合
の平均測定値。

使用制限物質：Appleは、臭素と塩素の含有量がそれぞれ900ppm（parts per million）未満の製品を
BFRおよびPVC不使用と定義しています。
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• 

• 

• 

• 

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)：IEEE 1680.1-2009で規定さ
れた環境特性をもとにコンピュータとディスプレイを評価するプログラム。詳しくはwww.epeat.netを
ご覧ください。

1. PVC（ポリ塩化ビニル）は中国、韓国、南アフリカ以外のすべての国で不使用。

2. Mac miniは、米国とカナダでEPEATのGold認定を受けました。

3. 材料の質量にはACコードも含まれます。製品の質量はシステム構成と地域により異なります。 


