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ご挨拶

代表取締役社長

　私共ニッコーは、明治41年金沢で生まれ今年創業100周年を迎えました。
　創業からの陶磁器、その技術から派生した電子セラミック、また浄化槽や風力
発電機等住宅設備の環境対応製品を通して環境へ全社を挙げ取り組んでおります。
　2008年3月にはISO14001の認証取得を行い、より一層の強化に取り組んでま
いりました。
　特に今回の製品開発のハイライトは、浄化槽では業界初のBOD 10mg/ℓを
標準とした製品「浄化王」を開発し発売、風力発電機においては住宅にも設置
可能な1kW「風流鯨Kids」を開発、近い将来太陽光並みの価格で、一般の方々
が環境問題に参加できる製品として提供可能なコストダウンを計画いたしてお
ります。
　その他さまざまな基礎研究を行い継続して環境対応型製品開発に取り組んで
おります。
　また製造面では、省エネルギーを念頭においた生産方法、部材の最適等積極
的に取り組んでおります。
　良き企業市民として環境面、社会面で認められるよう全社一丸となり更なる
努力をしてまいります。
　どうぞこれからも皆様方のご理解と、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い
申し上げます。

2008年12月
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◆ 会社名 ニッコー株式会社
 （英名 NIKKO COMPANY）

◆ 創業／設立  創業　明治41年（1908年）5月11日
 設立　昭和25年（1950年）8月18日

◆ 資本金 32億円

◆ 上場 平成元年10月
 名古屋証券取引所 市場第2部

◆ 本社所在地 石川県白山市相木町383番地

◆ 事業所
◇ 工場  本社工場、鶴来工場、埼玉工場
◇ ショールーム 本社、東京、大阪
◇ 営業所 東京、大阪、名古屋他 全23営業所

◆ グループ会社
◇ 国内
　 ニッコー販売㈱
　 ニッコーエムイー㈱
　 ニッコーケア㈱
　 ㈱山前製陶所

◇ 海外
　 NIKKO CERAMICS, INC.（U.S.A）
　 PATRA PORCELAIN CO., LTD.（タイ）
　 N&I ASIA PTE., LTD.（シンガポール）
　 NIKKO （ASIA） CO., LTD.（タイ）

◆ 従業員数 1,092名（連結）
    943名（個別）

会社概要 (平成2008年10月31日現在)

●連結売上高 ●連結経常利益 ●連結財政状態

H16/10 H17/10 H18/10 H19/10 H20/10 H16/10 H17/10 H18/10 H19/10 H20/10 H16/10 H17/10 H18/10 H19/10 H20/10

102

216

△97 △131 △1,031

22,344 22,918 22,660 22,359
21,267

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
200

100

0

△1000

△100

0 0

5,000 20

40

60

80

10,000

15,000

20,000

（百万円）
（百万円）

（百万円）

56.0 55.3 51.6
51.7

11,473 11,527 10,252 10,251

20,490 20,833 19,854 19,826

42.0

7,586

18,046

(%)

総資産 自己資本
自己資本比率

平成20年10月期
連結売上高
21,267百万円

電子セラミック事業部
3,633百万円(17.1%)

その他
24百万円(0.1%)

住設環境機器事業部
11,174百万円(52.5%)

陶磁器事業部
6,436百万円(30.3%)

住設環境機器事業部
（主な製造販売品目）
 合併処理浄化槽、システムバスルーム、
 インテリアタイル、小型風力発電システム

陶磁器事業部
（主な製造販売品目）
 家庭用およびホテル・レストラン用、
 硬質陶器、ボーンチャイナ等陶磁器食器

電子セラミック事業部
（主な製造販売品目）
 アルミナ基板、グレーズド基板、ハイブリッドIC、
 低温焼結多層基板、誘電体セラミックス

●事業概要

1－基本理念 

●環境方針

●環境推進組織

2－基本方針 3－重点テーマ

環境マネジメントシステム

「風」を生かす
「水」を生かす
「土」を生かす

自然の風を利用して、地球環境にやさしいエネルギーを提供します

家庭から排出される水は、私共の製品が浄化し、自然に返します

毎日の食生活をささえる食器は土から作られています

我々は「風と水と土」を基本とした製品開発を行い、より暮しを快適にしていただくよう心がけます。
又、物つくりの中で、エネルギーや資源の無駄を省き、廃棄物の削減を行い、環境にやさしい企業とし
てさらに努めてまいります。

当社はすべての活動において、環境理念を基本とし、
法規制や地域社会・お客様などとの合意事項を順守す
る。洋食器、住設環境機器、電子セラミック製品、小型
風力発電機などの開発、製造、販売を通して、環境によ
りやさしい企業を目指す。

1） 環境負荷を低減する新技術の開発と応用の推進を行い、環境
配慮製品の提供に努める。

2） エネルギーの無駄のない使い方を工夫する事業活動を行う。
3） 資源のリサイクル及び廃棄物の削減を図る。
4） 環境関連物質の削減に努める。

（各部門から選出） （部門責任者）

（敷地）

社長
経営層

（事業）

（支援）

環境管理
責任者

内部監査
責任者

内部
監査員 ISO推進室

ISO
委員会

本社工場

鶴来工場

埼玉工場

営業所

陶磁器事業部

電子セラミック事業部

住設環境機器事業部
住設部門

住設環境機器事業部
セラミック住装部

住設環境機器事業部
環境エネルギー機器部

資材部

本社
技術部

管理部門
統括

＜環境報告書発行時期、適用範囲の変更＞
上記に伴い、目的目標の評価時期は11月、環境報告書発行の時期は、翌年1月とします。また、従来は3工場のデータでした
が、営業所等の出先事業所での環境情報も含めることにしました。

＜年度区切りの変更＞
従来は行政年度（4月～翌年3月）での集計を行なっていましたが、より事業活動と密着させるため、事業年度（11月～翌年
10月）に変更しました。

＜ISO14001認証状況＞
2007年2月 キックオフ、12月 第1段階審査、2008年2月 第2段階審査を経て2008年3月に、3工場、23営業所、その他4
拠点を含む、ニッコー全社一括でISO14001を認証登録しました。

●環境マネジメントシステムの状況
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指針
　　西暦　　　　2002年　　  2003年　　　2004年　　  2005年　     2006年　　　2007年　　  2008年　　  2009年

月 04 04 04 04 04 04 11 11 11

環境報告書

発行と総括

期間の経緯

エネルギー使用に

よるCO2の排出

A重油 3,947 3,899 3,620 2,654 402 152
LPG 17,550 17,845 17,446 16,329 16,687 15,578
都市ｶﾞｽ 0 0 0 405 1,623 1,414
電力 13,738 14,031 14,307 13,798 13,479 13,204
ガソリン ― ― ― ― 808 614
合計 35,235 35,775 35,372 33,186 32,999 30,963

廃棄物の焼却・

埋立て

紙くず 89 48 30 32 32 47 
廃プラ 406 489 405 339 251 233 
廃油・廃溶剤 75 85 39 27 31 30 
廃酸 3 8 13 17 7 0 
陶磁器くず 1,101 752 847 660 1,044 1,484 
汚泥 330 306 317 296 319 447 
金属くず 30 31 0 0 0 11 
木くず 30 23 0 0 0 0 
合計 2,064 1,742 1,651 1,371 1,684 2,253 

環境関連物質の

削減

（排出量）

環境マネジメン

トシステム

（ISO14001認

証取得活動）

　　西暦　　　　2002年　　  2003年　　　2004年　　  2005年　     2006年　　　2007年　　  2008年　　  2009年

これまでの経緯と総括 (主要な指針に対する実績の推移） 2007年度までの総括

2006年度以降、営業所のデータ含む
（電力・ガソリン）

I
S
O
取
得
準
備
室　

設
置

キ
ッ
ク
オ
フ

認
証

第
2
段
階
審
査

第
1
段
階
審
査

2003年度
2005年度

2006年度
第83期

第84期

10月

[単位 ton]

[単位 ton]

[単位 ton]

02 12 02 03

：発行
：総括期間

A重油 7
LPG 14,309
都市ｶﾞｽ 1,236
電力 12,982
ガソリン 728 
合計 29,262

紙くず 35
廃プラ 180
廃油・廃溶剤 25
廃酸 0
陶磁器くず 1,859
汚泥 460
金属くず 1
木くず 0
合計 2,561

トルエン

データなし

87 123 118 129 90
スチレン 24 34 19 18 18
その他 24 19 18 22 20
合計 134 175 156 169 128

●環境報告書の発行
2004年度のデータを2005年に総括し発行すべきでしたが、発行出来ませんでし
た。また、従来は行政年度（4月～翌年3月末）で総括し、8月頃に発行しておりまし
たが、より事業に密着した活動とするため、当社の事業年度（11月～翌年10月末）
での総括とし、翌1月に発行することにしました。これに伴い2007年度までの自
己評価を実施致しました。

自己評価　△

●エネルギー使用によるCO2排出
2008年度末までに8%削減を目標にして来ました。
日常の省エネ活動は勿論
・重油ボイラーを都市ガスに変更する
・エンジンコンプレッサーを電気に変更する
など、さまざまな工夫を凝らして、改善に注力した結果、2007年度末
では2002年度に比べて12％削減することができました。（CO2換算）

自己評価　◎

●焼却・埋立て廃棄物の削減
当初は2008年度末で埋立て・焼却ゼロを目標としていました。
2005年度までは、陶磁器くずのリサイクル化を中心に、順調に削減で
きましたが、受入れ先の事情や行政の見解などにより既存のリサイク
ルルートで処理するのが困難になったため、2006年度以降、増加傾向
にあります。
2007年度末において7％の増加になり目標未達でした。
第83期以降の目的・目標のテーマに組み入れ新たなリサイクル用途・
ルートを開拓中です。

自己評価　×

●環境関連物質削減
PRTR指定物質の移動・排出量は2004年度に対して50％削減を目標
にしていました。
一部、トルエンの回収・リサイクルシステムを確立しましたが、2007
年度末において27％の削減に留まり目標未達でした。
第83期以降の目的・目標のテーマに組み入れより具体的な施策を検討
の上、新たに数値目標を決定いたします。

自己評価　×

●環境マネジメントシステム
当初は2006年度末までに3工場でISO14001を認証登録する計画でした。認証時期は１年遅れとなりましたが、３工場だ
けでなく営業所等の出先（全国23箇所）も含めて全社一括で登録しました。
認証機関
登録番号
登録日
登録事業所
適用範囲

BSIマネジメントシステムジャパン
EMS522411
2008/3/4
ニッコー株式会社　全事業所
陶磁器、電子部品、住宅設備機器の設計、製造、販売、
並びに住宅設備機器の据付工事、保守点検
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自己評価　○

▲トルエンの一部リサイクル開始
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環境負荷の全体状況を、事業活動のインプットとアウトプットとして捉え、より一層の環境負荷改善に繋がるよう努めています。
この際、環境方針に基づき重点４テーマに対し具体テーマと目標を設定し継続的に活動を展開しております。

第83期の活動と次期目標

●目標と実績

●マテリアルバランス
事業活動におけるマテリアルバランスの状況を示します。

第83期目標 第83期実績 自己評価

・環境配慮製品の開発 5件 5件 ○

・環境配慮製品の販売
（2007年度対象製品比率）

+0.5％ -4.0％ ×

第83期目標 第83期実績 自己評価

・エネルギーの使用によるCO2排出
（2006年度基準）

-3.7% -11.3％ ◎

・エネルギーの無駄のない使い方を工夫する

・環境負荷を低減する技術の開発と応用の推進と環境配慮製品の提供に努める

第83期目標 第83期実績 自己評価
・浄化槽1台当たりスチレン環境排出量
（2007年度基準）

-2% -1.4% △

・電子セラミック部品生産工程
　PRTR環境排出量

削減数値
目標設定 設定済み ○

・環境関連物質の削減に努める

第83期目標 第83期実績 自己評価

・廃棄物の発生  -1% +2.0% ×

・廃棄物のリサイクル比率
（2007年度基準）

41.5% 32.8% ×

・紙（事務系OA紙）の消費
（2007年度基準）

-2.5%  -4.5% ◎

・資源のリサイクル及び廃棄物の削減を図る

第84期目標
・環境配慮製品の開発 5件

・環境配慮製品の販売（対先期比） +6%

・環境負荷を低減する技術の開発と応用の推進と環境配慮製品の提供に努める

第84期目標
・エネルギーの使用によるCO2排出 -12.3%

・エネルギーの無駄のない使い方を工夫する

第84期目標
・廃棄物の発生 -2%

・廃棄物のリサイクル比率 45.5%

・紙（事務系OA紙）の消費 -7.2%

・資源のリサイクル及び廃棄物の削減を図る

第84期目標
・浄化槽1台当たりスチレン環境排出量 -15%
・電子セラミック部品洗浄用HCFC
環境排出量 -50%

・環境関連物質の削減に努める

使用エネルギーによる
CO2

生産活動 　    28,548t
営業活動 　         714t

廃棄物

リサイクル   1,248t
焼却・埋立   2,561t

環境関連物質
（PRTR対象物質）

トルエン 　　　　  90t
スチレン 　　　　  18t
その他 　　　　  20t

水
（営業所除く）

上水　　    7,000t
地下水　614,000t

紙
（OA紙）

OA紙　 377万枚
エネルギー

A重油　　             2ｋℓ
LPG 　        4,770t
都市ガス 　  594,000m3

電力  23,392千kwh
ガソリン 　       313ｋℓ
（原油換算計 13,203ｋℓ）

（2007年度データ）

環境関連物質
（PRTR対象物質）

大気排出　      110t
水域排出                   0.17t

（2007年度データ）

INPUT

OUTPUT

●第84期目標
事業活動のインプットとアウトプットならびに第83期の活動結果を踏まえ、第84期の目標を設定し更なる改善
に向け取組んでいきます。

3工場　23営業所

●環境配慮製品の積極的販売
ニッコーでは環境に配慮した”環境にやさしい製品”の販売を増やし地球環境の保全に貢献できるよう努力し
ています。そのため環境活動テーマに環境配慮製品の販売を取り上げ対象製品の販売に積極的に取り組んで
います。

風力発電機 １kw 風力発電機「NWG-1K」の販売を2008年秋より開始し、軽量・コンパ
クト及び低コストの特徴を積極的にアピールしお陰様で家庭用に、また個
人設置用にお問い合わせを多数頂いております。きめ細かく対応させて頂
き一般家庭普及に向け販売促進を図っていきます。

業界で初めて処理性能BOD 10mg/ℓ （生物化学的酸素要求量）を標準化
した家庭用コンパクト型浄化槽「浄化王」および「浄化王χ」を2008年秋よ
り販売開始いたしました。「浄化王」「浄化王χ」は、富栄養化の原因物質と
なる窒素酸化物を除去（浄化王：T-N 20mg/ℓ（全窒素量）、浄化王χ：T-N 
10mg/ℓ（全窒素量））すると共にSS 10mg/ℓ（浮遊物質量）を実現してお
り、水環境をより一層改善する製品として積極的に販売活動を展開していま
す。

高度処理浄化槽

ニッコータイルはほぼ100％グリーン購入法対象の製品です。リサイクル
原料の使用比率を上げる製品開発に取り組んでおり、お客様のご購入傾向
を日常の営業活動情報の中からフィードバックし需要に応じたより的確な
リサイクル原料比率アップを図り少しでも資源リサイクルに寄与できる営
業活動を推進していきます。

タイル
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■地球にやさしく、身近に感じる小型風力発電機

家庭用小型風力発電機 NWG-1K（愛称：風流鯨Kids）
　ニッコーはこれまで独立電源としての風力発電機、NWG-200(最大200W)、NWG-600(同600W)の2タイプを、また系統
連系用の電源としての風力発電機、NWG-4K(最大4kW)、NWG-10K(風流鯨、10kW)の2タイプ、計4タイプを製造・販売し
てきました。

NWG-1K は新技術が満載
① 微風でも回る専用発電機の開発
　「NWG-1K」は微風から回るというニッコー製風力発電機のコンセプトを継承し、風車の回転開始風速1.0～1.5m/s を
実現するために独自の技術を用いて、軽量・コンパクト及び低コストの発電機を専用開発しました。

② シンプルな可変ピッチ機構の採用 (特許出願済)
　今回の「NWG-1K」においては特殊なゴム「トーションラバー」を用いて、プロペラに遠心力が働くことで羽根の角度
を変える「可変ピッチ機構」を開発し、風速20m/s 以上でも一定の発電量を得ることが可能になりました。
　また安全性においても、日本の小型風力のプロペラ型1kW クラスにおいて、初めて経済産業省の技術基準「平成17 
年度発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」をクリアしました。

③ 広い用途に対応できる電源のバリエーション
　電力会社との連系及び余剰電力の売電も可能な「系統連系タイプ」を一般家庭向けに準備しております。
　また電気の通っていない地域や非常用電源として「独立電源タイプ」も用意しておりますので、用途に応じてお選びいただけます。

2008年秋に竣工した本社工場福利厚生棟の屋上には「NWG-
1K 風流鯨Kids」が6 基設置され、発電した電気は食堂その
他施設内の照明等に使われています。
夜間ライトアップされますので、昼夜を問わずニッコーの新
しい環境シンボルとして、ご来場の方々のみならず周辺地域
にもアピールしていきます。

私たちニッコーグループは、「暮らしをより快適にする企業」そして「環境にやさしい企業」になることを基本理念としています。
メーカとしてこれまで培ってきた技術力を駆使し、環境配慮製品の提供を通じて地球環境に貢献します。

NWG-200
白山市立白嶺小中学校

▲ フィールド試験実施(北海道苫前町) ▲トラック走行試験 ▲ フィールド試験発電量資料
(13 日間測定 平均風速 3.9[m/s]
13 日間の累計発電量 24.5[kWh])

NWG-1K

NWG-4K
川崎市扇島東公園

NWG-10K（風流鯨）
兵庫県あらい浜風公園

　これまでは自治体や法人のお客様より、各地の学校や公園、施設等に設置してきましたが、近年は環境問題に関心を持つ
方が非常に多く、風力発電機設置の問い合わせの中には家庭用に、また個人として設置したいとのご意見が多く出てきてい
ます。
　ニッコーはこれまでの風力発電機に関する独自の開発技術を生かし、一般家庭にも設置できる風力発電の開発を2005 年
10 月よりスタートしました。約3 年の開発期間を経て、[NWG-1K]を太陽光発電並みのコストパフォーマンスに仕上げ、
2008年秋より家庭用風力発電機として販売を開始しております。

プロペラ直径 2.0m
定格風速 12m/s
定格出力 1.0kW
最大出力 1.5kW
回転開始風速 1.0～1.5m/s
カットイン風速 2.5m/s

独立電源、系統連系タイプ選択可能

◆「NWG-1K 風流鯨Kids」 主要スペック

フィールドで評価を続けています
　風力発電機の製品化、量産化にあたり、風洞実験・フィールド試験を実施し、その性能データを取得するとともに、厳
しい自然状況下でも試験を実施しており、高い安全性が証明されています。
　各地でのフィールド試験を初め、トラックに風車を載せたトラック走行試験を実施し、風速20m/s 以上の風速におい
て「可変ピッチ機構」が働いていることが確認でき、安全性も証明されています。

風力発電を身近なものに
　昨今の環境問題、京都議定書のCO2削減等が叫ばれるなか、団体、企業単位だけでなく、家庭・個人単位でCO2削減、
エネルギーについて考えていかなければならない時代になりました。
　ニッコーは今回市場投入する「NWG-1K」をはじめ、大型ではない分散型の小型風力発電機という自然エネルギーの有
効活用を通じて、少しでも環境問題、CO2削減に関心を持っていただき、実用的な電力が安全に得られるような風車を個
人でも手が届く価格で提供できるよう、企業努力を続けていきます。

5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/11 5/12 5/135/10
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ニッコーは環境に配慮した製品の開発・製造に努めています。
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■一貫生産による省資源
省エネルギー型工場の実現

MADE IN KANAZAWA （JAPAN）
白山市の陶磁器工場では原料の調合から加工出荷までを一貫
して行うことにより省資源、省エネルギー型生産ラインを実
現しています。
また輸入品に比べ最終製品の運搬コストの軽減等省エネル
ギーに貢献しています。

良質な食育のための子供食器
リサ&ガスパール子供食器（強化磁器）

赤ちゃんから幼児のための食事用アイテム。軽くて割れにくい強
化磁器は、赤ちゃんや幼児にとっても使いやすく電子レンジ、食
器洗い機もOKです。ニッコーは離乳という大切な時期の食事の
自立についても考えてきました。子供の小さな手でも握りやすく、
高台も滑りにくい設計になっています。
子供が初めて使うにふさわしい器、そして家庭での語らいを楽し
くしてくれる器を研究開発しています。

原
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▲ 食器製造の本社マザー工場

陶磁器の製造工程

ユニバーサルデザイン
…握りやすいハンドル、持ち上げやすいフタ

ポット（Move）

ユニバーサルデザインシリーズのポットです。カップ類にも使われる
握りやすいハンドルはもちろん、フタのツマミにも持ちやすくする工夫
があります。大きく弧を描いた三日月形のつまみは、しっかりと握り込
むことができます。

省資源の詰め替え用ボトル
ディスペンサー（Elite Modern）

これまでニッコーは使い捨て詰め替え用容器を陶器製にするというエ
コロジカルな提案をしてきました。今まで一般向けではなかったそれ
らの商品に上質な質感（素材感）を与えることによって現代人の生活に
フィットするインテリア用品となりました。ニッコーはこれからも環境
に配慮し、デザイン性の高い商品を提供します。
※Elite Modernは「現代的な一流の生活」をテーマにしたパターンコレクションです。

合理的都市生活のための省スペース食器
山笑うシリーズ（還元磁器）

キッチンからそのままテーブルへ
スタイリングコレクション（Food Styling）

FOOD STYLINGは、キッチン用品にもこだわる人のための器で
す。衝撃に対して強く欠けにくいほか、冷蔵庫から出してすぐに
オーブントースターで加熱することができます。また積み重ねる
ことによってコンパクトに収納する事ができ、省スペース化を実
現しています。機能性はもちろん、キッチンで料理を作り、そのま
まテーブルに出せる高いデザイン性にもこだわったニッコーのス
タイリングコレクションです。

■高度処理浄化槽「浄化王」「浄化王χ」の開発・製造から普及促進へ

ニッコーでは各家庭から排出される生活排水を身近な水環境
における水質汚濁の主原因とであると捉え、水質改善と水質
汚濁防止を目的として普及型の家庭用浄化槽の高度処理化に
取り組んできました。
ここに、家庭用コンパクト浄化槽において、従来、ＢＯＤ処
理性能２０ｍｇ/ℓからさらに進んだＢＯＤ処理性能１０ｍ
ｇ/ℓを標準的にクリアし、また富栄養化の原因のひとつであ
る窒素化合物を除去する製品「浄化王」および「浄化王χ」を開
発し、水質改善の切り札として、高度処理浄化槽の一般家庭
への普及促進を進めています。

＜従来品との放流水質性能比較＞

流入

流出個液分離貯留槽
嫌気ろ床槽

生物ろ過槽
消毒槽

処理水槽
担体流動槽

移送ポンプ

処理水
エアリフトポンプ

浄化槽型式 BOD T-N（全窒素） SS（浮遊懸濁物質）

浄化王 10ｍｇ/ℓ以下 20ｍｇ/ℓ以下 10ｍｇ/ℓ以下（除去率：95％以上） （除去率：60％以上）

浄化王χ 10ｍｇ/ℓ以下 10ｍｇ/ℓ以下 10ｍｇ/ℓ以下（除去率：95％以上） （除去率：80％以上）

NSRⅡ（従来品） 20ｍｇ/ℓ以下 － －（除去率：90％以上）

高度処理浄化槽「浄化王」「浄化王χ」
① 従来のBOD処理水質20ｍｇ/ℓ以下よりもさらにコンパクト化しながら、BOD処理水質10ｍｇ/ℓ以下としています。
5人槽において、処理性能が同じである場合、BOD処理水質20ｍｇ/ℓを10ｍｇ/ℓ以下にするためにはきれいな浴槽排
水約4杯分の水で薄めなければなりません。

② 「浄化王」は高度処理化の実現により排水中より窒素を除去し、閉鎖性水域における生活排水による富栄養化防止対策に
効果的です。また、「浄化王χ」は窒素除去性能に特に優れた浄化槽であり、処理性能はT-N（全窒素）10ｍｇ/ℓ以下を達成
しています。排水中の有機体の窒素は微生物や細菌により分解され、最終的に窒素ガスとして大気中に放出されます。

③ 本体形状の構造解析により最適設計をおこない、本体および部品の軽量化を実現しています。また、内部部材、ろ材、担
体などには再生プラスチックを使用し、原材料においても地球にやさしい浄化槽です。

④ 流入管と放流管との落差を40ｍｍとし、放流先への勾配が取れないことによるポンプ槽の設置を行なわなくても良いケー
スが増えます。また、総重量2t以下の車両の駐車場に設置する場合に支柱レスで施工できます。工事費の削減、工事時間
の短縮、省スペース化を図れるなど施工性を向上させています。

ニッコーは「浄化王」「浄化王χ」を次世代主力商品と位置づけ、普及促進を図り、これまで以上に身近な水環境の改善に貢献
していきたいと考えています。

５人槽
処理水量：1ｍ3/日
Ｂ Ｏ Ｄ ：20ｍｇ/ℓ以下

排水量：2ｍ3/日
ＢＯＤ：10ｍｇ/ℓ以下+ × 約4杯250ℓ

※ 浴槽水のBODは0ｍｇ/ℓとして計算。

有機体窒素　　　　　NH3　　　　　　 NO2　　　　 　 NO3　　　　　     N2（大気中にガスとして放出）
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■RoHS指令 有害物質規制対応 蛍光X線分
析

RoHS（ローズ）指令に代表される有害物質規制に対しサプ
ライチェーンでの入口、出口での適正管理が重要となって
きています。
ニッコーでも電子セラミック事業部の実装製品について半
田インゴットならびに出荷実装製品を蛍光Ｘ線分析装置に
より分析し鉛が誤って混入されていないか定常的に検査を
実施しています。
蛍光Ｘ線分析装置は最小測定エリアφ0.1mmの仕様で
あり、RoHS対応のため鉛不純物がそれぞれ200ppm、
600ppm、1000ppm含まれた検量用標準サンプルを導入
することにより分析精度の向上を図っています。

■タイルリサイクル材料使用比率の改善

床タイル、内装タイル事業では環境負荷の少ない商品づく
りを推し進めてきています。現在販売しているほぼ全ての
タイル（1シリーズ除く）はグリーン購入法適合商品となっ
ていますが、更なる環境負荷の低減のため、タイル原料と
して極力天然原料を使わず、リサイクル材料（再生資源材
料）の使用比率の向上を目指した研究に取り組んでいます。
リサイクル材料は品質の安定から見れば一般的には天然タ
イル原料より劣ります。それでもより一層資源の有効利用
を果たすために各種リサイクル原料の現地調査や特性評
価、それから天然原料からリサイクル材料への置換試験、
そして中量試験と一連の試験をを重ねて徐々に生産品の原
料におけるリサイク材料を増やしてきております。その結
果、今期はリサイクル率を前期比６％増しにすることがで
きました。
この取り組みは来期も継続的に進めてまいります。

【RoHS指令】
EU（欧州連合）における電気・電子機器を対象とした特定
有害物質使用を制限する指令で、2003年2月に公布され、
2006年7月に施行されました。
電気・電子機器に含まれる鉛、水銀、カドミウム、六価クロ
ム、PBB（ポリ臭化ビフェ二ール）、PBDE （ポリ臭化ジフェ
ニルエーテル）の6種類の物質の使用が制限され対象製品は
全ての構成部材で当該物質の含有率を指定基準値以下にす
る必要があります。

大都市圏の車の排気ガスによる大気汚染は依然として深刻です。ニッコーでも車の排気ガス、工場排出ガス（VOC)等の対策
をとるための新しいコンセプトの大気浄化用触媒担体の研究開発に着手しております。

ガス浄化用の反応触媒はそのままでは使えません。何かに付けて使用されます。その触媒をつけることを担持といい、担持す
るものを担体といいます。担体は、金属、セラミック、繊維等いろいろありますが、触媒反応を高温下で効率よく行うためには
セラミックが用いられます。

ニッコーでは、永く培ってきたファインセラミックス技術をベースに、熱衝撃性に優れる材料と構造を開発しました。担体そ
のものの中を通気させることで従来にない高い反応性を持ち、コンセプトは充填タイプでガス透過のよい担体です。担体内を
連通孔でつなぎしかも通気性を高めた構造です。

現在は、PM（粒子状物質）をはじめとする固形物の除去と分解を目的とした用途に製品化を進めています。今後は、工場環境
浄化などの工業用向けにガス浄化可能な担体を開発していきます。

・Pbフリー半田使用

・商品名「コステラ」

・開発した触媒担体

・内部構造の電子顕微鏡写真

・商品名「沙和」

・商品名「トコ」

［タイル製品紹介］

・有鉛半田使用

Pb検出無し

Pbピーク検出

性能－従来の多孔質担体に比べ同じ充填状態で
約３０％圧力損失を下げることが出来ます。

■環境浄化用触媒担体の開発
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▲ 組上げ台車と締焼き窯

■基板焼成時の棚板の薄型化によるエネルギー
効率の改善

アルミナ基板は薄い板状のセラミックスですが、これ
を生産する時は、焼成前の製品を数枚重ねて棚組みし、
1600℃近くの高温で焼成します。製品の品質上、余り多
くは重ねられず、棚組みに用いる棚板や支柱に比べてわず
かな量の製品しか焼成出来ないため、エネルギーの使用効
率が悪い状況でした。
従来、厚さ10ｍｍの棚板を使用し、9段で棚組みしていま
した（上写真 左）が、棚板の厚さを5ｍｍとし、棚組み段
数を増やすことにより（上写真 右）、台車あたりの棚組み
製品量を増加させました。その結果、エネルギー使用効率
が大幅に改善されました。

■地下水利用ヒートポンプ空調機の更新

薄型セッター使用時の台車段組み
・従来型使用時　9 ～10段積み
・薄型使用時　　15段積み

1台車あたりの
焼成量 60%改善

■陶磁器締焼き窯の製品充填率向上による
燃料LPGの削減

陶磁器製造工程では焼成窯への製品充填率の向上を図り、
焼成窯を集約化することにより燃料ＬＰＧを削減する取組
みを行っています。
本社工場には同じ焼成温度条件の締焼き（素焼き）窯が３
基（大型１基、中型２基）あることから、窯の焼成製品充填
率を上げ、２基へ集約させることにより、１基（中型）を停
止し燃料削減を実現しています。
陶磁器の焼成はまず定形サイズの棚板の上に成形された生
地製品を平置きあるいは「匣鉢（サヤ）」による積重ね置きで
並べ、それを１セットとして複数のセットを台車に組上げ
ます。組み上がった台車は一定時間間隔で順次トンネル状
の窯に投入されていき所定の時間を経て順次窯から送り出
され焼成を終了するというサイクルで２４時間連続で行わ
れます。
陶磁器事業では多品種変量・短納期生産を従来より推進し
ており、製品充填率アップは台車に生地製品を組み上げる
工程で、少量多品種の製品でしかも形も大きさも組み合わ
せも異なるものを如何に密度を上げて組み上げるかの段取
りが となります。
担当部署の地道な知恵と工夫の積み重ねにより締焼き窯２
基で従来の生産量を確保できるところにまで漕ぎつけるこ
とができました。

製品充填率向上による燃料LPG削減
・年間当たりLPG削減量　　　90t
・年間当たりCO2削減量　 　270t

ニッコーでは、原料、製造工程、製品のすべてにおいて、環境にやさしい企業活動をめざしています。
限りある資源を有効に活用しリサイクルを進めるとともに、輸送時の環境負荷低減にも配慮しています。

［製品充填率向上の積み重ね事例］
・窯投入前の台車上棚板空きスペースへの製品追加作業

・空きスペースへの製品追加前後の比較

・匣鉢（サヤ）多段重ね 台車空きスペースへの製品追加

棚板5段構成
製品追加前

棚板5段構成
製品追加後

匣鉢（サヤ）
内製品

改善前

連続焼成炉の台車（改善後）

改善後

ニッコーはエネルギーと資源の有効活用に努めています。

本社事務棟では長年地下水を利用したヒートポンプ空調機
2台を使用してきていましたが、経年劣化したため省エネ
型の空冷ヒートポンプ空調機に変更いたしました。
この空調機更新により地下水の使用量ゼロならびに省エネ
効果によるCO2の削減になりました。

○省エネ／CO2削減効果
旧型の水冷式ポンプ2台分の電力と新規のインバータ制御
による省エネ電力合わせて約35％の削減となりました。

○地下水削減効果
熱交換用地下水が不要となりました。

・電力削減　 35％
・CO2削減　35％

・地下水削減　100％

20,000　kwh/年
11,100　  kg/年

17,000　㎥/年

＜新規空冷式ヒートポンプ空調機＞

地下水
P

P

排水

受水槽

エアコン

＜地下水利用ヒートポンプ フロー＞
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活動事例Ⅱ- 4 活動事例Ⅱ- 5

■物流コスト削減に伴い大ロット輸送、クリーン物流化

住設環境機器事業部では今期埼玉工場と全国営業所主要倉庫間の幹線輸送の効率化を図るため、物流コスト削減プロジェクト
「PDCD 10」にて、大ロット輸送によるクリーン物流化に取り組みました。
従来浄化槽の幹線輸送は4ｔ・10ｔの小型・中型車中心でしたが、これを大型トレーラーを使い一回当たりの浄化槽輸送数量を
上げる大ロット輸送を導入することにより使用燃料を減らしCO2排出削減のクリーン物流化を実現することができました。

■営業所の活動

ニッコーは全国23箇所に営業所を持ち、営業を中心とした活動を行なっています。
工場に比べれば営業所自体の環境負荷は比較的小さなものですが、営業所単位でも様々な環境活動を行なっていますので、
その一例をご紹介します。

前橋営業所の取り組みについて　　　　　前橋営業所長　三宅 俊行

【前橋営業所での環境活動に関するポリシー】
環境問題に直結する商品（浄化槽）を販売している営業所として、所員は自覚を持ち、積極的に活動
しております。これは単にコスト削減といったメリットだけを求めるのではなく、対外的な評価も
高まり、顧客への有効なアピールにつながることを期待して活動しております。但し、そのこと自
体が、業務に支障をきたしたり、不快な思いをするのでは意味がないので、所員で話合いをし、全
員の意思を統一したうえで実行するようにしております。

【具体的な活動内容】
1.不要な照明器具は取り外す。自然光を出来るだけ採り入れ、照明の点灯時間を調節する。
2.夏場は出入口を開放し、外気を取り入れ、極力エアコンは使用しない。・・・気候によっては、逆に
快適に仕事ができることもある。

3.裏紙は使用用途を確認し、必要に応じて使う。無駄な裏紙を増やさないように、プリントミスを減らす。
・・・印刷プレビューの確認を徹底する。
4.マイカップ、マイ箸などの利用により、資源の消費削減を意識する。・・・営業所合同のバーベキュー
大会でも、全員持参して参加するように呼びかけました。

5.地域のリサイクル活動に協力する。・・・新聞紙、段ボール、ペットボトルなどの回収。

［事例紹介］　名古屋営業所管内と福岡営業所管内の事例を紹介します。

「PDCD 10」 プロジェクトとスローガン

・ＰＪチーム名 PDCD 10　「Physical Distribution (物流)/Cost(コスト)/Down(ダウン）10(10％）」
・ＰＪスローガン ① 未来へ運ぶ、物流改革

② 物流費、メタボリック解消（よりスリムな物流システムを目指して！）
・ＰＪ活動期間 2008.1月～2008.10月
・ＰＪメンバー 12名（リーダー1、サブリーダー1、事務局1、社内メンバー6、社外メンバー3）

大ロット輸送化におけるCO2排出削減

取組み前

取組み前 取組み後

取組み後名古屋営業所倉庫へ輸送（10月運行）

福岡営業所倉庫へ輸送（10月運行）

従来車両（4ｔ）では
稲沢倉庫へ　　　 2,501ℓ
鈴鹿倉庫へ　　　   984ℓ
総使用エネルギー 3,485ℓ 大ロット輸送化による

CO2排出削減量
5,145kg - CO2/月

大ロット輸送化による
CO2排出削減量
1,428kg - CO2/月

大型トレーラー使用燃料
稲沢倉庫へ　　　1,092ℓ
鈴鹿倉庫へ　　　  429ℓ
総使用エネルギー 1,521ℓ

従来車両（10ｔ）では
総使用エネルギー 3,270ℓ

大型トレーラー使用燃料
総使用エネルギー 2,725ℓ

従来車両（4ｔ）では
稲沢倉庫へ6,554㎏ - CO2
鈴鹿倉庫へ2,578㎏ - CO2
総排出量 9,132㎏ - CO2

大型トレーラー排出量
稲沢倉庫へ2,862㎏ - CO2
鈴鹿倉庫へ1,125㎏ - CO2
総排出量 3,987㎏ - CO2

従来車両（10ｔ）では
総排出量8,568㎏   - CO2

大型トレーラー排出量
総排出量7,140㎏   - CO2

＜両管内 年間効果試算＞

［今後の展開］

▲ 4t、10t 小型・中型車使用 ▲ 大型トレーラー使用（２段積み）

名古屋 福岡
輸送エネルギー削減 1,964ℓ/月×12ヶ月＝24ｋℓ/年 545ℓ/月×12ヶ月＝7ｋℓ/年
輸送CO2排出削減 5,145kg/月×12ヶ月＝62ｔ/年 1,428kg/月×12ヶ月＝17ｔ/年

幹線輸送は全国12幹線あり、今期はそのうち名古屋営業所拠点と福岡営業所拠点について大ロット輸送、クリーン
物流化を図ることができました。
来期以降残り10幹線へ順次展開を図っていきます。

【活動による効果と今後の取り組み】
無駄な消費が削減できたことはもちろんですが、こ
の活動を通じて、所員同士のコミュニケーションが
深まり、環境に関する会話が増えました。また、快適
な職場環境づくりにも役立っているように感じます。
現在、環境問題は特に重要視されております。その
なかで営業所としては、当社の商品をどう市場にア
ピールし、また提供していくかを考慮しながら、活動
を続けていきたいと思います。

◀ 積極的な屋外採光による節電
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活動事例Ⅲ- 2活動事例Ⅲ- 1

▲ 設計・製造一体化工場

▲ 工場の方の説明を聞く

◀ 食堂の”外の見える”カウンター

◀ ゆったりとした
ロビー

■社内活動

環境見学会の実施
社員一人一人が環境問題に高い関心を持ち活動への参加意
識の向上を図るため環境教育・啓発活動を行っています。
その一環で毎年社外の企業・自治体等の環境見学会を実施
しています。
今回は各部門のキーマンを対象として石川県内有数のITシ
ステムメーカーの環境見学会を実施しました。
（2008年5月9日 実施 13名参加）
環境活動のあゆみとEMS体制の説明、設計・製造現場のIT
先進活用とモチベーションアップ、食堂・ロビーへの配慮等
の取組みは次期活動に入るに当たり大変参考になりました。

かけがえのない地球環境を守って行くのは、私たち一人ひとりの努力です。ニッコーは社会の一員として地域に根ざした企業と
して、まず社内の環境活動の徹底を図り、環境保全の輪を大きく広げていきます。
また地域とのコミュニケーションを大切にし、地域にさまざまの形で貢献したいと考えています。

安全教育の実施
工場では引火性危険物の取扱い作業やLPGプラント設備が
あります。又、荷役運搬車両（フォ－クリフト）も工場内を走
行しています。安全に対する意識や管理が向上するように定
期的に安全教育を実施しています。

ＶＤＴ健診の実施

VDT（Visual Display Terminals）：パソコン、CAD・監視カ

メラ等の視力を使う業務

ＶＤＴ健康診断は近年のパソコン、CAD業務に携わる従業
員の健康問題として眼底疲労、視力低下、腰痛等があるので
厚生労働省がガイドラインをもうけ従業員の健康管理をす
るものです。
1日4時間以上携わっている従業員１２０名が受診しました。
結果は全員異常は認められませんでした。受診の中で医師より
的確なアドバイス（作業・姿勢・時間・照度等）を頂きました。

■地域の一員としての活動

周辺環境の美化清掃活動
社内の環境活動はもちろん重要ですが、地域社会の環境保全に貢献することは、地域に根ざした企業としての責務といえる
でしょう。ニッコ－では工場周辺の美化清掃を毎年2回実施しています。

消火訓練および大会参加
本社工場では自衛消防隊主体で、消火栓・動力消防ポンプ及び消火器の取扱いや操作方法などの訓練を定期的に実施して
います。また、鶴来工場、埼玉工場では地域消防本部主催の消火訓練大会に参加し、好成績を修めました。

＜大会参加結果＞
鶴来工場：平成２０年度 白山広域消防本部主催 消火訓練指導会 「敢闘賞」（出場１３チーム）
埼玉工場：平成２０年度 行田市消防署主催 屋内消火栓操作大会 「第３位」（出場２２チーム）

本社工場および周辺清掃

本社工場
社内訓練

鶴来工場および周辺清掃

鶴来工場
地域大会参加

埼玉工場および周辺清掃

埼玉工場
地域大会参加

ニッコーは社内の環境活動の徹底と地域への貢献に努めています。
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活動事例Ⅲ- 4活動事例Ⅲ- 3

パーゴラの藤棚と花壇の緑化

食堂前のパーゴラには藤棚を設け、
夏には緑影をかもし出し冬には木漏
れ日が食堂に入り、花壇の草花と合
わせてひとときのやすらぎを感じら
れるよう配慮しています。

鶴来工場 食堂のリニューアル

鶴来工場ではタイルおよび食器、電
子セラミックの社員が働いていま
す。ここでも本社工場同様、快適と
やすらぎを感じられるよう食堂のリ
ニューアルを行いました。

自社新型１kW風力発電機「ＮＷＧ-1Ｋ 風流鯨Kids」によるクリーンエネルギーの利用
・小型風力発電機メーカとして本年商品化した1kW風力発電機を６基屋上に設置しクリーンエネルギーによる電力利
用を図っています。

・用途
食堂その他施設照明用
夜間ライトアップ用

・リアルタイムモニタリング
６基の稼働状況は液晶TVに表示するとともに来訪者の方にクリー
ンエネルギー普及に向けアピールを続けています。

■福利厚生棟の新設

創業100周年の記念事業として本社工場に福利厚生棟を建設しました。
これは従業員の食堂とお客様向けのショールームをそれぞれ1Fと2Fに統合した２階建て建屋で、社員の福利厚生の向上
とニッコーブランド商品のコンセプトをお客様に感じとって頂けることを目的に新設いたしました。
建設に当たり、環境に優しい企業として「省エネ」と「快適とやすらぎ」に配慮したデザインとしています。

［省エネへの配慮］
建物全体の省エネ設計
・建物の外壁は断熱性能の良いGRC壁（ガラス繊維補強セメント板）およびALC壁（軽量気泡コンクリート板）とし、内
側に30ミリの断熱吹付けを実施しています。

［快適とやすらぎ］
1Fフロア
食文化の一翼を担う企業として従業員や来訪される方に快適とやすらぎを感じてもらえるよう配慮しています。
食堂は快適で楽しくゆったりとした空間で、安らぎを感じさせる雰囲気に心がけてデザインしています。
1Fには食堂を中心に休憩室(和室）、健康相談室、売店を配置し利用しやすい環境作りに配慮しています。

タイル

GRCALC

＜東・西・北面＞ ＜南面＞

断熱吹付け断熱吹付け
石膏ボード石膏ボード

空気層空気層

室内室内
床床

天井天井 外壁外壁

外気外気
壁紙壁紙

・窓はペアガラス、ブラインドを組み合わせ、日射による熱負荷（夏の冷房負荷冬の暖房負荷）の低減を図っています。
・パーゴラ（日陰棚）を食堂前に設置し夏の直射日光を遮る配慮をしています。
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［資料］

ニッコーの沿革と環境活動のあゆみ

●お問い合わせ先
ニッコー株式会社 ISO推進室
TEL 076-276-2121 （代） 
FAX 076-276-3309

ニッコー ニッコー環境活動 環境関連法

1908年 ・金沢市に日本硬質陶器(株)設立

1961年 ・松任市に本社工場を移転し洋食器の
生産拡大をはかる

・焼成窯の燃料を石炭から軽油に
変更し大気汚染防止に努める

1966年 ・埼玉県行田市にFRP専門工場を建設する
（埼玉工場） ・大気汚染防止法制定

1970年 ・高強度磁器の開発製品化に取り組む ・本社工場に排水処理装置設置 ・水質汚濁防止法制定
・廃棄物処理法制定

1977年 ・石川県鶴来町にタイル専門工場を建設
する（鶴来工場） ・鶴来工場に排水処理装置設置 ・省エネルギー法制定

1980年 ・本社工場にて電子セラミック事業開始

1983年 ・社名をニッコー(株)に変更する

1988年 ・電子セラミック新工場を建設

1992年 ・鶴来タイル新工場を建設 ・廃棄物処理法改正

1997年 ・タイル　日本のグリーンマークである
エコマークを取得する ・省エネルギー法改正

1999年
・タイル　石川県リサイクル認定製品販売
・小型風力発電機事業開始
・ディスポーザー排水処理システム開発

・自社の焼却炉を廃止し紙の分別
リサイクル開始する

・PRTR法制定
・地球温暖化対策推進法制定

2000年
・水処理　コンパクト型合併浄化槽開発
・アルミナ基板の製造において
ISO9001認証登録

・循環型社会形成推進
 基本法の成立

2001年
・排水処理システム製品の設計
開発・製造および保守点検において
ISO9001認証登録

・環境保全委員会設立

2003年 ・太陽光発電の販売開始 ・ニッコー環境白書（社内報告） ・土壌汚染対策法制定

2004年 ・2004年環境報告書発行 ・大気汚染防止法改正
 （ＶＯＣ規制）

2005年
・省エネルギー型食器迅速焼成窯導入
・埼玉工場　新ボイラー導入
（燃料　都市ガス）

・廃棄物処理法改正

2006年 ・省エネルギー型インバータ
　コンプレッサーの導入

・2006年環境報告書発行
・ISO14001取得準備室設置 ・改正省エネルギー法制定

2007年 ・2007年環境報告書発行

2008年 ・創業100周年
 本社　新厚生棟竣工

・全社においてISO14001認証登録
  3工場、23営業所、4拠点の全社一括

主要事業所の環境負荷状況

ニッコー㈱　本社工場

所在地
石川県白山市相木町383番地
生産品目
陶磁器、アルミナ基板、
電子セラミック部品、風力発電機

■エネルギー使用量
消費電力　：17,876,000 kWh／年
燃料使用量：8,713㎘／年
（原油換算）
用水の使用量：543,000㎥／年
（推定）

■廃棄物の埋立、焼却量
1,007 t／年

■規格外品等のリサイクル量
853 t／年

■年平均リサイクル率
45.9%

■温室効果ガス排出量（CO2換算）
19,447 t／年

■水質（水質汚濁防止法）
項目 基準値 平均値
PH 5.8～8.6 6.9～7.6
SS 120 1.0～12
Pb 0.1 0.012～0.073

ニッコー㈱　鶴来工場

所在地　
石川県白山市小柳町ロ100番地
生産品目
タイル、陶磁器、アルミナ基板

■エネルギー使用量
消費電力　：2,955,000kWh／年
燃料使用量：2,879㎘／年
（原油換算）
用水の使用量：54,000㎥／年
（推定）

■廃棄物の埋立、焼却量
1,406 t／年

■規格外品等のリサイクル量
85 t／年

■年平均リサイクル率
5.7%

■温室効果ガス排出量（CO2換算）
6.527 t／年

■水質（水質汚濁防止法）
項目 基準値 平均値
PH 5.8～8.6 6.8～7.9
SS 110 3.4～12
Pb 0.1 ND～0.013

■大気（大気汚染防止法）
項目 基準値 実測値
ばいじん 0.25 0.013
NOx 180 68

ニッコー㈱　埼玉工場

所在地  
埼玉県行田市藤原町1-21-1
生産品目
小型合併処理浄化槽、
システムバスルーム

■エネルギー使用量
消費電力 ：2,191,000kWh／年
燃料使用量：1,317㎘／年
（原油換算）
用水の使用量：24,000㎥／年

■廃棄物の埋立、焼却量
148 t／年

■規格外品等のリサイクル量
310 t／年

■年平均リサイクル率
67.7%

■温室効果ガス排出量（CO2換算）
2,574 t／年

■大気（大気汚染防止法）
項目 基準値 実測値
ばいじん 0.3 0.002未満
SOx 3.61 0.001未満
NOx 180 30

 規格外品等のリサイクル量
※リサイクル率：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×100
 廃棄物の埋立、焼却量+規格外品等のリサイクル量

※PH：水素イオン濃度 ※ばいじん：g/㎥N ※温室効果ガス排出係数
※SS：水中の懸濁物質濃度（㎎/ℓ） ※SOx：㎥N/h 　電力　：0.555t CO2 /千kWh
※Pb：鉛（㎎/ℓ） ※NOx：ppm 　LPG： 3.00 t CO2 / t
  　都市ガス ： 2.08 t CO2 / 千㎥N
  　A重油 ： 2.71 t CO2 / kℓ
  　ガソリン ： 2.322 t CO2 / ｋℓ

［資料］
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