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ご挨拶

代表取締役社長

2011年7月

　本年3月11日に突然我が国を襲った想像を絶する災害、「東日本大震災」により、お亡くな

りになられた方々の御冥福をお祈り申し上げますと共に、被災された皆様に、心よりお見舞い

を申し上げます。この未曽有の大震災に関連して発生した事故により、原子力発電所の安全

神話が崩れ、各企業、各家庭に至るまで節電対策を行い、我々の置かれている環境が一変し

ました。

　電力不足による節電については当然取り組むべく様 な々施策を講じておりますが、我 と々し

て、今こそ自然エネルギーが皆様の生活を支える時であると認識し、小型風力発電機の普及

に取り組んでおります。

　1KWの小型風力発電機（風流鯨kids）はこの秋より皆様の御家庭に設置頂ける商品とし

て、騒音等の諸問題を解決し更にはコストダウンも行い本格的販売を開始する準備が整いま

した。

　併せて３KWのシステムも、一刻も早く皆様のお手元に届けるべく、開発を急いでおります。

私共企業の責務として自社内のCO2削減活動をより一層進めるのは勿論、小型風力発電シス

テムを皆様の御家庭でお使い頂く事により、社会に貢献して参りたく思っております。

　今後共、「風」を生かす、「水」を生かす、「土」を生かす、ニッコーを宜しくお願い致します。
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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、名古屋、福岡
◇ 営業所 東京、大阪、名古屋他 全22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）

（UAE）

　 PATRA PORCELAIN CO., LTD.（タイ）
　 N&I ASIA PTE., LTD.（シンガポール）
　 NIKKO MIDDLE EAST LLC

◆ 従業員数 985名（連結）
   836名（個別）

会社概要（平成23年3月31日現在）

平成23年3月期
連結売上高
7,754百万円

電子セラミック事業部
1,085百万円(14.0%)

2,247百万円(29.0%)

その他
31百万円(0.4%)

4,390百万円(56.6%)
住設環境機器事業部

陶磁器事業部

住設環境機器事業部
（主な製造販売品目）
 合併処理浄化槽、戸建住宅用システムバスルーム、
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
 低温焼結多層基板、厚膜印刷基板

●事業概要

H23／3
※H23／3は5ヶ月決算

H19／10

H20／10

H21／10

連結売上高 

7,754

22,359

21,267

17,063

△377

△131

△1,031

△2,223

13,288

19,826

18,046

13,828

3,381

10,251

7,586

5,258

25.4

51.7

42.0

38.0

H22／10 17,961 △960 13,939 4,143 29.7

連結経常利益
（百万円）（百万円）

総資産 自己資本 自己資本比率
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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

（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　環境エネルギー機器部

資材部

本社　技術部

管理部門　統括

＜年度区切りの変更＞

＜ISO14001認証状況＞ 2008年３月に、ニッコー全社（３工場、２３営業所、４その他施設）にて初回認証を取得、
2011年３月に更新しています。

従来活動集計期間区切りはニッコーの会計年度に合わせて11月～翌年10月としていましたが、
2011年からの会計年度の変更に伴い、4月～翌年3月に変更しました。

●環境マネジメントシステムの状況

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。

□　環境負荷を低減する新技術の開発と応用の推進を       
　　行い配慮製品の提供に努める。
□　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。
□　資源のリサイクル及び廃棄物の削減を図る。
□　環境関連物質の削減に努める。

ISO 14001  EMS522411
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私共の事業活動に伴って発生する環境負荷を減らすために、環境方針に4つの重点テーマを設けました。
4つの重点テーマに対して、より具体的な目標を定めて継続的な活動を展開しております。

●目標と実績

第85期
目標 自己評価

・エネルギーの使用によるCO2排出
（2006年度基準売上原単位）

・エネルギーの無駄のない使い方を工夫する

2006年度 2007年度 2008年度2009年度

40

60

20

80

100

120

160

140

0

-2.8%

第85期
実績

19.6% × ×

第86期
目標 自己評価

-2.8%

第86期
実績

14.9%

第85期
目標 自己評価

・廃棄物の発生
（2007年度基準売上原単位） -3.4%

第85期
実績

-15.6% ◎

第86期
目標 自己評価

-3.4%

第86期
実績

-24.6%

・廃棄物の発生リサイクル比率
（%） 41.5% 43.9% ○

◎

○

○

41.5% 51.2%

第85期
目標 自己評価

・浄化槽1台あたりのスチレン環境
　排出量（2007年度基準）

-24%

第85期
実績

-28%

第86期
目標 自己評価

-24%

第86期
実績

-23%

・電子セラミック部品洗浄用 
　HCFC環境排出量削減
（2007年度基準）

-70% -58%

△

◎-70% -85%

・紙（事務系OA紙）の消費
（2007年度基準） -8.9% 7.3% ×

○

×

3.1% -8.3%

・資源のリサイクル及び廃棄物の削減を図る 

製品群別の構成比率の変動が主原因で、85・86期共に未達となりました。
評価の指標は事業部単位での売上当りのエネルギー使用量と寄与率を元に算出していますが、電子セラ
ミック事業部においてエネルギー依存の極端に高いアルミナ基板と極端に低い組立事業が共存しており、
アルミナ基板の割合が増加し、組立事業が減少した状況が続いたことが主原因です。
次期からは、製品重量を基本に製品群別での指数を策定し、重量原単位にて評価します。

廃棄物の発生は、タイルの合格率の改善等により、85・86期共に目標を達成しました。
リサイクル率につきましては、廃棄物の分別強化などの施策に加え、埋立廃棄物発生量の削減効果も相
まって、目標を達成しました。
OA紙は85期で増加しましたが、86期は概ね85期の目標値まで改善しました。

浄化槽1台当りのスチレン量は、新製品（浄化王）の開発段階で廃棄物が少なくなるよう設計時に織り込ん
でおり、浄化王の量産化に伴って環境排出量は減少し、目標を達成しました。
洗浄用HCFCは、85期は未達でしたが設備改良や運用方法の改善の効果が現れ、86期は目標達成出来
ました。

第85期
目標 自己評価

5件

第85期
実績

5件

第86期
目標 自己評価

5件

第86期
実績

4件

+9% -13% 3% 0%

○

△×

市場低迷によるタイル製品販売の苦戦が続く中、86期は高度処理浄化槽の拡販と販路開拓に注力し、
風力発電機については中、大型物件の受注によって販売台数が伸びました。
目標に対しては未達とはなりましたが、大幅な改善となりました。

・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で製品の提供に努める

・環境配慮製品の開発

・環境配慮製品の販売 風力発電機
高度処理浄化槽
タイル

（2007年度対象製品比率）

・環境負荷物質の削減に努める

2010年度2011年度

（ton）

PRTR物質の環境への排出量

トルエン

スチレン

その他

第85・86期の活動と次期目標

×

2006年度 2007年度 2010年度第83期 第84期

5

0

10

15

20

25

30

35

-4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2
CO2排出量（千ton）

ガソリン

電力

都市ガス

LPG

売上原単位

第85期
売上原単位（ton/百万円）

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

発生量（ton）

リサイクル率（%）

千
埋立

焼却

リサイクル

リサイクル率

2006年度 2007年度 2010年度第83期 第84期 第85期
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●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87期目標
件5発開の品製慮配境環・

・環境配慮製品の販売（※85期基準）

（※85期基準）

（※85期基準）

+53%

・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87期目標
・エネルギーの使用によるCO2排出 -1%

・エネルギーの無駄のない使い方を工夫する

第87期目標
%0.3-生発の物棄廃・

%55率比ルクイサリの物棄廃・

・紙（事務系OA紙） -1%費消の

・資源のリサイクル及び廃棄物の削減を図る

第87期目標
・電子部品洗浄用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 　    38,606t
営業活動 　        1,222t

廃棄物

リサイクル   1,571t
焼却・埋立   1,827t

環境関連物質
（PRTR対象物質）

トルエン
スチレン
その他

128t
396t
28t

水
（営業所除く）
上水
地下水

8,894t
516,819t

紙
（OA紙）エネルギー

A重油 8ｋℓ OA紙 610万枚
6,211t

827,241m
33,037千kwh

478ｋℓ

LPG
都市ガス 3

電力
ガソリン
（原油換算計 18,021ｋℓ）

（2010年度）
（2010年度）

（2010年度）

環境関連物質
（PRTR対象物質）

大気排出
水域排出             

91t
0.02t

廃棄物 35t

INPUT

OUTPUT

●第87期目標
85、86期は事業毎の売上原単位を設定し、活動の結果を評価しましたが、売上金額当たりのエネルギー使用量や廃棄物発生量は
製品群毎に異なるため、原単位として適正な評価をするに至りませんでした。
87期は、製品群毎分けた形でより工場活動を反映させる為に、重量原単位で目標を設定する事と致しました。

3工場　23営業所

※85期基準の
　重量原単位

（※85期基準の重量原単位）

（ ）
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当社は環境に配慮した製品の開発・製造に努めています。

■様々なエコロジーな取組の一助として

■一般家庭でお使い頂ける風力発電機
（風流鯨kids)低騒音タイプの開発

環境関連事業に用いられる小型風力発電機

NWG-10K
足利赤十字病院

近年、化石燃料や原子力に頼らない太陽光や風力等のグリーンエネルギーに対する関心の高まりの中、ニッコーの小型風力発電機は、お客様の
様々な環境関連事業の一環として御採用頂いており、自然エネルギーの利用、省エネルギー、研究調査の為、又シンボル的なものとして御利用頂
いております。電力需要を自然エネルギーで賄う比率を少しでも上げられる為に、より良い製品の開発と販売に注力していきます。

住宅用小型風力発電機として開発してきた1KWの製品（風流鯨kids）ですが、住宅が密
集している国内の住宅事情下では家庭用風力発電機に対する低騒音に対する要求が高
く、長らく御家庭への普及の壁となっていました。

ニッコーでは、様々なアプローチで低騒音タイプの開発に取り組んでまいりましたが、今
回従来の3分の2の回転数で従来並みの発電量を確保し、目標としていた騒音レベルを
実現することが出来ました。

最も大きな改良点は、投影面積の広いカーボンブレードを採用して低回転でも従来と同
等の発電が出来るシステムへと変更した点です。また、一方でブレードの改良・仕様の変
更に伴い、発電機もそれに合わせた改良を行いました。 

低回転で高い出力を得るためには、ブレードの面積を広くしてより多くの風を受けるように
する必要があります。しかし面積を大きくすることで風圧荷重が大きくなるうえ、ブレード
重量の増加に伴い遠心力が増加するという問題があります。そこで、ブレードの材質をガラ
ス繊維FRPからカーボンファイバーCFRPに変更し、軽量、強靭なものに改良しました。

これらの改良の結果、家庭用風力発電機に対してニッコーが目標としていた騒音レベル
50dB（風車ハブ高さ8m、水平距離9m、風速7mの時に測定）を下回る事ができました。

NWG-10K
愛知県常滑市りんくう町緑地帯

愛知県グリーンニューディール基金を
利用した新エネルギーのシンボルとして

省エネルギーおよびCO2に配慮した
次世代グリーンホスピタルの構築

カーボンブレード

従来型ブレード

NWG-1K　
EOLIA米国ネブラスカ大学

大学の研究施設として米国に設置
(このデーターを基に2012年米国認定予定）

活動事例Ⅰ-1

0 2 4 6
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55

60

65
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75

風速と騒音レベルの関係

 騒
音
レ
ベ
ル
[d
B]
 

風速［m/s］

大幅に騒音が低減

8 10

従来型ブレード

カーボンブレード

風力発電機

風向風速計

制御盤、計測盤

騒音測定
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▷ ▷▷ ▷

CO2
CO2

CO2
CO2CO2

CO2

(CO2＝10.7t) （樹木＝764 本分）（樹木＝764 本分）

◆仕様比較（例：150戸用／525人槽）

引き合い 製品仕様

お客様の
グリーン調達基準

各規制との照合

含有物質
データーベース照合

MSDS
（製品安全データ-シート）

川上側メーカー調査
（不使用証明書）

含有組成分析
（計量証明書）

製品設計 設計レビュー 製品化

◆ブロワーエネルギーによるCO２改善◆使用部材によるCO２改善

活動事例Ⅰ-2

ニッコーの電子セラミック製品は、お客様のグリーン調達基準に確実に適合させるため、製品設計段階で、使用候補材料の主要な含有物質につ
いてデータベース照合等を行なった上で材料選定をしています。さらに設計レビュー段階で、供給元のメーカー様へ含有物質調査や不使用証明
の提出をお願いしたり、実際に分析をすることにより、含有物質の把握や禁止物質が非含有であることが証明できるよう努めています。

樹木に換算すると、年間 764本(CO2=10.7t)に相当します。

■製品含有物質調査

ディスポーザ処理槽（525人槽）の使用部材に関するCO２の排出量

槽の小型化に起因する使用部材の減少により、１槽当たり約２トンの
CO２を削減（従来品比較37%減）することができました。

NDS型（従来型） NDCⅡ型（新型）

CO
2
排
出
量［
kg
 - 
CO

2／
基
］

金属類（内部補強材）

塩ビ部品（内部配管）

プラスチック類（ろ材など）

FRP（本体•仕切）

0

2599
2113

670
109
424

2060

136
484

6000

5000

4000

3000

2000

1000

ＮＤＳ　型
槽の大きさ[mm] 使用ブロワ（ロータリー式の場合）
φ2,500×8,060
φ2,500×9,970

1.42[m3/min] ×2.2[kW]×3台
1.42[m3/min] ×2.2[kW]×2台ＮＤＣⅡ型

樹木への換算（「地球温暖化防止の為の緑の吸収源対策」林野庁）
CO2の樹木へ換算係数は、年間14kg／本です。

材料選定

◆150戸 525人槽の処理槽平面配置比較例
（自然流入・自然放流の場合）

■
ニッコーでは浄化槽による汚水処理技術を生かし、家庭用生ごみ粉砕処理設備（ディスポーザー）用の排水処理槽
を製造しております。2010年5月に販売開始しましたNDCⅡ型は、集合住宅にお住まいの皆様の各御家庭のディ
スポーザーから排出される汚水を一手に処理する（150戸、525人槽）処理槽です。（下図）
従来品の「ＮＤＳ型」と比較して、槽の大きさで平均約20％小さく、また、使用する接触材を見直し、重量では約
40％削減できました。製造にかかわる使用部材をCO２排出量換算すると約37％削減できることになります。

ディスポーザ排水処理槽「ＮＤＣⅡ型」の開発

NDCⅡ-525-F41型
NDS-525-F41型

新型
従来型

9,970

1,910

φ
2,
50
0

8,060

NDS型
（従来型）

NDCⅡ型

1,910mmコンパクト

〈集合住宅からディスポーザ処理槽へ〉

使用するブロワの空気量も平均33％少なくなりました。
設置ブロワの台数が少なくて済むため、消費電力が少なく
なり運転時のCO２の排出量も33％（10.7t）削減されます。
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良質な食育のための
子供食器
「accototo」
子供食器 (強化磁器 )

活動事例Ⅰ-3

■
ニッコーは創業以来102年間暮らしの器をつくり続けてまいりました。
現在も日本人が受け継いできた暮らしを楽しむ知恵と、上質な器を永く大切に使って行く心をいかし、
世界に向けて日本人の感性で心地よいライフスタイルの提案を続けています。
白山市の陶磁器工場では、原料の調合から加工出荷に至まで一貫した省資源化をめざし、エネルギーの有効活用に貢献しています。

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易く、高台は卓上で安定する形状に
なっています。ニッコーは子供が初めて使うのにふさわしい器、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。

MADE IN NiPPON

一器多様
蕎麦猪口

日本人の器づかいのセンスのひとつ「一器多様」。ひとつの器を様々な用
途につかいこなす工夫をするのは楽しいもの。
湯呑みにも小鉢にもなり、重ねてしまえる収納性もいい蕎麦猪口は、日本
伝統のマルチなエコボール。

本社工場内の陶磁器ショールーム
硬質陶器からボーンチャイナまで、さまざまな素材を用途に応じて陳列。
実際の物を見ながらプロユースなプレゼンテーションから家庭用のギフ
ト提案まで、幅広い使い方が出来るができる多目的スペースとして活用
されています。

詰め替え用ボトル
「ROSE WATER」 
アメニティ

ニッコーは詰め替え用の容器を陶器製にするというエコロジカルな提案
を続けています。
プラスティックなどでは表現出来ない、陶磁器特有の上質感が現代人の
生活にフィットする、インテリアプロダクトです。

簡単×楽しい×
ヘルシー

さまざまな
プレゼンテーション

ワンプレートの器

本社ショールーム

エコ×簡単×楽しい×ヘルシー…なワンプレートのバリエーション。
栄養バランスがとりやすく、食卓への準備・あとかたづけが容易なため、
食器洗剤や水の節約ができます。
また、仕切形状特有の構造的強さを生かした薄肉・軽量設計のため、材料
費も抑えられています。

燃料の削減に貢献 
ー 超軽量機内食用食器
「ANA」 O.E.M.

Photo

Photo

Photo

ニッコーの持つ確かな技術力と高い品質が評価され、全日空が2010年に
掲げる機内サービスの新ブランド「inspiration of japan」における機内食
用食器として採用されました。
上品な質感と、従来品から約3割重量を軽減させた軽量設計が高次元で融
合した、まさに「革新的」・「個性的」・「モダン」な食器のラインナップです。

Photo
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微風でも発電する、低騒音の
家庭用小型風力発電機

吸着効果と分解効果で活性炭の２倍の
脱臭効果を実現した脱臭機 「澄器」

初の直営ショップ「さわ」を2010年3月14日 銀座2丁目にオープン致しました。
現代日本人の器をコンセプトに、上質な毎日の暮しが演出できる食器を売っているお店です。
日本でずっとものづくりを続けて来たメーカーとしてお客様の買足し・買増しにきちんと応えることが出来、
ご家庭の食卓・キッチンで使ってみて良いなと思って頂ける製品を揃えました。

「さわ」は創業の地、金沢の地名の由来である「金城霊沢（きんじょうれいたく）」にちなみ、
沢＝泉のように湧き出る、常に新しく生まれ変わる様や爽かという心地良い五感の響きをイメージしました。

◆店名の由来

 ■アンテナショップ「さわ」がオープン

◆品物について

◆連絡先　東京都中央区銀座2丁目4番18号　ALBORE GINZA 1F　TEL：03-3561-2538　

全て石川県の工場で原料から完成まで一貫生産する“メイド イン ジャパン”の製品です。
工場で高い技術を認められたマイスター（熟練の職人）がニッコーのものづくりを支えています。

2010年2月に名古屋ショールームがオープン致しました。
陶磁器のショールームを出店していたニッコー販売名古屋店と、ニッコー名古屋営業所が合同でショールームを構えることになり、陶磁器とシス
テムバスのショールームとして新規開設に至りました。名古屋の中心地からも程近い大通り沿いにあるビルの1Ｆで、ウィンドウ越しにショールー
ムの中が覗けるとても良いロケーションにあり、システムバスのショールームとしては、東京・大阪に次ぐ開設となりました。

■名古屋　SHOWROOM

◆連絡先　愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10　住友商事名古屋丸の内ビル１F　TEL：052-957-2971

高度処理浄化槽
BOD（生物化学的酸素要求量） 10mg/ℓ　
ＳＳ（浮遊物質量）10ｍｇ/ℓ
ＴＮ（全窒素量）２０ｍｇ/ℓ以下

■ニッコーの環境配慮製品

10NIKKO COMPANY   ENVIRONMENTAL REPORT 



■幹線輸送に導入した大型トレーラー

浄化槽輸送に大型トレーラーの利用
浄化槽は体積が大きく、中空である為に「空気を運んでいる」と揶揄される程、運送効率が悪い商品です。
ニッコーで製造された浄化槽の物流はトラック運送に依存していますが、この度、運送効率改善を目的として、浄化槽輸送専用のトレーラーを導
入し、従来10トン車で運べる浄化槽が完成品で最大10台でしたが21台運送出来る様になりました。

当社はエネルギーと資源の有効活用に努めています。活動事例Ⅱ-1

浄化槽輸送トレーラーの紹介
埼玉工場～兵庫県佐用郡上月町間（月運行回数12回）

埼玉工場～愛知県稲沢市（月運行回数12回）

・当社設計浄化槽専用トレーラー
積載能力：浄化槽5人槽製品で21台、5人槽ノックダウン部品として56台

積載能力：浄化槽5人槽製品で19台

二酸化炭素削減にも貢献
このトレーラーの特徴は、中央の部屋の中床が油圧により上下することで浄化槽を2段に積載できる点にあります。
積載台数は浄化王-5で2.1～2.2倍となり輸送効率が格段に向上しました。
その結果、CO２排出量はトレーラー1台あたり従来の10t輸送に比べ、ほぼ半減（浄化王-5、1台当りに 26.6㎏、年間で約100tの削減）となりました。

（トレーラー１台あたりの年間二酸化炭素削減量）
CO2排出量比較（年間）

浄化槽専用
トレーラー

10t車

0 50 100 150 200 250 t

輸送能力
（台）

燃費
（km/ℓ)

必要燃料
(ℓ)

 "浄化槽１台あたり"
   (kg/台）

 CO2 換算
 (kg) 

21

10

3,2

3.5

232

212

607.8

555.4

28.9

55.5

-26.6（削減量）

・ニッコートレーラー二酸化炭素削減効果

浄化槽専用トレーラー

10t トレーラー
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活動事例Ⅱ-2

1. 省エネ型　新シャトルキルンの導入

■本社工場でのデマンドコントロール活動

■陶磁器工場を再編し省エネルギー化を推進しました。
ニッコーの主力製品素材の一つであるボーンチャイナは鶴来工場での前工程、本社工場での後工程の２拠点で生産していましたが、この
程生産効率の向上、及び管理体制の効率化を目的として2010年に、本社工場に吸収、集約化されました。
本計画にあたり本社工場のライン編成とレイアウトが大きく変更され、ボーンチャイナ前工程の移転に合わせて作業能率の向上、省エネ
ルギー化の促進、生産管理の一元化を実現しています。
その中から省エネルギー化の促進事例をいくつか紹介いたします。

炉構成断熱材に軽量セラミックファイバーを使用したシャトルキルンを導入し熱容量を大幅
に低減する事で、エネルギー使用量を従来比の45%とする事が出来ました。加えて、それに
よって焼成時間の短縮も可能となり、リードタイムが短縮できました。又、炉内温度や雰囲気、
炉圧を自在にコントロール出来る利点を生かし、和陶テイストをはじめとする様々な製品に
対応出来るフレキシブルな運転が可能になりました。

2. トンネル窯の余熱利用促進
陶磁器を製造する工程の中には、ロクロや型等で製品の形を作る工程（成型）やいろいろな柄
の転写紙を貼る絵付け工程等、乾燥作業を必要とする工程が多数あります。
この様に多数の乾燥工程を合算すると、従来、LPGを熱源とする設備が49万Kcal(2MJ)相当あ
りましたが、今回、レイアウト変更に伴って、焼成炉の排熱を利用した乾燥設備を設置したと
ころ、15万Kcal(0.6MJ)分に減らす事が出来、総設備容量で1/３未満になりました。

3. バッテリーフォークリフトの導入
従来のガソリン方式からバッテリー方式に更新した事により省エネ効果と共に、作業工程中
から排気ガスが無くなり、気持ち良く作業出来る様になりました。

4. 省エネコンプレッサーの導入
本社工場の生産規模拡大に伴ない、必要エアー量の確保のため新型コンプレッサーを導入し
ました。
導入したコンプレッサーは省エネ性能が高く、従来のスクリュー方式に比べ低圧時でも流量
が安定しています。この省エネ性能により、変化する工場エアー必要量に対し最適圧力を供給
し、エネルギーロスを抑える事が出来る様になりました。

電気の供給は最高使用電力量として契約（デマンド契約）している総合
計を前提に運転計画が立てられているため、需要が少ないときは余剰電
力が増加します。本社工場では、陶磁器事業の集約化に伴い電力の著し
い増大が予想されていました。そこで、ピークの目標値を設定し、電力消
費設備の稼動を低負荷時間帯へシフトさせる、目標値を超えそうな時に
放送で節電を呼びかけるなどの活動を行なった結果、目標としていた
3000ＫＷを下回る事が出来ました。

0

500

1000

1500

2000

2500

3000
（kw）

0:00 12:00 24:0018:006:00

時間帯毎の電力値
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活動事例Ⅱ-3

■名古屋営業所の取り組み

１．
２．
３．
４．

５．

６．

個人情報の取り扱いも多いため、用途に注意し活用しています。
基本設定を白黒モードにし、カラー印刷は必要最低限に留めています。
ペンのインク、修正テープ、洗剤類などは詰め替えがあるものを選んで購入しています。
マイカップや共用マグカップ使用しています。来客用も紙コップは使用せず、
コースターも紙製を止め布製に変えました。
パソコンは長時間使用しないときは休止モードに、帰宅時は
シャットダウンして消費電力を抑えています。
経済速度での走行、不要なアイドリングは行わない。

裏紙の使用
白黒印刷の奨励
詰め替え品の購入
紙コップ禁止

電気使用量の削減

エコドライブ

日頃の活動というと、環境への貢献度としては比較的小さなものになりますが、
前向きにコツコツと取り組んでいることがございますのでいくつかご紹介致します。

13

本社工場管轄
中間処理・リサイクル業者を視察

埼玉工場管轄
中間処理業者、リサイクル施設の視察

■リサイクル及び適正処理の確認

廃棄物中間処理業者の視察
廃棄物の中間処理業者（リサイクル目的、最終処分目的）を視察しました。 
リサイクルルートの探索、確認、適正処理の確認の為、定期的な視察を継続しています。
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今回は本社工場におきまして、地域住民の方々に、もっと当社を知っ
ていただこうという主旨で、一般個人の方々を対象に見学のご要望
をお受けし、翌月、ショールームと工場見学を実施しました。 

絵付けコーナーでは、多くの方々に上絵転写、下絵手書きでの絵付
けの体験にご参加頂き、絵付け技法の理解を深めて頂けました。

活動事例Ⅲ-１

■メンタルヘルス
2009年11月より、本社安全衛生委員会でメンタルヘルス小委員会を立ち上げ、中災防（中央労働災害防止協会）の指導の元ニッコー
メンタルヘルス3ヵ年中期計画を作成し、挨拶運動、メンタルヘルス講習会を実施しています。

① 社員全員が健康問題について理解し、”心の健康づくり”におけるそれぞれの役割を果たす。
② 円滑なコミニケーションの推進により活力ある職場つくりを行う。
③ 社員全員の心の健康問題を未然に防止する。

■ニッコーフェア
今回も10月にニッコーフェアが開催され、多くの方々にご来場頂きました。

上記３点を目指して、”心の健康づくり”に取り組んでいます。

不要陶磁器の下取り ショールーム工場見学の受付運送保管の為の外装箱は段ボールではなく
折りたたみ式のプラスチックコンテナ使用
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活動事例Ⅲ-2

■キッズキッチン

キッズキッチンとは、白山市が推進する幼児料理教室で、地元の食材を使った料理を自ら作りながら、幼少期に豊かな食文化に触れる原
体験を提供しようという試みです。ニッコーでは、このキッズ☆キッチンに使われる器を製作し、自分で作った食事を盛り付け、食べる行
為を通して、器と食材の一体感を重視する伝統的な食文化を体験し「大切に扱う心を養う」食育の普及に貢献しています。

白山市の食育活動幼児料理教室キッズ☆キッチン用オリジナル食器を製作しました。

■ビオトープ　埼玉工場
ホタルが生育する生態系を目指してビオトープ（生物が生息する場所）を育成しています。
防火用水の水をビオトープ内に循環させる事で水生植物の浄化作用で防火用水の水がき
れいになり、すっぽん等が生育できる様になりました。（天然の水質浄化の良い学習の機会
になりました。）　
昨年の夏には社内でホタル観賞会を開きました。
ビオトープ内でも、ホタルの餌になるタニシ等が育って来ています。
又、古代蓮（行田市指定天然記念物）の保護にも容器提供等で協力していています。

”平成22年白山千代女あさがおまつり”にて、当社が出品した”あさがお”が評価され優秀賞（団体企業の部）を受賞しました。8月４日の授
賞式当日には、白山市長より表彰とトロフィーを頂きました。育成担当者に聞くと「近隣の精通した方に指導を頂き育成しましたが、審査
日に合わせて花を咲かすのが大変難しかった」と苦労した一面も。

■白山千代女あさがおまつりで優秀賞を受賞

ホタル観賞風景 ホタル幼虫 スッポン 古代蓮
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本社工場および周辺清掃 鶴来工場及び周辺清掃

活動事例Ⅲ-3

埼玉工場　防火訓練本社工場　防災訓練 鶴来工場　防火訓練

鶴来工場周辺清掃

トラックに積み込まれた支援物資

陸前高田市に設置された 1号浄化槽

埼玉工場及び周辺清掃

■地域の一員としての活動

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。
当社では工場周辺の美化清掃を毎年２回実施しています。

周辺環境の美化清掃活動

本社工場では、改正消防法に基づく、地震を想定した避難訓練を実施しました。東日本大震災が起こって1ヶ月後の訓練という事で、地震
想定に対して真剣なものとなりました。埼玉工場では、地元の消防団の消火訓練に協力している事で消防団協力事業所に認定され、認定
証を頂きました。

防災訓練及び消防訓練、自衛消防隊大会参加

このたび、東北地方太平洋沖地震によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、
被災されました方々に心よりお見舞い申し上げます。

微力ではございますが、地震により被災された皆様の救済おおび被災地の復興にお役立ていただくため、
被害対策本部を設置し、被災地への物資の提供や募金活動を進めて参りました。

復旧のために、仮設住宅の建設がはじまり、第一号が先日、報道関係に公開されました。場所は陸前高
田市の高田第一中学校のグラウンドでニッコーの中型浄化槽（NSR・45型）がまず3台設置されました。

被災地では下水道が整備されていた沿岸部の平地が津波で甚大な被害を受け、下水道の無い高台や、
学校校庭などに建設される仮設住宅が多くなるため、浄化槽が必要とされています。又、仮設住宅の建
設では現地の事情による浄化槽設置の設計変更が多くなると予想される為、4月12日より浄化槽担当
者を被災地へ応援派遣しています。

被災地の一日も早い復興を心より祈念するとともに、被災地の状況を踏まえつつ、引き続きできる限りの
支援を実施してまいります。

工期短縮のため、浄化槽を地下埋設せずに地上に設置します。

・支援物資のお届けは震災翌日の3月12日より開始しており、飲料水、ポータブルコンロ、食料品、
　使い捨てカイロ等を、トラック6台分、東北地方の営業所を拠点としてお届けしました。
・募金活動については3月25日（金）に日本赤十字社を通じ、257万円を義援金として寄付しました。
　（ニッコー、労働組合、社員の募金より）

■東日本大震災で被災された方への救済及び復興支援について
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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 19,367,952KWh/年
LPG使用量 3232ｔ/年
原油換算 7913Kl

消費電力 2,103,750KWh/年
LPG使用量 1117ｔ/年
原油換算 2014Kl

消費電力 1,653,528KWh/年
都市ガス使用量 574244㎥/年
原油換算 1093Kl

用水の使用量：472,500㎥／年
（推定）

■廃棄物の埋立、焼却量
877t／年

■規格外品等のリサイクル量
767t／年

■年平均リサイクル率
46.6%

■温室効果ガス排出量（CO2換算）
20,521t／年

■水質（水質汚濁防止法）
項目 基準値 平均値
PH 5.8～8.6 7～7.3
SS 120 2～11
Pb 0.1 0.01～0.04

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
陶磁器、アルミナ基板

■エネルギー使用量

用水の使用量：32,444㎥／年
（推定）

■廃棄物の埋立、焼却量
326t／年

■規格外品等のリサイクル量
32t／年

■年平均リサイクル率
9.0%

■温室効果ガス排出量（CO2換算）
4,526t／年

■水質（水質汚濁防止法）
項目 基準値 平均値
PH 5.8～8.6
SS 110 2～11

0.01

0.008
86

7～7.3

Pb 0.1

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

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

用水の使用量：20,769㎥／年

■廃棄物の埋立、焼却量
49.2t／年

■規格外品等のリサイクル量
318t／年

■年平均リサイクル率
86.6%

■温室効果ガス排出量（CO2換算）
2,251t／年

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

※PH：水素イオン濃度 ※ばいじん：g/㎥N 
※SS：水中の懸濁物質濃度（㎎/ℓ） ※SOx：㎥N/h
※Pb：鉛（㎎/ℓ） ※NOx：ppm

資料

17～31
0.5

0.002～0.005


