＜商標帰属先の表示＞
■DURACON

、ジュラコン

■DURANEX

、ジュラネックス

■RENATUS 、レナタス
■DURAFIDE
■LAPEROS
■TOPAS

は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

、ジュラファイド
、ラペロス

、トパス

■WEB@TSC

は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

は、TOPAS Advanced Polymers GmbH がドイツ、米国その他の国で保有している登録商標です。

は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

■PLAMOS

は、ポリプラスチックス株式会社が日本で保有している登録商標です。

■AKI-Lock

は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有している登録商標です。

Driving
Polyplastics CSR
with SDGs

環境対応型 次世代インキ「T&K TOKA ベストワン キレイナ RIC-E100」について
この印刷物のインキは、国産米ぬかを利用したライスインキを使用しています。揮発性有機化合物（VOC）を含まないのが特長
です。また、国内産原料を使用しているため、海外から輸入される原料を使用した製品と比べ、輸送時に発生する CO 2 を大幅に
削減できます。従来の VOCフリーインキと比較して、耐裏移り性、セット乾燥性、耐ブロッキング性が向上しており、印刷時に使
用するスプレーパウダーを削減することができます。
なお用紙は FSC 森林認証紙を使用しています。
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お問合せ先

ポリプラスチックス株式会社

Corporate Social Responsibility
2020.4 - 2021.3

総務部 CSR グループ

〒108-8280 東京都港区港南ニ丁目 18 番 1 号 JR 品川イーストビル
TEL 03-6711-8614 / FAX 03-6711-8606
https://www.polyplastics-global.com

2021.06.2M.1st (1‒01)CSR21‒J

ポリプラスチックスの事業展開
ポリプラスチックスは、日本初のエンジニアリングプラス

世界のものづくりを

チック（エンプラ）専業メーカーです。エンプラとは、優れ
た機械的強度や耐熱性などの機能を持つ樹脂のこと。航空
機や自動車、家電製品から食品パッケージにいたるまで、

エンプラ で支える。





従業員数
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社

名

ポリプラスチックス株式会社

設

立

1964 年（昭和 39 年）5月 [ 創業：1962 年 6月]

編集方針

資 本 金

30 億円

本レポートでは、当社が 2020 年度に行った活動を報告してい

さまざまな製品に使われ、現代のものづくりには欠かせな

株

株式会社ダイセル

ます。本レポートは「従業員」を「当社グループで働くすべての

い素材となっています。ポリプラスチックスグループは、世

代 表 者

代表取締役社長

界 13 の国と地域、計 32 拠点に及ぶネットワークを活か

従業員数

2,177 人（グループ連結）

して、世界中のお客様にエンプラと技術を提供しています。

事業目的

各種ポリマー及びプラスチックなどの製造販売

生産

拠点

主

人」を指す単語として使用しています。また、私たちはエンジ

塩飽 俊雄

ニアリングプラスチックのことを、親しみを込めて「エンプラ」
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会社概要

販売

拠点

と呼んでいます。
対象期間

2020 年 4月1日〜 2021 年 3月31日

対象組織

ポリプラスチックスグループ

Contents
ポリプラスチックスの CSR ...............................03

拠点

トップメッセージ.................................................05
2020 年度の活動ハイライト
TOPAS®COC が
「リサイクル可能材料」としての認証を取得.........07

中国
上海

ドイツ

広州

LAPEROS®LCP S475グレードで

韓国

アメリカ

ソウル

ファーミントンヒルズ

UL 追加認証取得 .................................................09

深圳

ラウンハイム※

環境との調和 ......................................................13

南通※

オーバーハウゼン

日本

香港

ロイナ

エンプラ事業.......................................................11

才能豊かな魅力あふれる人財の創出 ...............17

東京
富士

インド

名古屋

台北

デリー

社会貢献活動 .....................................................19
コンプライアンス ................................................22

大阪

高雄

ムンバイ

メキシコ
メキシコシティ

チェンナイ

ASEAN
シンガポール

パトゥムターニー

クアラルンプール

ジャカルタ

クアンタン

ホーチミン

バンコク

ハノイ
技術サポート拠点
研究開発拠点



海外従業員の割合

ポリアセタール

%


連結売上高

ポリブチレンテレフタレート



生産拠点
販売拠点

連結営業利益

億円

ポリフェニレンサルファイド

DURACON® POM

DURANEX® PBT

DURAFIDE® PPS

バランスの取れた機械特性と

優れた電気特性と高信頼性で

抜群の摺動特性

電子デバイス・電装品に

駐在員事務所
※ラウンハイムには販売拠点、南通には
生産拠点がそれぞれ 2 箇所あります。

億円

液晶ポリマー

2021 年 3月末時点のデータを元に作成しています。

環状オレフィン・コポリマー

ポリエチレンテレフタレート

LAPEROS® LCP

TOPAS® COC

RENATUS® PET

リニア型ポリマーで

エンプラの常識を超えた薄肉流動性

優れた透明性と高い安全性で

熱硬化性樹脂に匹敵する

高い靭性と耐衝撃性を実現

スーパーエンプラの代表

医療・食品包装分野に

高い耐熱性と優れた電気特性

当社のエンジニアリングプラスチック

ポリプラスチックスの CSR

事業活動

事業活動

エンプラでカタチ造る、
未来につながる豊かな社会

才能豊かな
魅力あふれる人財の創出
人財活用を通じて才能豊かな魅力

事業活動

あふれる人財の創出に貢献する

エンプラ事業
エンプラのソリューション提供

   

を通じて豊かな社会の形成に

コンプライアンス

貢献する

私たちポリプラスチックスの CSR（社会的責任）は、企業理念に掲げているように、エンプラ事業を通じて豊かな未来
社会の形成に貢献することです。そのような意味で、企業理念実現のための努力が CSR に重なり合うと考えています。

コンプライアンスを重視し、

私たちは、
「事業活動」と「社会貢献活動」の２つの側面から CSR に取り組んでおり、
「エンプラ事業」
「環境との調和」

社会的に公正な事業運営を

「人財の創出」
「コンプライアンス」
「社会貢献」の５つの分野で活動を推進しています。

行う
事業活動

CSR 活動

事業活動
事業活動そのものにより社会に貢献する

環境負荷を低減し、環境と

経営理念
エンジニアリングプラスチックスの無限の可能性を追求し、才能豊かな魅力

環境との調和

あふれる人財の創出と、Innovation による豊かな未来社会の形成に貢献する

事業

活動

目指す姿
「エンプラNo.1 の Solution Provider」技術・品質・サービス・供給あらゆる面で、
お客様にエンプラNo.1 の Solutionを提供し続ける企業となる

エンプラ事業

基本とする価値観
お客様との価値創造活動

2.「Polyplastics-Family」と呼ぶ
最良のチームワーク

常にお客様に最も近いところに立ち、お客

一人ひとりを大切な存在として認め合い

様の求めるニーズをお客様の心で捉え、

（個性と多様性の尊重）、全社員の相互
信頼と協調の精神をベースとしたチーム

値を提供し続ける。それによって、お客様

ワークを重んじ、同時に、常に進化を求

との強い信頼関係を構築し、共に成長・発

めるチャレンジ精神に溢れる集団。この

展していく。こうした 価 値 創 造 活 動 を

集団を「Polyplastics ‒ Family」
と呼び、

の大切にする基本的な価値観とする。

私たちの大切な価値観とする。

ンス
ライア
プ
ン
コ
社会貢献活動

社
会
貢
献
活
動

最高の技術力とサービスで期待以上の価

「Polyplastics ‒ Way」と 呼 び、私 た ち

調和した事業運営を図る

才能豊か
な魅力あ
ふれる人
財の創出

企業理念

1.「Polyplastics-Way」という

持続可能で豊かな
未来社会の形成

環境との調和

貢
社会

献

C

SR

活

り加
をよ
動

る
させ
速

SD

Gs

    
私たちはポリプラスチックスグループの CSR の考え方に基
づいた活動を行う上で、SDGs を達成すべき指標のひとつと

社会貢献
●

位置づけ、CSR 活動の推進・強化に取り組んでいます。
●

CSR 活動

社会貢献活動
事業活動を通じて社会を良くする機会を提供する
03

事業活動の基盤となる地域の
豊かさに貢献する
未来社会を担う人財確保のため、
次世代育成の場を提供する

●

従業員の自発的意思による社会
貢献活動を支援する
04
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トップメッセージ

大きな変化に対応しながら
ポリプラスチックスらしく
持続可能な社会の実現に貢献する
-Shaping a Sustainable Society with Our Plastics-

社内外の変化に対応した
新中期経営計画がスタート

社会情勢と社内の変化に対応した

2020 年度、社内外ともに大きな変化がありました。

新中期経営計画がスタートしました。

ひとつは新型コロナ感染症です。世界経済に大きなダメージを与え
たと同時に、新しい社会ニーズや働き方が生まれるきっかけともな

自ら前進しながら、エンプラの

りました。もうひとつは社内の変化です。創業以来、日米の JVだっ

グローバル No.1 ソリューション

たポリプラスチックスは、昨年10 月ダイセルの100％子会社になり

プロバイダーを目指し、

ました。これにより、ガバナンスが単純化され、より機敏な経営判断
が可能になりました。

持続可能な社会の実現に

ふたつの変化に対応して、2021年度から5年間の新中期経営計画

貢献していきます。

がスタートします。事業的側面では、2025 年までの中計期間に、
COC、LCP、そしてPOMの供給力の強化や欧米市場での顧客信頼
の獲得を主要なテーマに掲げます。また、自動車分野の自動運転や
電動化、ICT分野では 5G 通信の開始など、世の中を変えていく技
術革新が相互に関連しつつ起こっていることへ対応していくととも
に、持続可能な社会の実現に向けた CSR 活動を推進していきます。

な生産技術の活用により、エネルギー効率に優れる世界最先端の
生産プロセスへ移行すること、よりカーボンフットプリントの少ない
エネルギーへの切り替え、バイオ原料によるPOM の商業化を計画
しています。さらに社会的な取り組みとして、プラスチックパッケー
ジのリサイクルを実現するため、COCとポリオレフィンによるパッ
ケージフィルムのモノマテリアル化を推進していきます。欧州では
2025 年に、環境負荷に応じたプラスチックパッケージへのプライシ
ングの導入が計画されています。プラスチックの環境負荷を下げる
ための実現可能な解決策として、使い捨てからマテリアルリサイクル
へという変化を加速させるために、COC樹脂のサプライヤーとして
高機能でリサイクルしやすいポリオレフィン単一素材フィルムの広範
な普及に取り組みます。

欧州テクニカルソリューションセンターを開設
世界 6 極が連携し、提供体制を構築
プラスチックの中でもエンプラは、信頼性が要求される分野で使わ

不透明な世界経済の中で、当社が目指す方向を見える形にするの

れる貴重な素材です。モビリティ分野では軽量化によるエネルギー

が中期計画です。環境変化に対応し、自分たちが変わることの重要

の効率化や車両の自動化、安全性向上に欠かせない素材ですし、

性は言うまでもありません。一方で、当社が常に目指してきた、それ

ICT 分 野 で５G 端 末 の 高 性 能 化 を 支 える の もエ ンプ ラで す。

ぞれのお客様にとってエンプラのグローバルNo.1ソリューションプロ

長期にわたって高い信頼性を、最低限の使用量で実現できるよう、

バイダーになる、という目標は変えることなく掲げます。これからも

エンプラのエキスパート集 団として、デ ータに基づいて顧 客 に

当社が当社らしくエンプラ事業を展開するために、新しい経営環境の

ソリューションを提供していきます。2021年度は、ドイツのフランク

中で新中期経営計画に取り組んでいきたいと思います。

フルト空港近接地に、欧州テクニカルソリューションセンターを開設
し、世 界 6 極 のTSCが 連 携して、それぞれの 地 域のお 客 様 にソ

グループの技術も活用しながら、
環境負荷低減への取り組みを加速
2020年度は、持続可能な社会を実現していくプロセスにとって重
要な年になりました。2020年からの温室効果ガスの削減目標を
定めたパリ協定に沿って、企業でも具体的な成果が求められるよう
になりました。さらにパリ協定以降の目標についても、世界の主要
国は、2050年頃にカーボンニュートラルを実現すると自主的に

リューションを届ける体制を構築します。
持続可能な社会の実現に貢献することが、未来の社会に必要と
される会社の条件です。当社は、現代社会を支えるのに必要不可欠
な素材、エンプラを供給するリーディングサプライヤーとして、その
ための課題解決に責任をもって取り組んでいきます。

代表取締役社長

コミットし、温室効果ガス削減の時間軸が国際的に共有された年に
なりました。
当社でも、温室効果ガスやその他の環境負荷を低減する取り組みを
中期経営計画として実行しています。この中で、ダイセルの持つ高度

05

しわく としお
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TOPAS ® COC が
「リサイクル可能材料」
としての認証を取得
増産体制を整え、

サーキュラーエコノミー実現に貢献
ポリプラスチックスの製品「TOPAS®COC」が、
リサイクル可能な材料であるとして第三者認証を
受けました。サーキュラーエコノミー（循 環 型
経済）実現に向けた意識の高まりを見せるヨー
ロッパ市場を中心に、プラスチックリサイクルの
ニーズにこれまで以上に応えていくことが期待
されています。

プラスチックとしてペットボトルなどのシュリンクラベルやスタンド
パウチに採用され、既にヨーロッパ各国で流通しています。サーキュ
ラーエコノミーが広く浸透しつつあるヨーロッパでは、リサイクルに

プラスチックリサイクルにソリューションを提供

最適である“ポリオレフィンモノマテリアル”（オレフィン系樹脂だけで

2020年にEU理事会で「特定プラスチック製品の環境負荷低減に

求められており、TOPASは欠かせない素材になりつつあります。

関わる指令」案が採択され、ストローやカトラリー（フォーク・ナイフ・

今回の認証は、TOPASが広義のオレフィン系樹脂であるPEやPPと

スプーン・箸ほか）など一 般 的に使用されている使い捨てプラス

ともにモノマテリアルとしてリサイクル可能であることを改めて客観的

チック製品の流通を2021年までに禁止することが決まりました。

に証明するものです。当社のTOPASを使用する各業界および、これ

さらに、2024年までにすべての包装材を対象に拡大生産者責任※

から使用を検討する企業に、第三者による客観的認証を受けた信頼

作られたもの）で軟包装材を製造することが製造業者や加工業者に

が制度として義務付けられ 、サーキュラーエコノミー
（循環型経済）

できる素材として、大きな安心感を与えることが期待されています。

の実現に向けた市場のプラスチックリサイクルに対する動きがこれま

また、関係当局にも、TOPASを含む製品が十分にリサイクル可能で

で以上に加速しています。そうした中で、TOPAS は「オレフィン系樹

あると証明することができます。

脂とともにリサイクル可能な材料」として第三者認証を受けました。
※ 拡大生産者責任：
生産者が製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで責任を負う
という考え方

CERTIFICATE

The company receives the certification of recyclability for the following plastic material.

The company receives the certification of recyclability for the following plastic material.

Designation

今回取得した認証が意味するもの
TOPASは、これまでも優れた透明性と高い安全性で医療や食品包装
他幅広い分野で使用されてきました。さらに、近年では、PEおよび

Cyclic Olefin Copolymers (COC)

Test result
LDPE Films, Fraction No. 310 (DE)

Recyclate (final product):

LDPE Recyclate

Assessment via path/specification:

Polypropylene, Fraction No. 324 (DE)

Recyclate (final product):

PP and MPO Recyclates

MPO flexible, Fraction No. 323 (DE)

Test standard / scope of application:
☒ Requirements and assessment catalogue of the institute cyclos-HTP for EU-wide certification (state 07.10.2019) /
Scope of validity according to nation states, see chapter 1
☒ DIN EN 13430 with regard to material recyclability in the post-use phase; also integrated
The following reference processes, materials and applications are taken into consideration within the certification process:
Detection as flexible PE packaging in state-of-the-art sorting plants
Recyclate use for injection moulding and blown film applications
Commercial PCR-based LDPE recyclate as reference
Test program based on APR test protocol FILMS1-BG01 with the use of PCR-based LDPE recyclate as reference

According to the CHI standard the plastic material is a valuable material in the tested
application and can be considered as:

Fully Recyclable for PE Film Recycling
(AT, DE, ES, FR, IT, NL, NO)

This certificate (No. 2171-2020-001719) is valid until the 31.08.2021 (1 year upon issue)
relating to the countries identified in the assessment report. This certificate will lose validity in
case of qualitative or quantitative changes of packaging components.
Aachen, dated 28.08.2020

Test standard / scope of application:
☒ Requirements and assessment catalogue of the institute cyclos-HTP for EU-wide certification (state 07.10.2019) /
Scope of validity according to nation states, see chapter 1
☒ DIN EN 13430 with regard to material recyclability in the post-use phase; also integrated
The following reference processes, materials and applications are taken into consideration within the certification process:





Detection as PP packaging in state-of-the-art sorting plants
Recyclate use for injection moulding applications
Commercial PCR-based PP recyclate as reference
Test program based on APR test protocol FILMS1-BG01 with the use of PCR-based PP recyclate as reference

According to the CHI standard the plastic material is a valuable material in the tested
application and can be considered as:

The certificate (No. 2171-2020-001719) is only valid in
conjunction with the 1 following pages of the report.

中核を担う製造拠点として、お客様に製品を提供していきます。

Dr. Roland Bothor

Institute cyclos-HTP GmbH
Maria-Theresia-Allee 35 - 52064 Aachen
phone: +49 (0) 241 / 949 00 - 0
fax:
+49 (0) 241 / 949 00 - 49

オーバーハウゼン
第1工場

(AT, DE, FR, IT, NL, NO, UK)

Dr. Roland Bothor

Technical supervisor of the investigations

Institute cyclos - HTP

左：PEとともにリサイクル
可能であることを示す
認証書

Fully Recyclable for PP and MPO Recycling
This certificate (No. 2171-2020-001720) is valid until the 31.08.2021 (1 year upon issue)
relating to the countries identified in the assessment report. This certificate will lose validity in
case of qualitative or quantitative changes of packaging components.
Aachen, dated 28.08.2020

Publicly appointed and sworn expert for the IHK for
packaging waste disposal
Competent authority: IHK Aachen

PPと同じ広義のオレフィン系樹脂であることから、リサイクルしやすい

Cyclic Olefin Copolymers (COC)

(with norbornene contents ≤ 50 mol% and ethylene contents ≥ 50 mol%)
As blend component or layer in PP-based packaging applications

Test result

Assessment via path/specification:

Dr. Joachim Christiani

量を 2 倍以上に増やすものであり、今後の TOPAS の安定供給の

Designation

(with norbornene contents ≤ 50 mol% and ethylene contents ≥ 50 mol%)
As blend component or layer in flexible PE-based packaging applications






建設します。新工場は年間2万トンの生産能力を有し、現在の生産

第2工場

Recyclability of Packaging Material
TOPAS Advanced Polymers GmbH
Am Prime Parc 9
65479 Raunheim

Advanced Polymers GmbH においては、オーバーハウゼンに
ある従来の生産工場の他に、2023年稼働予定の新工場をロイナに

ロイナ

CERTIFICATE

Recyclability of Packaging Material

TOPASへの供給ニーズが高まる中、ドイツ現地法人であるTOPAS

NEW

TOPAS が取得した第三者認証書

TOPAS Advanced Polymers GmbH
Am Prime Parc 9
65479 Raunheim, Germany

供給ニーズに応え2023年に第2工場を新設

Dr. Joachim Christiani

Publicly appointed and sworn expert for the IHK for
packaging waste disposal
Competent authority: IHK Aachen
The certificate (No. 2171-2020-001720) is only valid in
conjunction with the 14 following pages of the report.

Technical supervisor of the investigations

Institute cyclos - HTP
Institute cyclos-HTP GmbH
Maria-Theresia-Allee 35 - 52064 Aachen
phone: +49 (0) 241 / 949 00 - 0
fax:
+49 (0) 241 / 949 00 - 49

右：PPとともにリサイクル
可能であることを示す
認証書

CHECK POINT

TOPAS を利用した製品例
ヨーロッパ各国で流通しているペットボトルなどのシュリンクラベルやスタンドパウチなどの包装材には、

PE や PP のオレフィン系樹脂とともに、機能強化のためにTOPAS®COC が付加されているケースが多くあります。
今回取得した第三者認証は、これらの包装材も特定の廃棄過程においてオレフィン系樹脂とともにリサイクル可能で
あることを示し、ポリオレフィンモノマテリアル化、ひいては包装材のリサイクル促進に寄与するものです。

©2021 Taghleef Industries.
All Rights Reserved

©2021 CCL LABEL Industries.
All Rights Reserved

ペットボトルなどのシュリンクラベル
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スタンドパウチ
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High 2020

    

LAPEROS ® LCP
S475 グレードで
UL 追加認証取得

認証取得に向けて

場合と対比して物性が同等かどうか、物性試験を通して確認してい

スプルーやランナーは成形時に高熱やせん断（混合時や高速で射出
される時に材料にかかる力）などがかかるため、それらを再生材とし

LAPEROS®LCP 再利用へのニーズ

て使用すると、材料の品質に影響を及ぼす可能性があります。お客

LAPEROS®LCP は、薄肉・高流動性が特長で、スーパーエンプラ
の代表です。優れた耐熱性と機械的強度、薄くなればなるほどその

再生材比率 80% でも

強度が増すという特異な性質を持ち、高い寸法精度も誇ります。そ
の特性により、タブレット端末やスマートフォンなど、小型化が進む

製品の要求品質を実現

最新 IT 機器の超小型精密コネクターに多く利用されています。
通常、部品を成形する際には、付随する部品としてスプルーやランナー
が必要となりますが、これらは成形後には廃棄されます。製品の小型
化が進めば進むほど、スプルーやランナーの量が製品そのものの量よ

ポリプラスチックスでは、お客様からの資源の有
効活用へのニーズを受け、LAPEROS®LCP の
S475 グ レ ー ド に つ い て、
「再 生 材 を 総 量 の
80% 含んでもバージン材 ( 再 生 材を含まない
材料 )と同等の品質を持つ ( 物性を持つ )」ことを
証明する UL 認証※1 を追加取得しました。

りも多くなり、廃棄率が上がってしまうという課題がありました。

様からのご要望に応えるためには、再生材を含んでも安心して使っ
ていただける品質があることを確かめ、証明する必要がありました。
そこで当社は、
「再生材を総量の 80% 含んでもバージン材と同等の
品質を持つ（物性を発揮する）」ということを証明するUL の追加認
証の取得に踏み切りました。
追加認証にあたっては、認証に求められる品質を再生材比率 80%
でも実現することが可能かどうか、UL へ申請する前に社内で確認
する必要があります。
そのためにまずはバージン材で成形を行った後、再生材（高熱やせ
ん断などの負荷

資 源 の 有 効 活 用 へ の 社 会 的 な ニーズ の 高 まりも 背 景となり、

を経た 材 料）を

LAPEROSをお使いいただいているお客

スプルー

作製します。この

様から、スプルーやランナー部分を再生

再生材とバージ

材とし、製品成形時に使用する樹脂量の

ン材を規定量で

80%までその再生材を使えるようにした

※1 第三者製品安全 / 環境評価機関の UL による認証で、
北米向けの安全要求事項に製品が適合していることを示す証

混合した試験片

いというご要望をいただいていました。
成形品

ランナー

を成 形し、バー
イエローカード※3（UL認証の証明書）

ジン材100% の

きます。
このように、再生材での認証取得にあたっては、再生材を一度作る
必要があり、また試験結果もバージン材と対比する必要があることか
ら、バージン材で認証を受ける際よりも多くの工程が必要となります。
それらの手順を踏み、S475 グレードは無事に「再生材比率 80%
でも要求される品質を実現できる」ことを示す ULの追加認証を取得
することができました。

資源の有効活用と製品品質の両立を目指して
資源の有効活用に関する社会的要請は、今後より一層高まっていく
ものと思われます。
製品の品質保証の観点からいえば、バージン材のほうが容易かつ
確実に品質を保証することができます。しかし一方でお客様、ひい
ては社会からの資源の有効活用へのニーズに応えるため、より高い
再生材比率を持ちながら、なおかつ安心してご利用いただける高い
製品品質も同時に併せ持つ樹脂を提供していく必要があります。
今後も当社は、エンプラNo.1 のソリューションプロバイダーとして、
資源の有効活用と製品品質の両立に向け、今回のような認証取得
や新製品の開発・提案に積極的に挑戦し、持続可能で豊かな未来
社会の形成に取り組んでいきます。

CHECK POINT

UL の追加認証取得のプロセス※2
社内での確認

01

バージン材を用いて
成形品を作製

02

03

再生材を作製

規定量の再生材を
含んだ試験片を成形

04

燃焼性など
必要な物性を社内で確認
CHECK!

バージン材

バージン材＋再生材

成形品
成形品

再生材

試験片

試験片

UL への申請

01

02

03

書類提出

試験片を成形、提出

UL にて試験

04

品質基準をクリア
認証取得

CHECK!

バージン材＋再生材

書類

ULへ

試験片

試験片

イエローカード※3

※2 上図は一般的なプロセスの概念図であり、実際のプロセスは異なる場合があります。

09

※3 本キャプチャの情報は、2021 年 1月27日時点における情報です。画像はUL LLCの商標です。
イエローカードの最新の情報はこちらをご覧ください。https://iq.ul.com/ul/cert.aspx?ULID=499586（Product iQの閲覧にはユーザー登録が必要です）
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エンプラ事業



コロナ禍で TOPAS®COC の需要が増加
医療業界のガラス不足に貢献



サーキュラーエコノミー実現に向けた
エンプラ事業の考え方



新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、医療業界でバイアル（小瓶）用のガラスが世界全体で急
状況下、高純度でガラスのような透明特性を持つ当社の TOPAS®COC が、医療業界に大きく
貢献するガラス代替素材として注目され、特にワクチン用の包材として急増する需要に応えてい
ます。TOPASを使用したバイアルの試験も多数実施され、一部は商用化されています。TOPAS
はガラスのような透明特性に加え、他の物質との化学反応を起こしにくく（化学的不活性）各種
分析の障害にならないという点でも、世界中から注目を浴びています。新型コロナウイルスの収
束を願い、当社も製品で医療業界に貢献していきます。



世界中に広がるサーキュラーエコノミー推進の動き
モノを使い捨てることを前提とした経済から、使い続けることを前提と
した経済へ移行することを目指す「サーキュラーエコノミー（循環型経
済）」への関心が世界中で高まっています。循環型経済実現のためには、

の採用と、製造 - 消費 - 廃棄までのライフサイクル全体の省資源・省エ
ネが進めば、欧州や日本で掲げられている「2050 年までに実質温室
効果ガスの排出をゼロに」という目標に向けて、製造時を含めたラ



お客様からいただいた表彰

イフサイクル全体での温室効果ガスの更なる削減が見込まれます。
株式会社デンソー様

大きく分けて以下の 5つのように、サプライチェーンから消費者まで社
会全体の経済の転換が必要だと言われています。
（下図：①~⑤参照）

優秀仕入先賞

株式会社ハイレックスコーポレーション様

循環型社会構築に向けて

【総合賞】優良賞

全方位で取り組むポリプラスチックス

社会・地球環境保全への効果

「サステナブルな社会の実現」と「サステナブルな事業の拡大」の両立

こうした経済の転換により、エンプラを含む化石資源の原料またはエ

を目指したダイセルグループとして掲げる循環型社会の構築への貢献

ネルギーに用いる材料は、より長い時間社会で使用され、結果として

に向けて、当社でもエンプラ事業を通じ、“私たちができること、私た

埋立てや焼却ごみ量、不法投棄量の削減に繋がることが期待されま

ちがやるべきこと”（下図：1~3）へ、継続して積極的に取り組んでい

す。また、循環型経済により積極的な再生可能エネルギーおよび原料

きます。

Pick UP

当社独自の解析技術によりお客様の技術課題解決に貢献
2020 年 5 月、当社のお客様である株式会社デンソー様より、優秀仕入先賞を受賞しました。今回、当社独自の
Hole-Drilling Methodと呼ばれる解析技術により、デンソー様の技術課題の解決に大きく貢献できたことを踏
まえ、
「品質・コスト・供給のバランスが最も優れている取引先の 1 つ」としてこの大変名誉な賞をいただくことが
できました。今後もお客様に寄り添い、その期待に応えていけるよう、技術開発を行っていきます。

サーキュラーエコノミーの考え方と実現に向けた当社の取り組み
①バイオマス等再生可能エネルギー・
素材の浸透

TOPICS

②再利用可能な
耐久性のある製品と
長寿命部材の供給

原 料
産

⑤廃棄製品からの
分別による
リサイクル可能設計

生

リサイク
ル

エンプラのソリューション提供を通じて豊かな社会の形成に貢献する

速に不足し始め、これからのワクチンの開発や流通に大きな影響を与えかねません。このような

消 費

③製品利用者へ
メンテナンス等
付帯サービスの供給

1

再生可能な植物由来原料、メカ
ニカル /ケミカルリサイクルを有効
活用した研究と製品開発

さらなる技術支援に向けて オンラインサポートでお客様の製品開発をフォロー
当社では、お客様を24 時間 365日サポートするため、無料の会員制
オンラインテクニカルサポート「WEB＠TSC 」を開設しています。詳
細な物性情報などのさまざまな技術情報を提供するほか、製品に関

2

長寿命で耐久性の高い付加価値
製品の市場展開と、再利用を想
定した寿命予測技術の精度向上

するお問合せ、安全や輸出に関する各種証明書発行などにも丁寧に
対応しています。WEB 上でどなたでも気軽に受けられる本サービス

3

製造・流通時における積極的な温
室効果ガス排出削減と製品別削
減量の伝達手法を検討

年間 15,000 件以上の
ご要望・ご質問におこたえ

は、お客様からご好評をいただいています。

Client voice
④モノを所有せず
消費者がシェアする
社会への転換

世界 50 か国
30,000 人以上のご利用

お客様満足度調査より

■

WEBサイトから依頼した各種証明書の発行が迅速で助かりました。

■

サイトのサービスが他社と比較して使いやすく、必要な情報がすぐに手に入る
ところが素晴らしいと思います。

■

サイト上には掲載されていない物性情報についても、問い合わせると試験デー
タを元に回答していただけるので製品設計の際に役立ちました。
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環境との調和

ポリプラスチックスグループ環境基本方針を新たに策定
2020 年度 環境目標と活動実績

��

ポリプラスチックスでは、各工場を主体にグループ全体で環境負荷低減に取り組んでいます。本ページでは、今年度のトピックとともに活動実績をご紹介します。

環境負荷を低減し︑環境と調和した事業運営を図る

新たに策定したグループ環境基本方針に則り、中期経営計画で掲げた環境に関する中・長期の目標に向け、一層の環境負荷低減活動に取り組んでいきます。

ew
N

ポリプラスチックスグループ
環境基本方針

■ 2020 年度 活動実績
CO2 排出量の削減

Theme 1

ポリプラスチックスグループは、企業理念・グルー
プ行動憲章および CSR の考え方に基づき、製品

■ 中・長期 環境目標
省エネルギー活動

Theme 2

Theme 1

マレーシアのクアンタン工場では、これまで自社ボイラーで発生させた蒸気

クアンタン工場における蒸気調達方法の変更（左記）の効果などにより、

を利用していましたが、CO2 排出量の少ないエネルギー源を利用する他社か

2019 年度比 9.1% の省エネを実現しました。

の開発、生産、販売のあらゆる事業活動において

らの蒸気の調達に変更しました。この効果などもあり2013 年度比 27.9%

環境負荷の低減に取り組み、経済発展と地球環

削減を実現しました。

2022 年度までに

グループ
全体で

2020 年

目標

1. 環境関連法令等の順守

CO2 排出量 原単位

を

結果

2013 年度比 20.4% 減

2013 年度比

27.9% 減

目標

また、地球環境保全に貢献する製品・ソリューション

9.1% 減
グループ実績

0.71

2020 年度より
新目標設定

0.69

2020 年度より
新目標※2 設定

0.67

Theme 2

0.63

2022 年度までに

グループ
全体で

0.61

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 （年度）

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 （年度）

の開発・提供を通じて、環境問題などの社会課題の解
決に積極的に取り組み続けます。

の
化学物質（PRTR※3物質）
排出量削減

Theme 3

Theme 3

産業廃棄物量の削減

Theme 4

今年度は生産量の減少もあり、富士工場におけるPRTR 物質の大気中へ

埋立・単純焼却率の高かったクアンタン工場において、汚泥のリサイクル、

の排出は 2019 年度比 17.1% 減少しました。排出抑制のための設備導入

プラスチックフィルム・敷パッドのリサイクルを推進しました。高雄工場に

私たちは、製品の開発、生産、販売などあらゆる事業

などにより引き続き削減に向けた取り組みを行っていきます。

おいてもバグフィルターから発生する粉の燃料化をすすめ、今年度目標値

■ 省エネルギー活動の推進

² 排出の削減

■ 廃棄物の削減・再利用・リサイクル
■ 化学物質及び廃棄物の大気・水・土壌への

排出削減
■ 再生可能エネルギーの活用
■ 水資源の有効活用

目標

2020 年

2022 年度までに
PRTR 物質の大気中への
排出量を50% 減
（2019 年度比 富士工場）

結果

2019 年度比

17.1% 減

7,500

グループ実績

Theme 4

6,500

34.00

5,500

29.00

2020 年度より
新目標設定

5,000
4,500
4,000

グループ
全体で
2020 年度より
新目標設定

24.00

2019

2020

2021

2022

（年度）

14.00

埋立・単純焼却率

16% 未満
長期ビジョン
2030 年度までにグループ全体で

19.00

3,500

産業廃棄物の削減
2022 年度までに

39.00

7,000

3,000

グループ目標

44.00

8,000

50% 以上削減

18.4%

埋立・単純焼却率 (%)

富士工場実績

PRTR 物質排出量

（2019 年度比）

埋立・単純焼却率

結果

17.9% 未満

富士工場目標

PRTR 物質排出量 (kg)

6,000

4. 環境マインドの醸成

目標

埋立・単純焼却率

VOC の測定方法と
ベンチマークを確立
2022 年度までに

富士工場で

■ 環境負荷の定期的かつ定量的な把握
■ 気候変動緩和のための CO

グループ
全体で

を若干上回りましたが、埋立・単純焼却率が 18.4％まで減少しました。

境の保全に積極的に努めます。

大気汚染物質の
排出削減
2022 年度までに

3. あらゆる事業活動における
環境負荷低減
活動において、以下の取り組みをはじめとして地球環

1% 以上/年 削減

（2019 年度比）

0.59
0.57

省エネルギー活動
エネルギー原単位

0.65

1.25
1.15

2030 年度までにCO2 原単位で
26％以上削減（2013 年度比）

グループ目標

エネルギー原単位

1.35

通じて循環型経済の発展に貢献します。

2019 年度比

0.73

1.45

私たちは、製品を通じて社会の利便性を向上させると

結果

2019 年度比 1% 以上削減

グループ実績

1.55

ともに、お客様の製品の小型化・軽量化・長寿命化を

エネルギー原単位を

グループ目標

CO2 排出量 原単位

1.65

2. 製品を通じた環境への貢献

21.5% 削減
長期ビジョン

2020 年
※1

1.75

CO2 原単位

（2013 年度比）

境保全の両立を目指した持続可能な社会の実現
に貢献していきます。

CO2 排出量の削減

ゼロ・エミッションを達成・維持
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 （年度）

※1 単位生産量当たりの排出量・使用量・発生量 ※2 中・長期環境目標を見据え、2020 年度より新たな目標を設定
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※3 Pollutant Release and Transfer Register の略
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環境との調和

RFIDを用いた原料管理で製品品質・業務効率向上
環境負荷低減にも寄与



地球環境に優しい
製品輸送を目指して



環境負荷を低減し︑環境と調和した事業運営を図る

富士工場操業５０周年の節目を迎えた 2018 年より、未来の富士工場のあり方を策定し、その姿の実現に向けた施策を考案・実施する「富士

富士工場では、物流会社とともに製品輸送プロセスにおける CO 2 排出量を抑える活動を積極的に展開しています。新型コロナウイルスの影響を

工場再構築プロジェクト」が稼働しています。今年度はその一環として RFID を用いた原料管理システムを導入しました。

受けて需要の大幅な減少があったものの、その後の急激な需要回復により緊急出荷などの個別配送が増えました。その結果、輸送のエネルギー
効率を表すエネルギー原単位指数は、前年度比 103%と上回ることになりましたが、全体配送距離の短縮、トラック戻り便による輸送の活用、
モーダルシフトなど CO 2 排出量削減に向けて積極的に取り組んでいきます。

原料管理への RFID の導入

※
RORO 船（ローロー船）
による輸送

今年度は、富士工場再構築プロジェクトの課題の 1つである「原料管理による製品品質向上・業務効率化」に

?

向けて取り組みました。具体的には、以下の４点を目指すものです。
製品品質向上
●

●

CO2 排出量削減の観点からは鉄道、船舶、
トラックの順にCO2 排出量が少なくなります。

RFIDとは

当社も鉄道による製品輸送に積極的に取り組んでいましたが、一昨年の大雨などの影響
で鉄道による輸送が難しくなったこともあり、代替的な手段として RORO 船を積極的

業務効率化

原料の誤投入防止

●

原料トレーサビリティの確保

●

に活用し始めました。このRORO船による製品輸送のエリア拡大も検討しています。

人の手によるチェックをなくしてミス防止

※ 貨物を積んだトラックやトレーラーをそのまま運べる船舶。
（正式名称は「ROLL-ON ROLL-OFF 船」。）

自動チェック機能による作業時間の短縮、チェックリストの解消

この実現に向けて、RFIDを用いた原料管理システムを導入しました。原料を搭載したパレットにRFIDタグを貼付し、

帰り便の活用

工場の各所に設置したアンテナやハンディターミナルで情報の読み取り・書き込みを行い、そのデータを各種

これまで富士工場では、中部地方への一部の小口配送に宅配便を利用していました。
今年度は、同じ中部地方から富士工場に原料を運送してくるトラックの帰り便に着目

システムと連携させることでリアルタイムでの原料在庫情報の把握が可能になるシステムです。
RFID（Radio Frequency

環境負荷低減への貢献

Identification）とは、専用

これにより、製品品質と業務効率の向上が期待できるだけでなく、原料の誤投入によって発生してしまう製品廃棄

のタグのメモリに記録され
たデータを、スキャナを用い

（廃棄物）
の削減、ペーパーレス化による紙書類削減などの環境負荷低減効果も期待できます。

て読み書きするシステムを

ポリプラスチックスは今後も、生産を高度化し品質の高い製品をお客様のもとへお届けすること、またその工程

指します。

における環境負荷を低減していくことを目指します。

（画像は富士工場での使用例）

し、これを活用して小口配送を行うことで、配送の効率化を実現しました。小口配送
を減らすことは配送距離の削減につながるため、今後も帰り便を積極的に活用してい
きます。

配送距離の短縮
これまでは、原料樹脂を中部地方の外注先で加工した後、一旦富士工場へ戻して、
関東のお客様へ再度輸送していました。今年度は、この配送ルートを見直し、富士工
場へ戻さず関東のお客様へのダイレクト輸送に変更することで、配送距離を短縮しま
した。配送距離の短縮は、CO2 排出量の削減につながります。今後も配送ルートの

RFID を用いた原料・生産実績管理システムとその成果

01

02

倉庫保管および
工場内運搬時

原料受入時

タグ情報をレシーバーが受信
リアルタイムで在庫状況を確認

03

04

小分け現場

原料投入・出荷時

RFIDタグから読み取った情報で
ラベルを生成



各生産工程で RFIDタグの情報を
認識し、原料を使用

RFID
RFIDタグ
サーバー

倉庫

ラベル

製品品質・業務効率向上
●

原料の誤投入防止

●

原料在庫のロケーション可視化

●

製品トレーサビリティの精度向上

●

人の手によるチェックをなくし業務ミス防止

●

チェックリストなどのペーパーレス化による業務効率化

指示盤

RFIDタグ

スキャナ

原料の誤投入によって発生する製品廃棄

（廃棄物）の削減
●

当社では協力会社を含めたグループ全体での労働災害ゼロを目標に掲げ、従業員の安全意識の向上に取り組んでいます。

グループ目標と結果

環境負荷低減にも貢献
●


目
標

協力会社を含めた

※

休業災害
不休災害

温室効果ガス排出量の削減を念頭に、VOC（揮発性
（OIR）

0.6
0.5

10

TOPICS

2
0

DBJより「環境への配慮に対する取り組みが先進的」と評価を受けました
2019

中国 VOC 規制の強化に伴う検知機の追加設置

OIR = 0.33

12

4

TOPICS

5件
2件

（件）

0.4

OIR

6

15

未達

≦0.07

8

2020 年 3月、当社は株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が開発した、企業の環境経営度を評点化する

結
果

休業・不休災害ゼロ
OIR

ペーパーレス化による紙書類削減

スクリーニングシステム（格付システム）において、
「環境への配慮に対する取り組みが先進的」と評価されました。

働くすべての従業員の安全意識を醸成する

RFIDタグ

労働災害ゼロに向け、
グループ全体で安全活動を実施

安全

RFIDタグに原料の情報を
書き込む

最適化に努めていきます。

2017

南通工場にガス検知器を追加設置し、VOC ガスなどの
漏れを即座に発見し、処理できるようになりました。

0.3
目標値
0.07以下

災害
件数

2016

有機化合物から発生するガス）の検知および警報に関
する中国政府の基準が強化されました。これに伴い、

2018

2019

2020（年度）

0.2
0.1
0.0

今年度は残念ながら、7件の災害が発生してしまいました。災害発生時には、現場
での緊急の対応はもちろんのこと、恒久的な対策の検討、再発防止に努めています。
※ 労働災害の発生率を表す安全指標。延べ労働時間20万時間当たりの休業・不休業負傷者数を示す
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才能豊かな魅力あふれる人財の創出



ナショナルスタッフによる
海外グループ会社のマネジメント体制のさらなる充実
ポリプラスチックスでは、多様な属性（性別、国、年齢など）を
超えて魅力的に自己を実現できる職場環境づくりの一環として、
海外グループ会社の自律とナショナルスタッフによるマネジメン
ト体制の構築に取り組んできました。





働き方を変える仕掛けづくりと

富士工場再構築プロジェクトにおける

コミュニケーションを活性化させるオフィス環境

F-BASE の役割
「富 士 工 場 再 構 築 プ ロ ジェクト」
（p.15 参 照）の 要 の 1 つ で ある

これまでの富士工場は、部門ごとに執務スペースが分けられ、建物

既に海外グループ会社のトップマネジメントとして活躍している

F-BASE が、2020 年 12 月に完成しました。

の構造上、部門を超えた連携や世代を超えたコミュニケーションが

ナショナルスタッフは存在しますが、彼らに加えて、今年度も海

F-BASE は、
「富士工場における英知の結集や外部とのコラボレー

とりづらい側面がありました。F-BASE はこの課題を解決するため、

ションの促進」という役割の実現のため、さらには人財育成とダイバー

ワンフロアに各部門を集約し、フリーアドレス席や議論をしやすいス

シティ促進のためにも、レイアウトや設備に工夫を凝らし、人と人が

ペースを設けることで、従業員の活発なコラボレーションを生み出す

ズにきめ細かく応えていくことや、国ごとに異なる外部環境を深く

ふれあえる場を多数創出しています。

工夫をしています。コミュニケーションを大切にしながら、自律した

理解した事業運営を可能にし、結果としてナショナルスタッフのさ

働き方を実践できる新たなワークスペースとして、これからの従業員

らなる活躍の場が増えることに繋がると考えています。

を支えていきます。

達成度

人財活用を通じて才能豊かな魅力あふれる人財の創出に貢献する

外現地法人の社長がナショナルスタッフから誕生しました。
マネジメントの現地化を促進することは、現地で働く従業員のニー

F-BASE
建設

海外現地法人で社長に就任したナショナルスタッフ
2003 年 4 月に PTM の南通工場建設時の最初の従業員としてPTM のメンバーの一員となり、これまで人事総
務部、ESH（環境・安全・衛生）部ならびに工場長、副社長を経て、この度 PTM の社長に就任できたことを大変
光栄に思います。中国では近年、政府が化学工場を念頭に置いて安全性の向上、環境保護、省エネに関するさ
まざまな法律を制定しました。このような環境の中で工場の安定的な稼働を維持していくためには、会社だけで
なく従業員全体が会社を取り巻く環境の変化に敏感に対応していく必要があります。従業員と会社が共に成長し
ていくために、私自身が従業員の良い模範となり、お互いを信頼し生産性の高いチームを作り上げていくことが、
私の役割だと考えています。
氏名：Walter Dong

これからの働き方を支える
新たなワークスペース F-BASE が始動

会社名：PTM Engineering Plastics (Nantong) Co., Ltd. Polyplastics (Nantong) Ltd.

技術開発
海外展開

英知の結集
生産ミエル化
品質向上

スマート化で業務効率 UP・ゆとりを作り、
F-BASEで英知を結集し、さらなる技術革新へ進む

フェーズ 1
2018年

※

ゆとり・
ベース作り

プラン
策定

生産革新

E
現在

フェーズ 2

2019年

フェーズ 3

フェーズ 4

2021年

スマート化・自動化で効率UP
革新の基盤づくり

時間

2025年

チーム力強化・英知の結集と
高度な解析力の融合

新技術・プロセス開発
による生産性革新

役職：総経理

多様な人財の活躍に向けた研修制度

コラボレーションを活性化させる仕掛け
マネージャーゾーン

グループ新任幹部職研修
新たに幹部職になった従業員に対して、互いの多様性を理解・尊重してグローバルに活
躍するためのスキル獲得と人的ネットワーク構築を後押しする目的で、全グループ共通
のプログラムによる研修を実施しています。

ワンフロア

マネージャーゾーン

各部門をワンフロアに集約、

座席の高さを工夫し、

さらにフリーアドレス席で

立場を超えて意見を交わし

自然な連携を誘発

やすい作りに

ソリューションフィールド
＆ハドルポイント

F-CAFÉ

LIFO※を用いたマネジメント研修
台湾で、各人の強みとスタイルに焦点を当てるLIFOという手法を用いたマネジメント研
修を管理職に対して実施しました。この効果もあり、2020 年度の従業員意識調査では
従業員満足度が 27.3% 向上しました。
※ LIFO： Life Orientations

働きやすい環境づくり
当社は、多様な人財が活躍でき、幸せを感じながら働
くことができる会社になることを目指しています。

「DBJ 健康経営（ヘルスマネジメント）格付」融資で
最高ランクの格付を取得しました
2020 年 12月、日本政策投資銀行（DBJ）が「健康経営格
付」の手法を導入した世界で初めての融資メニュー、
「DBJ

その基盤として、有給休暇を取りやすい仕組みづくり、

健康経営（ヘルスマネジメント）格付」融資において、従業員

復職・再雇用制度、育児・介護制度といった各種制度

の健康配慮への取り組みが高く評価された結果、最高ラン

の整備を行っています。

クの格付を取得することができました。
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進しています。2019 年度の育

83.0%

100%

女性

2019 年度 日本全国平均

児休暇取得率は女性 100％、

0

20

40

60

障がいのある方々が安心して
働ける環境づくりに努めてい
雇用率は、2.39%でした。今

73.3%

男性

障がい者雇用率

ます。2020 年度の障がい者

7.48%

男性 73.3％に達しました。
出典：厚生労働省
令和元年度雇用均等基本調査

スペース

2019 年度 日本全国平均

育児休暇取得率
育児休暇の積極的な取得を推

集中したいときに利用できる

打ち合わせに発展したら
ソリューションフィールドへ

ソリューションフィールド
＆ハドルポイント

TOPICS

気分や視点を変えたいとき、

立ち話ならハドルポイント、

後も積極的に採用を進めてい
80

100（%）

きます。

（%）
今年度
2.6
2.5
法定雇用率 2.2%
2.4
2.43%
(2018 年度〜)
2.3
2.2 法定雇用率 2.0%
2.1 (〜2017 年度 ) 2.26%
2.0
1.9
1.8
1.72%
2017

2018

2019

2.39%
法定雇用率 2.3%
(2021 年 3 月〜)

2020 （年度）
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社会貢献活動

グループが連携した「CSR ネットワーク」により
CSR 活動を活性化



クアンタン

ポリプラスチックスグループという企業市民として︑社会を良くする機会を提供する

CSR 活動をグループ全体で強化していくための「CSR ネットワーク」

CSR
NETWORK

工場で使わなくなった機器を教育機関へ寄贈

次世代育成
マレーシア・クアンタン工場では、社内で使わ

ポリプラスチックスでは、海 外 現 地 法 人を含むグループ全 体で

なくなった射出成形機や分析機器などを教育

CSR 活動に取り組んでいます。これまでもグループ各社が主体的

機関へ寄贈しました。これらの機器は産業用途

に CSR 活動に取り組んできましたが、今後はさらに質・量ともに

での使用は難しくなったものの、教育用として

充実させた活動を行っていくため、各社の CSR 担当者を繋ぐネッ

は十 分 機 能するものです。この活 動を通して、

トワークをつくりました。このネットワークを通じて、本社とグルー

次世代の育成に貢献できればと考えています。

プ会社、そしてグループ会社同士の間での知識共有や情報交換を
スムーズにし、活動強化に繋げる目的です。
また、社会貢献活動の実施においては、ネットワークに所属する担
当者が各拠点において活動の旗振り役を担い、
「地域共生」
「次世
代育成」
「マインド支援」の３つの分野で活動を行っています。

富士

次世代育成の取り組み

次世代育成

社会貢献活動の 3 つの分野

日本では近年、子どもが「ものづくり」に接する機会が減っています。

地域共生

世界中の従業員が、自分たちにできる活動を通じて地域の豊かさに貢献

次世代育成

未来を担う子ども達に、当社らしい取り組みを通じて育成機会の場を提供

マインド支援

各拠点で、従業員のボランティアマインドを後押しできる活動を推進

CSR
NETWORK

今年度の社会貢献活動の
うち、CSRネットワークの
活 動目標にあたるものに
マークを付けています。

製造業を営む当社としても、将来のものづくりを支える次世代の育成に協力したいと考え、地域の児童・生徒向けの教育活動を行っています。
今年度は、富士商工会議所のコーディネートのもと、静岡県立富士東高等学校・富士市立吉原北中学校における職業講話を実施しました。
また、富士市立富士南小学校の生活科学習の受け入れにも協力させていただきました。

CSR
NETWORK

ファーミントンヒルズ

地域の川の水質・微生物調査を支援

地域共生

富士東高等学校

吉原北中学校

富士南小学校受け入れ

2020 年 10月と2021 年 1月、アメリカ・ファーミントンヒルズ（ミ
シガン州）の拠点の従業員が、オフィス近隣を流れるルージュ川の昆
虫調査に協力しました。これは、川の状態を監督するNPO 法人が水

ロイナ

質調査のために行っている活動です。
調査当日は、従業員が川底から取得した沈殿物をトレイに分けまし
た。そこから昆虫（無脊椎動物）が採集され、分類されました。採集

CSR

上海

NETWORK

小児がん患者と家族を
支援する機構に寄付

オフィスビルの
ごみ分別コンテストで受賞

された生物は、環境変化と人間の活動が水に及ぼす影響を調べるた
めにNPO 法人によって分析されます。そのデータは、文献作成や今

地域共生

後のイベントの企画にも使われます。
水はどの地域においても、環境を維持するために重要です。ルージュ川
流域にオフィスをかまえる企業として、河川の水質を知ってその維持に
協力するとともに、私たちの事業が川の水や生態系にどのような影響

PolyUS から参加したボランティアが

2つめの地点で調査中

昆虫を分け、確認している様子

を及ぼしうるのかを理解することも非常に大切なことと考えています。
担当者のコメント
PolyUS
Jolene Kijorski
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この活動は、自然と繋がり、人間の行動が水に及ぼす影響を知るとても良い機会になりました。小さな行動ですが、地域
の河川流域と、水質保全の啓蒙にも使われるデータ収集に貢献でき、嬉しく感じました。今回の参加者は従業員 2 人と

マインド支援

ドイツ・ロイナ工場では、従業員か

中国・上海の拠点では、従業員がオフィ

らの発 案で、地 域にある小 児がん

ス内で積極的にごみの分別に取り組んで

患 者と家 族 を支 援 する組 織 へ 約

います。今年度は、オフィスの入居するビ

2,000 ユーロを寄付しました。この

ルで開催された『ごみ分別コンテスト』に

寄付金は、長期治療を終えた子ども

おいて「環境賞」を受賞することができま

達のレクリエーション費や玩具の購

した。

入、子どもをがんで亡くした家族の
サポートなどに使われる予定です。

その家族でしたが、今後より多くの参加者が集まるよう努めたいです。
20



CSR

台湾

個人の
社会貢献活動を支援

当社では、法令や社会的規範を順守して事業活動を行うことを重視し、全従業員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上につながる多彩

マインド支援

な視点から活動を推進しています。今年度はグループ共通の活動に加え、独自のプログラムに取り組むグループ会社もみられました。

香港の拠点では、従業員から募った

高雄市が主催した障がい者支援のボ

衣類や靴など 4 袋分を地元のチャリ

ランティアへ台湾の従業員 10 人が
参加し、障がいを持つ方々とともに

ティ団体へ寄贈しました。

「コンプライアンスフォトコンテスト」を実施

バーベキューを楽しみました。支援
を必要としている方々をサポートする

例年 8 月にグループ全体でコンプライアンス強調月

貴重な体験ができました。

間を設け、コンプライアンスの重要性を再認識する

「外部からのリベート受領」の
場面を演じた1枚が優秀賞を受賞

とともに、その実践・定着に取り組んでいます。

コロナ禍でも、私たちにできることを

今年度は、コンプライアンス強調月間の中で、グルー
プ会社の地域事情や会社の特性に応じたプログラム

今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、従業員が集まって行う社会貢献活動は実施を断念せざるを得ない
ものが多くありました。しかしポリプラスチックスでは、
「従来よりも規模が縮小したり内容が変わったりしても、活動
を継続することこそが重要」と考え、オンラインや自宅でできる活動に切り替えるなどの工夫により、コロナ禍において
も自分たちができることに引き続き取り組んでいます。今年度のそうした活動の一例をご紹介します。

日本国内



コンプライアンスを重視し︑社会的に公正な事業運営を行う

ポリプラスチックスグループという企業市民として︑社会を良くする機会を提供する

マインド支援

障がい者支援
ボランティアに参加

コンプライアンス意識の浸透・向上のために
全社の取り組みに加え、独自プログラムを実施

コンプライアンス

社会貢献活動

香港

NETWORK

を実施するため、グループ共通のもの以外に各社オ
リジナルのプログラムを追加で実施しました。
ドイツの TAP 社とPolyEU 社は、コンプライアンス違
反に対する個人の意識を高めることを目的として、2
社合同でコンプライアンスフォトコンテストを実施しま
した。従業員から、職場で発生しかねないコンプライア

コロナ禍における「もったいない大作戦」

ンス違反を表現した写真を募り、優秀賞を決めました。

優秀賞として贈呈された
食事券で会食

マインド支援
従業員の家庭にある使わない物品を集めて寄贈する「もったいない大作戦」を、
3 年連続で実施しました。例年はイベントにおいて物品を集め、NPO 法人 もっ

「3 線ディフェンス」の導入により、コンプライアンス体制を強化

たいないジャパン様を通じて必要とされる方へ寄贈していましたが、今年度は
新型コロナウイルスの影響でイベントが開催できなくなってしまったため、各拠

内部統制において広く用いられる３線ディフェンスの考え方を、コンプライアンスに取り入

点に設置したボックスで集めるよう変更しました。募集する物資についても

れました。３線ディフェンスとは組織を現業部門、管理部門、内部監査部門の大きく３つに

NPO 法人と相談のうえ、この状況下において発展途上国で特に求められてい

分類し、それぞれがその役割に応じたディフェンス機能を果たすものです。今年度は、コン

る石鹸などの品目を新たに加えました。また、従業員にも、そうした受け入れ先

プライアンス上のリスクが高い３分野（品質不正・下請法・ハラスメント防止）について、３線

のコロナ禍での事情について理解を深めて支援に一層興味を持ってもらうた

ディフェンスを導入しました。

め、NPO 法人からお聞きした寄贈先の現状を、読み物にまとめ全社へ発信しま
した。これにより石鹸を含む 9 箱分の物資を寄贈することができました。

ムンバイ・
チェンナイ

CSR
ムンバイとチェンナイの
大学で WEB 職業講話

NETWORK

次世代育成

ファーミントン
ヒルズ

CSR
各家庭での
リサイクルを推進

NETWORK

3 線ディフェンスの導入により、部門ごとの 3 つの役割を明確化

マインド支援

例年、地域の学校で出張授業を行っていましたが、今年度は

当初はオフィスにおけるリサイクル推進を予定していました

WEB セミナーという形式で、インドのムンバイとチェンナイ

が、従業員が在宅勤務となったため、各家庭における個人の

にある大学の学生に向けて、自動車分野における当社技術

リサイクルを呼びかける活動に切り替えて実施しました。

の導入事例などをご紹介する職業講話を行いました。

メキシコシティ

CSR
各自の社会貢献活動
事例の知識を共有

NETWORK

マインド支援
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香港

CSR
NETWORK

個人でできる社会貢献
活動について情報を共有

マインド支援

社内の定例会議の時間を活用して、従業員が各自で取り組

個人で取り組むことのできる省エネ活動などの社会貢献活動

んだ社会貢献活動について発表し、情報交換しました。

について紹介する場を設け、情報を共有しました。

第 1 のディフェンスライン

第 2 のディフェンスライン

第 3 のディフェンスライン

現業部門

管理部門

内部監査部門

コンプライアンス
リスクオーナーとして
リスクコントロールを行う
●コンプライアンス

リスクの抽出
●当該リスクに

対する対策活動

第１のディフェンスラインの監視

合理的な保証を提供

● 適切に PDCA がなされているか

● 独立した立場で

チェック
● 適宜、第 1 線への

チェック

教育実施
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