〈商標帰属先の表示〉
DURACON ® 、ジュラコン ® 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。
DURANEX ® 、ジュラネックス ® 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。
RENATUS ® 、レナタス ® 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。
DURAFIDE ® 、ジュラファイド ® 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。
LAPEROS ® 、ラペロス ® 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。
TOPAS ® 、
トパス ® 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。
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。
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。
PLASTRON ® 、プラストロン ® 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。

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

Polyplastics
CSR REPORT
2022

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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世界のものづくりを“エンプラ”で支える。

会社概要
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］

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チック
（エンプラ）専業メーカーです。

資 本 金 ｜ 30億円

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。

代 表 者 ｜ 代表取締役社長

株

主 ｜ 株式会社ダイセル
塩飽 俊雄

従業員数 ｜ 2,239人（グループ連結）

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、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い素材となっています。

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

ポリプラスチックスグループは、世界13の国と地域、計32拠点に及ぶネットワークを活かして、世界中のお客様にエンプラと技術を提供しています。

編集方針
本レポートでは、当社が2021年度に行った活動を報告しています。
本レポートは「従業員」を「ポリプラスチックスグループで働くすべて
の人」を指す単語として使用しています。また、私たちはエンジニア
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研究開発・技術サポート
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拠点

対象期間

2021年4月1日〜2022年3月31日

拠点

対象組織
ポリプラスチックスグループ

アメリカ

ソウル

広州

ファーミントンヒルズ

日本

深圳
南通※

Contents

東京

香港

オーバーハウゼン

います。

韓国

上海

ラウンハイム※

19

拠点

中国

ドイツ

リングプラスチックのことを、親しみを込めて「エンプラ」と呼んで

販売

富士

ロイナ

メキシコ

名古屋

台北

ケレタロ

大阪

高雄
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インド

ASEAN

デリー

シンガポール

パトゥムターニー

ムンバイ

クアラルンプール

ジャカルタ

チェンナイ

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
生産拠点
販売拠点
駐在員事務所

海外従業員の割合

55

ポリアセタール

%

DURACON POM
®

バランスの取れた機械特性と
抜群の摺動特性

01

連結売上高

1,698

連結営業利益

215

億円

※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。

2022年3月末時点

ポリフェニレンサルファイド

液 晶ポリマー

優れた電気特性と高信頼性で
電子デバイス・電装品に

リニア型ポリマーで
高い靭性と耐衝撃性を実現

エンプラの常識を超えた薄肉流動性
スーパーエンプラの代表

DURANEX PBT

DURAFIDE PPS
®

09

“ 生産性をさらに上のステージへ”
ダイセルとのシナジーにより加速する
富士工場再構築プロジェクト

11

エンプラ事業

13

環境との調和

17

人財の創出

19

社会貢献活動

22

コンプライアンス

億円

ポリブチレンテレフタレート
®

バイオマスを活用した
「DURACON® bG-POM」の生産を開始

LAPEROS LCP
®

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

長繊維強化熱可塑性樹脂

優れた透明性と高い安全性で
医療・食品包装分野に

熱硬化性樹脂に匹敵する
高い耐熱性と優れた電気特性

剛性と高い衝撃強度を兼ね備え
樹脂化領域を拡張

TOPAS COC
®

RENATUS PET
®

PLASTRON® LFT
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エンプラでカタチ造る
未来につながる豊かな社会

持 続 可 能 で 豊 かな未 来 社 会 へ

企業理念に掲げる
「エンプラ事業を通じた豊かな未来社会の形成」が
私たちの CSR（企業の社会的責任）です。

C S R 活 動 を 加 速 させる S D G s

SDGs やカーボンニュートラルをはじめとする

ポリプラスチックスグループの CSR の考え方に基づいた

グローバルな社会的要請にも積極的に向き合いながら

カーボン
ニュートラル

「事業活動」と「社会貢献活動」の2つの側面から

CSR を推進していきます。

CSR 活動
事業活動

経営理念
企業理念

基本とする価値観

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
あふれる人財の創出と、Innovation に

1.「 Polyplastics-Way 」というお客様との価値創造活動

よる豊かな未来社会の形成に貢献する

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

03

常にお客様に最も近いところに立ち、お客様の求めるニーズをお客様の心で捉え、
最高の技術力とサービスで期待以上の価値を提供し続ける。それによって、お客
様との強い信頼関係を構築し、共に成長・発展していく。こうした価値創造活動
を「Polyplastics-Way」と呼び、私たちの大切にする基本的な価値観とする。

2.「 Polyplastics-Family 」と呼ぶ最良のチームワーク
一人ひとりを大切な存在として認め合い
（個性と多様性の尊重）、全従業員の
相互信頼と協調の精神をベースとしたチームワークを重んじ、同時に、常に
進化を求めるチャレンジ精神に溢れる集団。この集団を「Polyplastics–
Family」と呼び、私たちの大切な価値観とする。

活動を行う上で、SDGs を「達成すべき指標の1つ」と位置
づけ、その考え方を取り入れることで、CSR 活動をさらに

サーキュラー
エコノミー

推進・強化しています。

持続可能で豊かな未来社会の形成を目指し、
「事業活動」および「社会貢献活動」の2つの側面から
以下の分野で CSR に取り組みます。

事業活動そのものにより社会に貢献する

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貢献する

環境との調和

環境負荷を低減し
環境と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

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

コンプライアンス

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

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
事業活動の基盤となる地域の豊かさに貢献する ［地域共生］
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 ［次世代育成］
● 従業員の自発的意思による社会貢献活動を支援する ［ボランティ
アマインド支援］
●

社会貢献

●
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持続可能な社会に向けて

持続可能な社会の
実現に向け、

変 化を力にかえ
革新的な

エンプラソリューションで
未来が求める基準に
応えていく
ポリプラスチックスは

（2018年度基準、自社排出分）
【目標①】
と、ポリプラスチックス独自

環境負荷低減を意識した生産体制を強化

の目標として、2030年度に GHG 排出量を原単位で46% 削減
（2013

2021年度も、ポリプラスチックスを取り巻く環境に多くの変化が起こ

としています。

りました。

目標①は、社会的要請に対応するものです。国際社会および国の期

社会の変化としては、特に環境面で、多くの国が具体的な数値目標

待値として、企業が排出する GHG を2030年までに半減させることが

を掲げ、持続可能なエネルギーや循環型経済の導入、モビリティの

求められています。当社は、供給能力の増強を進めることによりGHG

電動化や自動運転の導入などに関するコンセンサスが形成されてき

総排出量が増加しますが、これに対し、エネルギー転換、プロセスの

ました。当社内の変化としては、リモートコミュニケーションやそれを

効率化、革新的技術の導入の3つの手法を用いて増加を抑制します。

年度基準、Scope3の一部である原料由来の CO2を含む）
【目標②】

支える通信技術の革新、IoT や AI の活用、部門横断での業務プロセ

さらに、ダイセルグループ全体で同様の努力をすることで、グループ全

スのデジタル化が進みました。

体の削減努力が当社の能力増強による増加を相殺して、GHG 半減

私たちは、この変化を受け入れ、さらに前に踏み出したいと思います。

を実現する計画です。

この過程で生じる困難を乗り越え、ソリューションを提供する力を得

目標②は、お客様のニーズに対応する目標です。エンプラの製造に伴

るためにも、誰もがしあわせに働ける会社をつくることが必要だと思い

い排出される CO2は、お客様製品の GHG 排出量にカウントされるた

ます。この考えを中期経営計画にまとめました。

め、原料由来の CO2も含めて樹脂別排出量原単位で GHG を削減し

また当社は、ダイセルの100％子会社となった後、3つの新プラントを

ます。2021年度に主要製品のライフサイクルアセスメントを行った結

建設する決断をしました。いずれも2024年度の商業運転を目指して

果をもとに、原料サプライヤーの協力を得て計画を進めています。目

います。

標①の努力に加え、サステナブルな原料を導入することで達成できる

まず、欧州型の循環型社会実現のために、
ドイツ・ザクセンアンハル

と考えています。

ト州で COC の第2プラントの建設を進めています。COC はそのリサイ
クル性が評価されており、プラスチックのサステナブル化において重要
な役割を担う樹脂です。例えば、PET ボトルのリサイクルについては、
シュリンクラベルを COC によるポリオレフィン素材に変え、回収後の

エンプラは未来社会の実現に不可欠
だからこそ高いハードルに挑戦していく

ダイセルの100% 子会社として

洗浄工程で PETとラベルを比重差で分離し、リサイクル品質を高め

エンプラは、未来の社会に必須の素材です。例えばモビリティの分野

る仕組みの導入を目指しています。

では、電動化や化石燃料車の段階的廃止は世界的コンセンサスです

新たな成長戦略のスタートを切りました。

POM については、中国の環境政策に協力し、揚子江沿岸の江蘇省

が、人には移動が必要なので、自動車そのものをなくそうという議論

南通市のプラントを2024年までに停止し、そのタイミングで内陸側

はありません。また、あらゆるモビリティにはエネルギー効率化のため

に最新型プラントを建設することで、能力拡大と環境負荷の低減を

の軽量化、そして安全性が求められます。モビリティを軽量化する、

世の中も自社を取り巻く環境も
大きな変化を迎える中、

同時に実現しつつ、中国経済のニーズに応えます。また昨年マレーシ

人に頼らずセンサーで周囲を監視し高度な安全や自動運転を実現す

エンプラ No.1のソリューションプロバイダーを目指し、

アのクアンタン工場では、バイオマスを活用した POM の生産を開始

る、モビリティを通信でつなぎ遠隔で動かすなど、未来のモビリティ

しました。バイオマスあるいは CO2回収から作ることのできるメタノー

の実現には技術開発が必要で、そこには常にエンプラが必要です。

ルを原料としている POM は、エンプラでは最もサステナビリティに対

エンプラを使わず未来を実現することは不可能だと考えます。

応しやすい樹脂と言えます。その可能性を現実化するために、今後も

だからこそ、エンプラは未来社会が求める基準に応えるものでなけれ

サステナブルな POM の生産を拡大していきます。

ばなりません。環境目標の大幅な見直しは、未来社会に必要とされ

そして IoT や次世代通信を支える LCP は、台湾の高雄工場に新ポリ

るエンプラが、未来社会で受け入れられるために越える必要がある

マープラントを建設中です。高雄工場ではすでに LCP をコンパウンド

ハードルだと考えています。必要なものだからハードルを下げても良

しており、半導体や IT 機器の世界的な生産集積地である台湾のサプ

いということではなく、必要なものだからこそハードルを越えていくべ

ライチェーンに、ポリマーから一気通貫で供給する体制を整えます。

きだと思います。

目標値を大幅に見直し

プロセスと技術開発で社会の期待に応え、利益との両立を実現する

持続可能な社会の実現に貢献していきます。

能力増強のための設備投資でお客様の期待に応え、環境のための

GHG 削減活動を加速

エンプラ No.1のソリューションプロバイダーを目指していきます。

当社では、環境面の取り組みを明確にするため、2030年度までの

GHG 削減目標を大幅に見直しました。

代表取締役社長

ダイセルグループの共通目標として、2030年度 GHG 排出量50％削減

し わく としお
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バイオマスを活用した
「DURACON® bG-POM」の
生産を開始
カーボンニュートラルの実 現に向け、
bG-POM という選 択 肢を提 案
ポリプラスチックスでは、2021 年 7月よりバイオマスを活用した「 DURACON ® bG-POM 」の生産を開始しました。
市場で高まる製品のライフサイクル全体での CO 2排出削減および化石資源の消費削減へのニーズに貢献していきます。

高まるバイオマス由来の
プラスチックへの要望に対応

CO2排出を低減しながら
従来の POMと同等の品質を実現

ISCC Plus 認証を取得

近年、カーボンニュートラルの実現に向け、大気中への CO2排出を削

従来の POM
（DURACON® POM）
は主に天然ガスから製造された

います。
（右図参照）

減する取り組みが世界的に加速しています。

メタノールを原料としていますが、この bG-POM は、ISCC Plus 認

この認証制度は、ISCC に加盟する監査機関により、資源採取から

その中で、バイオマスを活用した製品へ切り替えていくことに対する

証 に従い、バイオマス原料から製造されるメタノールを活用した製

原料供給・製造・出荷に至るまでの工程のトレーサビリティに対する

社会的関心が非常に高くなっています。バイオマスは、石炭・石油・

品です。バイオマス原料を使用した場合、メタノール製造までの CO2

定期的な監査が行われることで、そのサプライチェーン内で一定期間

天然ガスをはじめとする枯渇性資源から製造する化学品に比べ、製

排出量は天然ガスに比べ低くなるため、bG-POM では、資源採取か

内に使用したバイオマス量に相当する POM の量を、ISCC が「バイオ

品のライフサイクル全体で大気中への CO2排出量が少なく、かつ非

ら POM 製品化までの製造時 CO2排出合計量を、従来の POM に比

ベース POM」と認証する仕組みです。

枯渇資源でもあります。

べ最大60% 削減できます。どちらのメタノールも品質については同じ

原料そのものから POM が出荷されるまでのバリューチェーン全体を

ポリプラスチックスにおいても、製品のライフサイクル全体での CO2排

国際規格に適合しているため、POM の品質も同等です。

通してサステナブルであることを意味するもので、バイオマス認証制

出量削減に寄与できるプラスチック素材の提供をお客様から求めら

さらには、従来の製造に用いていた天然ガスなどの枯渇資源を、植物

度の1つとして広く認知されています。

れるケースが増加しており、そのような要求に対して製品の軽量化・

など数十年の時間を経れば再生が可能なバイオマス資源に置き換え

長寿命化を提案することで貢献してきました。さらにこの度、2021年

ていくことで、将来にわたり持続可能性のある製品供給へ繋げられる

7月より、バイオマスを活用した DURACON®

というメリットもあります。

bG-POM（以下「bG-

POM」）の生産も開始しました。

bG-POM は、マスバランス方式を用いて ISCC Plus 認証を取得して

※1

マスバランス方式を用いた ISCC Plus 認証
従来の化石資源由来原料とバイオマス由来※2原料を混合して生産を
行い、バイオマス由来※2原料の使用量に対して応分の製品を、第三
者機関の認証に基づき、持続性のある製品と見なす仕組みです。

原材料

工場

バイオマス由来※2原料

製品
バイオマス認証

製品A
混合

B

B

B

製品B
製品C

化石資源由来原料

化石資源由来

※2 ISCC Plus 認証バイオマス原料（マスバランス）

サステナブルな社会の実現のために
バイオマスを原料とする bG-POM は、製品化までの CO2排出を大幅

※1 ISCC：International Sustainability & Carbon Certification
国際持続可能性カーボン認証

に削減するとともに、枯渇の可能性が危惧されている化石資源の消
費の削減にも貢献します。
エンプラ No.1のソリューションプロバイダーを目指す当社は、カーボ

DURACON® bG-POM の製造過程
メタノール購入

製造

ンニュートラルやサーキュラーエコノミー実現を視野に入れたプラス
製品化

チックの開発を重要課題の1つととらえており、中期経営計画の中に

DURACON®
bG-POM

ISCC Plus認証
バイオメタノール
（マスバランス）

もこの点に関する戦略を盛り込んでいます。豊かな未来社会の実現

ISCC Plus認証
バイオマスPOM

（マスバランス）

天然ガス由来
ホルムアルデヒド
（ホルマリン）

トリオキサン
少量のコモノマーを重合し
（重合モノマー） 粗POMコポリマーを作る

従来のPOM
（DURACON® POM）
粗ポリマーに安定剤を
添加してペレットにする

資源採取から製品化までの CO2排出量最大

07

60%

のため、今後はより高度な課題にも、全社一丸となって取り組んでい
きます。
バイオマス由来 POM のロゴマーク

削減
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2

“ 生産性をさらに上のステージへ ”
ダイセルとのシナジーにより加速する
富士工場再構築プロジェクト
生産高度化と環 境負荷 低 減に向けた
富士工場の新たな挑 戦
2 018 年から始まった「富士工場再構築プロジェクト」は、2021 年に新たな段階に入りました。
50 年間で培ったポリプラスチックスの製造技術に新たに「ダイセル式生産革新」の手法を融合させ
生産高度化を進めるとともに、工場全体の革新的な省エネを実現します。

生産高度化に向け
新手法を融合

“ 人 ”にフォーカスする
独自のアプローチ

徹底的な「ミエル化」で品質向上へ
環境負荷の低減にも貢献

“ 人 ”にフォーカスし潜在トラブルまでミエル化
「ダイセル式生産革新」では、通常であれば踏み込まない潜在的なレベルまで、

当社では、2018年に基幹工場である「富士工場」の未来のあり方

「ダイセル式生産革新」は、1990年代半ばにダイセルの網干工場で

この生産革新においてポイントとなるのは、人に着目した徹底的な

を模索・実現する「富士工場再構築プロジェクト」を発足し、4つの

生まれた生産改革のアプローチで、大幅な生産性向上とものづくり

「ミエル化」です 。例えば当社では従来から「現状課題の把握」を

フェーズを設けて“ 生産高度化 ”をテーマとする取り組みを推進して

の基盤強化を目的としています。“ 人 ”に着目する点が特徴で、生産

行ってきましたが、オペレーターの負荷のような、
トラブルそのものに

止作業も同時に行います。 こうした作業の洗い出しが、長年培ってきた従業員

人に着目した形で業務総点検を行うのが特徴です。製造現場の従業員は、発
生したトラブルの対処作業だけでなく、
トラブルを発生させないための未然防

きました。2021年から始まったフェーズⅢは、
「英知の結集とさらな

現場の潜在的なトラブルのミエル化や問題解決の切り口をすべて人

フォーカスしただけではなかなか見えてこず、これまでは十分に検証

のノウハウを顕在化させるとともに、業務の効率化に向けた課題（ムダやロス）

る技術革新」の段階と位置づけており、主な取り組み課題として、

を起点に考えます。根底となるこの考え方を元に、生産課題のミエル

されていなかった“ 潜在トラブル”も含めて工場全体でミエル化を行

を解決するための足掛かりとなります。

生産安定化・品質高度化・業務効率化を掲げています。

化、生産の安定化、運転の標準化、システム化という4段階で構成さ

うようになりました。こうした徹底的なミエル化を通じてムダやロスを

2020年10月に当社がダイセルの100% 子会社となったことを受け、

れるこの手法は、製造業を中心に注目を集め、導入した多くの企業で

取り除くことで、若手従業員もベテラン従業員と同じレベルのオペ

当プロジェクトにおいてもグループのシナジーを活かし、
「ダイセル

生産改革を実現してきました。ダイセル網干工場でも、この革新に

レーションが可能となり、その結果、各工程の精度が上がり、生産安

式生産革新」を取り入れています。これにより、これまでにない新た

よって約3倍の生産性改善と約60% の省人化を実現しています。

定化と品質高度化につながります。これにより、富士工場再構築プロ

な視点で課題が抽出され、生産高度化の実現に向けて大きく前進

ジェクトにおいて当初の想定を超える成果が期待されています。

しています。

また、製造現場でのムダ・ロスの削減は、生産性の最大化に寄与し、
さらに原料の使用量やエネルギーの削減も可能になります。当プロ
ジェクトでも、コストやエネルギーバランスを加味して運転最適化を
図り、カーボンニュートラルを見据えた省エネにも大きく貢献すること
が見込まれています。

従来

現在

発生するトラブルに着目した対処
重大事態

顕在トラブル

• 異常変調への対策による
重大トラブルの回避など

見えないムダやロスによる
人への負荷は未解決のまま
人に着目した業務総点検

潜在トラブル

• 徹底したゆとりづくりによる
オペレーター負荷低減

• 運転・設備状態など

各種工場基盤

現場情報のミエル化・解析

潜在トラブルまでミエル化
トラブルの未然防止

担当者の声

富士工場での成果を海外工場にも
プロジェクトの最終的なゴールは、富士工場の生産高度化の結果も
たらされる生産技術を、海外の各工場に展開することです。富士工

富士工場
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生産統括本部
生産企画部 部長

小園 英俊（写真右）

場を技術革新の情報発信拠点とし、海外工場への技術導入を進め、

同本部 生産統括センター
富士工場 生産部長

グループ全体での生産性向上と環境負荷低減を目指していきます。

西川 雷太（写真左）

工場全体におよぶ業務総点検
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エンプラ事業

subject

01

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

植物由来のセルロース長繊維強化樹脂で
CO2排出削減に貢献

subject

02

シミュレーション技術による試作削減で
資源とエネルギーを節約

当社では、お客様の開発支援のために CAE ※解析技術を活用してい

よる試作回数の削減も可能になりました。

ます。これは、射出成形中の樹脂の流れ方や成形後の製品に力を与

長年培ってきた経験と技術を活かし、お客様の開発工程における資

えた場合の不具合など、製品設計・金型設計・射出成形の各段階

源とエネルギーの節約にも貢献していきます。

における問題をシミュレーションする技術です。

※ CAE：Computer Aided Engineering

エンプラ専業メーカーとして膨大な CAE 解析に関する知識と経験を
蓄積してきた当社は、非常に精度の高い予測と、それに基づいた適切

お客様の製品開発

試作回数を削減

な寿命予測や製品設計の提案を行うことができます。この解析を行
うことにより、開発時の実際の試作品の作成回数を従来（CAE を用
いない場合）
より削減することが可能になり、試作品やその金型に使
用する資源の量、および成形機稼働にかかるエネルギー使用量の削

構想

材料選定

シミュレーション

成形・量産

減が可能になります。
近年ではさらに高度な解析技術の開発にも注力しており、それまで困
ポリプラスチックスは、2021年10月にダイセルおよびダイセルミライズ

非可食バイオ原料からなる繊維の一種で、枯渇の心配がありません。

よりPLASTRON®

また、このセルロースを強化材として樹脂に配合することで、製品のラ

LFT 事業の移管を受けました。

PLASTRON は、ペレット中に連続した強化繊維（ガラス繊維やカー

イフサイクル全体の CO2排出量削減が可能になります。さらに、自動

ボン繊維）
が同じ長さで同一方向に複合された樹脂です。従来の繊

車などの部品の軽量化を通した燃費向上によるCO2排出量削減にも

維強化樹脂では実現できなかった剛性と高い衝撃強度を兼ね備え

貢献できます。

た素材で、工業用ポンプのハウジング、土木配管の継手部品などの

製品品質についても、長年のセルロース素材の追求と長繊維強化熱

工業製品から自動車やバイクの各種機能部品・構造部材に至る幅

可塑性樹脂の製造技術を活かした研究開発により、従来のセルロー

広い用途で製品の軽量化に貢献しています。

ス繊維配合樹脂から大幅に強度改良されたものとなっています。

現在は、地球環境にやさしい長繊維セルロースにより強化された製

今後も機能性と環境性を両立できる樹脂の開発とお客様への提案

品も開発しています。ここで使用しているセルロースは、再生可能な

を通して、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

樹 脂（ P Pなど）

セルロース長繊維で強化した樹脂

製品

廃棄

CO2

セルロース繊維抽出

セルロース繊維の吸収分により、CO2排出量の一部を相殺
吸収

CO2

CO2

CO2

CO2
CO2

排出

シミュレーション技術の活用により試作回数が減ることで

難を極めていた、パーツをはんだづけするために成形品を再加熱する

原料・エネルギー使用量を削減

際
（リフロー工程）
の変形傾向の高精度な予測手法も開発し、それに

subject

03

フィルムコンデンサ用新素材の開発を通して
再生可能エネルギーの普及を支える

カーボンニュートラルの実現に向け、従来の化石燃料由来のエネル

燃費向上が可能になります。したがって、再生可能エネルギーの電力

ギーから、太陽光・風力・地熱・バイオマスなど、クリーンで大気中の

ネットワーク全体のコストダウンや効率化への貢献が期待できます。

CO2を増加させない再生可能エネルギーへの転換が注目を集めてい

さらに、耐熱性が上がることで熱による誘電体の劣化をより軽減でき、

ます。この世界的なエネルギー転換のメガトレンドを受けて、今後新

製品の長寿命化にもつながるため、部品の修理や交換が難しい洋上な

たな電力ネットワークの設備が必要になることが見込まれています。

どに設置される風力発電設備における利用にも適しています。

ドイツの TOPAS Advanced Polymers GmbH 社はこのたび、そう

当社は、コストと高い機能性を両立する新素材の開発を通して、再生

した設備などで用いられるフィルムコンデンサの誘電体向けの新素

可能エネルギーの普及を支えていきます。

材・EPN
（エチレン – プロピレン – ノルボルネン）
を、世界最大級の PP
（ポリプロピレン）
樹脂メーカーの1つである Borealis 社と協力して開

フィルムコンデンサの高耐熱化によるメリット

発しました。従来コンデンサの誘電体に多く用いられてきた PP 樹脂

ライフサイクル全体でCO2排出量削減

は、安価ではあるものの耐久温度が最大105℃に留まっていました
が、この EPN は安価でありながら最大140℃までの高い耐熱性を実

PLASTRON® LFTとは
長繊維
（6mm 〜30mm）
で強化した樹脂です。ベースとな
る樹脂は汎用樹脂であるPP 樹脂からPPS 樹脂などのエン
プラ樹脂まで使用可能です。ガラス繊維やカーボン繊維、
セルロース繊維などの繊維が、樹脂ペレットと同じ長さで同
一方向に複合されているのが特徴です。剛性に加えて衝撃
強度も改善することができ、金属の代替用途に適した商材
として期待されています。
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セルロース長繊維強化樹脂の特長

長繊維

樹脂

現することができます。

• 製品のライフサイクル全体の CO2排出量削減が可能になる

コンデンサがより高温下で使用できるようになると、電力ネットワーク

• 石油系材料の使用量の削減が可能になる

の各所で用いられているスイッチング部品内部で発生する熱の影響

• 品質の安定したセルロース繊維を使用しているため、天然

繊維強化樹脂に比べて成形加工時にガスが発生することが
少なく、品質の安定した成形品を得ることができる

を抑えるために必要だったスペースが削減でき、部品の小型化につな
がります。そのため、送電や変電の設備の小型化と建設コスト削減、
そして送電した電気を用いる EV などの最終製品においても小型化と

発電

変電所

EVなど

劣化軽減

小型化

小型化

長寿命化

コスト削減

燃費向上
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環 境との調 和

環境負荷を低減し、環境と調和した事業運営を図る

2021年度活動実績と中長期目標

2021年度

subject

01

CO2排出量の削減

環境目標と活動実績

中長期目標

2021年度は、ダイセルグループ内で CO2排出量の少
ない電力を自己託送することにより、富士工場におけ
る CO2の排出量を大幅に削減することができました。
一方で、中国の南通工場が使用する電気・蒸気に含
まれる CO2の換算排出係数について、現地係数を使
用しての計算に変更したことに伴い、当社グループ全
体の CO2排出量原単位※1の数値が前年度と比較して
増加しております。
当社は、2030年に向けて大型の成長投資を予定して
おり、それに伴うCO2排出量の増加が見込まれますが、
生産革新・技術革新による徹底した省エネルギーの
実現や石化燃料からのエネルギー転換などによって
基準年の2018年と同等の排出量にまで抑制するとと
もに、排出量原単位の大幅な削減を目指します。
ダイセルグループとしての GHG 削減目標の実現に向
けて、今後もさらなる努力をしていきます。

産業廃棄物量の削減

GHG 削減目標の大幅見直し

お客様の強い環境ニーズも踏まえて分科会を設置
2030年度新 GHG 削減目標

ポリプラスチックスグループ環境基本方針

ポリプラスチックスグループは、企業理念・グループ行

ダイセルグループ

50%

GHG 総排出量
（Scope1,2）

削減

（2018年度比）

動憲章および CSR の考え方に基づき、製品の開発、
生産、販売のあらゆる事業活動において環境負荷の

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響によっ
てクアンタン工場における汚泥のリサイクルが一定期
間中断しました。これにより埋立が増加し、産業廃棄
物の埋立・単純焼却率を17.0% 未満に抑えるという
目標に対し、17.5%という結果になりました。
汚泥のリサイクルは現在再開しており、今後埋立・単
純焼却率は改善していくことが見込まれています。
引き続きグループとしてのゼロ・エミッション達成に向
けて積極的に取り組んでいきます。

低減に取り組み、経済発展と地球環境保全の両立を

樹脂別 GHG 排出量原単位
（原料由来の CO2含む）

46% 削減

（2013年度比）

ポリプラスチックスでは、
「グループ環境基本方針」に基づいて全社的に環
境負荷低減に取り組んでいます。
今年度は、CSRと事業競争力強化の観点から、GHG 削減目標を大幅に見
直し、
「環境戦略推進分科会」を新たに設置しました。

連携

CSR 委員会

サステナブル
経営委員会

事務局

NEW

環境戦略推進分科会

各種
委員会等

（原単位）

2,500

1.60

2,000

1.50

1.35

1.33

1.40

1.33

1,500

1.30
1.20

1.21

1.10

（Scope1,2）

50% 削減

（2018年度比）

1.00

1,000
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0.84

500
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0.80

601
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524

649

600

2018

2019

2020

2021

2030（年度）

2021年

目標

埋立・単純焼却率

17.0% 未満

0.70
0.60

中長期目標

埋立・単純焼却率

17.5%

結果

埋立・単純焼却率（%）

2030年までに

グループ目標
グループ実績

（%）

グループで
ゼロ・エミッション達成

（埋立・単純焼却率1% 未満）

40
30

0

私たちは、製品を通じて社会の利便性を向上させる
とともに、お客様の製品の小型化・軽量化・長寿命
化を通じて循環型経済の発展に貢献します。また、
地球環境保全に貢献する製品・ソリューションの開
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。

• 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 CO2排出の削減
• 省エネルギー活動の推進
• 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

化学物質（PRTR

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

の排出量削減

物質）

※2

PRTR 物質については、2018年に導入したスクラバ
ー水温コントロールシステムにより、PRTR 物質の排
出を一定程度抑制することができました。一方で、今
年度は生産量の増加及び年度後半に発生した排ガ
ス燃焼設備のトラブルで排出が増加し、富士工場に
おける PRTR 物質の大気中への排出が2019年度比
153.0% 増加しました。※3
2022年度は、当初掲げていた「2019年度比総排出
量50% 削減（富士工場）」の目標年度となりますが、
同年度に予定していた排出抑制設備の導入が1年遅
れることもあり、目標の達成が難しくなりました。
当社は、2023年度に、当初導入予定設備の排出抑
制能力を大幅に上回る「PRTR 物質排出抑制の燃焼
設備※4」を主要な排出元に導入し、1年遅れで当初目
標を達成するとともに、2024年度に新規目標として
」を設
「2019年度比総排出量75% 削減（富士工場）
定し目標の達成に取り組んでいきます。

2030（年度）

2022年度までに

目標

総排出量

50% 減

153.0% 増

PRTR 物質排出量（kg）

実績（kg）

（kg）

140,000
設備復旧・
追加抑制対策

20,000

120,000
100,000
80,000

15,000

排ガス燃焼
60,000
設備導入

10,000
50%

5,000
0

（ton）

160,000

30,000

削減

2017

2018

2019

2020

2021

2022

75%
削減

2023

40,000
20,000

0
2024（年度）

当初目標 新目標

PRTR 総排出量
2023年度までに

生産量（ton）

25,000

中長期目標

2019年度比

結果

４．環境マインドの醸成

※1 単位生産量当たりの排出量・使用量・発生量
※2 Pollutant Release and Transfer Register の略
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当社グループ CO2 排出量原単位

（千 ton）

ダイセルグループ
GHG 総排出量

2 ．製品を通じた環境への貢献

私たちは、製品の開発、生産、販売などあらゆる事
業活動において、以下の取り組みをはじめとして地
球環境の保全に積極的に努めます。

経営会議

当社グループ CO2 総排出量

10

1 ．環境関連法令等の順守

3 ．あらゆる事業活動における環境負荷低減

CSR 推進体制

2030年までに

ダイセルグループ CO2 総排出量

20

目指した持続可能な社会の実現に貢献していきます。

ポリプラスチックスグループ

ダイセルグループ CO2 総排出量（Scope 1,2）

50% 削減

（富士工場・2019年度比）

2024年度までに

75% 削減

（富士工場・2019年度比）

VOC
2022年までに

VOC測定方法および
ベンチマーク確立

※3 設備復旧の目途は立っています。
※4 PRTR 物質排出の最大95% を抑制する能力を有します。
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環 境との調 和

subject

02

環境負荷を低減し、環境と調和した事業運営を図る

逆浸透膜浄水装置導入により

subject

04

年間約53,000t の節水を実現

マレーシアのクアンタン工場で

ゼロ・エミッションに向け汚泥リサイクルを開始

ドイツ現地法人の LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH で

節水効果が生まれます。またこの設備導入によって、工業用水
（熱源）

今年度、マレーシア現地法人の Polyplastics Asia Pacific Sdn.

は、逆浸透膜浄水装置を新たに工場に導入し、工場排水の再利用を

生成にかかるエネルギーが削減でき、それにより年間約50t の CO2排

Bhd. では、製造工程で排出される汚泥のリサイクルを開始しました。

開始しました。排水を脱塩処理により浄化することで、最大で1時間

出量削減を達成することができました。

マレーシア政府が工場廃棄物のリサイクルを奨励していることを受け、

当たり約7t の工場排水の再利用が可能になり、年間で約53,000t の

マレーシア現地法人では2020年から活動を実施していますが、これ
までは現地事情もあり、工場廃棄物の大半を占める汚泥のリサイクル

50tの CO 排出量削減

ロイナ工場

年間約

工場排水

生産設備

は十分に進んでいませんでした。しかしこの度、汚泥の加工工程を整
備し、パートナー会社の協力を得ることで、月10t の汚泥のリサイクル

2

が可能になりました。その結果、2021年度は廃棄物全体の70.3% の

これまでは外部から工場用水を
購入していたが、より少ないエネル
ギーで再利用することができるよう
になり、年間50t の CO2排出量削
減につながった

逆浸透膜
浄水装置

リサイクルに成功しています。

担当者の声

53,000tの節水

年間約

排水を脱塩処理により浄化するこ
とで約7t/h の工場排水の再利用
が可能に

工場用水

新たに導入した装置
クアンタン工場
環境安全衛生部
エンジニア

Siti Zubaidah
subject

03

汚泥をブロック化し水分含量を80% 以下にして、セメント釜の燃料として再利用

クアンタン工場で環境安全衛生部のエンジニアを担当しています。ゼロ・エミッションは、
ポリプラスチックスグループとして非常に重要なミッションであり、廃棄物のリサイクル活
動に意欲的に取り組んでいます。
リサイクルに関する最近の大きな取り組みは、廃水処理プラントの汚泥を、パートナー会
社で使用するセメント釜の燃料として再利用できるようにしたことです。
このほかにも、地元の大学と連携し、建築用資材への活用に向けた研究を進めています。
この研究を通して、サステナブルな材料を生み出すことも目指しています。

工場間での電力託送で、ダイセルグループ全体の
エコノミーとエコロジーの両立を実現

今年度より、当社富士工場とダイセルの大竹工場で電力の融通がは

大竹工場はこれまでもグループの他の工場へ電力を自己託送してき

じまりました。富士工場は、従来外部より購入していた電力を大竹工

た実績があり、その実績を活かしたこの取り組みはダイセルグループ

場からの環境に優しい電力に切り替えたことで、CO2排出量原単位

全体のエコノミーとエコロジーの両立を可能にした、ダイセルと当社

を前年度と比較して8.4% 削減できました。また、ダイセルグループ全

のシナジーの象徴的な事例となりました。

TOPICS

地球環境に優しい製品輸送を目指して

体では、年間約3.8億円のコストダウンにも成功しています。

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
電力調達方法

一般電気事業者
送電ネットワーク

CO2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
ナウイルス後の急激な需要回復によって、製品供給が非常に厳

富士地区

しい状況となり、緊急出荷などの個別配送が大幅に増えました。

従来の電力調達ルート

追加した
電力調達ルート

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
電力会社

研開ビル

CO2排出量原単位

8.4%

減

（前年度比）

は、前年度比103.7%と上回ることになりましたが、全体配送距
離の短縮、
トラックの帰り便による輸送の活用、モーダルシフトな
ど CO2排出量削減に向けて積極的に取り組んでいきます。
さらに今年度より、製品輸送の際
（Scope3）
に生じるCO2排出量

ダイセル大竹工場

15

富士工場

をミエル化する取り組みも開始しています。
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才 能 豊かな魅力あふれる人 財の創出

subject

01

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

ダイセルのダイバーシティ推進プロジェクト
「うぇるびー」との連携

subject

02

製品袋の分別業務で

ジョブサポートチームが活躍

障がいのある当社従業員が所属する「ジョブサポートチーム」では、

をジョブサポートチームが
グループから出ていた約10,700枚（約2t）

個人の適性を活かしながら、社内の多様な業務を担当しています。今

紙とPE に分別し、リサイクルに出すようにしました。そして今年度、こ

年度、このジョブサポートチームがより一層活躍したのが、富士工場

れまでの取り組みの効果が社内で注目され、新たにコンパウンド

内で生産に用いるベースポリマー使用後の製品袋の分別業務です。

グループから出る約28,800枚 / 月
（約5.7t）
の分別もジョブサポート

この製品袋は、防湿のために紙袋の内部に PE
（ポリエチレン）
の袋が

チームで行うことになりました。大幅な数量の増加に対応するために、

入った二層構造となっており、そのままの状態ではリサイクルに出すこ

PE 袋が糊付けされている箇所を切断する裁断機も新たに導入して

とができないため、以前は産業廃棄物として廃棄していました。しか

います
（機械の操作は当社子会社のポリプラサービス株式会社が担

し2020年5月より、産業廃棄物削減とジョブサポートチームの活躍の

当）
。当社は今後も、すべての従業員が、障がいの有無を含めた多様

場づくりの観点から、工場内での使用済み製品袋のうち、ポリマー

な属性を超えて活躍できる職場環境づくりを進めていきます。

ポリプラスチックスが所属するダイセルグループでは、ダイバーシティ
推進プロジェクト「うぇるびー」を2020年1月に発足しました。グルー
プのサステナブル経営方針の1つ「サステナブル・ピープル」の実現に
向け、働く人の幸せを「ダイバーシティ＆インクルージョン」という切り
口から追求するプロジェクトで、自ら手を挙げたダイセルグループの従
業員がメンバーとなり、働く人々の“ 意識や行動が変わるきっかけづく
り”を従業員発信で提案しています。
その一環として、従業員が交流しながら多様なキャリアを考える機会

PE 袋を抜きとる業務で
ジョブサポートチームが活躍

を多数設けてきた結果、2021年7月時点でグループ内でのダイバー

製品袋の内側
（PE 袋）

新たに導入された裁断機で、PE 袋が糊付けされている
製品袋の上下部分を切断

シティに関する認知度は90% に及んでいます。

2021年4月より、当社の従業員もこの「うぇるびー」へ参加しており、
現在（2022年3月時点）
では２人がメンバーとなっています。これに

「うぇるびー」メンバー

よって当社でも、外部講師を招いた「ほめカツ講演会」や「幸せに働
くためのキャリア研修」、
「イクメン座談会」など、1社では実現できな

多様な人財が活躍できる職場づくり

かった企画を実施することができました。このうち「ほめカツ講演会」
には当社からも80人以上が自主的に参加するなど、大きな反響もあ
りました。

D ATA

「幸せに働くための
キャリア研修」の様子

このように、グループ一体の取り組みを強化することで、多様な価値

「くるみん認定」を
3回連続で取得
厚生労働省東京労働局より、子育て
サポート企業として「くるみん認定」を
取得しました。
当社の認定取得は、2017 年および
2019年に続いて3回連続となります。

観を認め合うダイバーシティ推進が可能になります。今後もこの協力
体制を活かし、さらには新たに海外展開なども検討しながら、より活
発にダイバーシティ推進を実施していきます。

育児休暇取得率

障がい者雇用率

2020年度の育児休暇取得率は女性100%、
男性82.9%となりました。男性の育児休暇取
得率は昨年度比113.1% に増加しています。

障がいのある方々が安心して働くことができる環境づくりに
努めていますが、今年度の障がい者雇用率は残念ながら昨
年度を下回る2.2%となりました。
しかしながら今後は、障がい者特別支援学校の地域を広め
るなど、より積極的に採用活動を進めていきます。

2020年度 日本全国平均

81.6%

（%）

100%
女性

「うぇるびー」の活動例

12.65%

82.9%

• キャリア研修 ............. さまざまな職位・ジェンダー・年齢の従業員がともにキャリアを考える
• ほめカツ講演会 ......... 従業員同士で褒めあう意識・文化を醸成
• イクメン座談会 .......... グループ各社の育児中の男性従業員が互いの悩みなどを共有 など

男性

0

「イクメン座談会」の様子
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2020年度 日本全国平均

20

40

60

80

100（%）

出典：厚生労働省 令和2年度雇用均等基本調査

2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8

今年度
法定雇用率 2.2%
（2018年度〜）

2.2%
法定雇用率 2.3%
（2021年3月〜）

2.43%

2.39%

2.26%

2018

2019

2020

2021 （年度）
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社会貢献活動

subject

01

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

“グループ全体で、より良い社会のために”
世界中で社会貢献活動を展開

富士

「秋のクリーン作戦」に参加 堤防・海岸のゴミ拾いを実施
富士工場近隣区主催による環境保全活動（草刈・清掃活動）、通称「秋
のクリーン作戦」に参加しました。当日は29人で堤防と海岸付近のゴミ
拾いを行い、空き缶、ビン、ペットボトル、鉄くず、発泡スチロールなどのゴ
ミを回収しました。主催者からは毎年継続して参加していることに対する
感謝の言葉をいただきました。

香港

ポリプラスチックスでは毎年グループ全体でさまざまな社会貢献活動を実施しています。

地域共生

次世代育成

ボランティアマインド支援

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

地域共生
上海

業務改善が高く評価され
自治体主催の CSR 評価大会で受賞

19

NGOと連携したフードロス削減活動

献血に20人が協力

香港（中国）
では、フードロス削

南通（中国）では、2018 年より

減の取り組みを行っているNGO

継続して献血活動を行っていま

団体の活動に参加しました。団

す。今年度も20人の従業員が

体の職員と協力して食材を調理

献血に協力し、合計 6,100ml

するとともに、支援が必要な人に

の血液を寄付しました。

食事を届けました。

社会貢献活動 3つの分野

ファーミントンヒルズ

地域の河川の水質調査に協力

クアンタン

南通

医療団体へ新型コロナウイルス
検査用のテーブルを寄贈

工場周辺の清掃活動を実施

クアンタン
（マレーシア）
では、新

継続して清掃活動を推進してい

型コロナウイルスの感染拡大に

ます。今年度は74人の従業員

伴い医療機関で不足していた

が南通工場周辺地域の公道を

検査用のテーブル60脚を、地域

清掃しました。

南通（中国）では、2016 年より

の医療団体へ寄贈しました。

ファーミントンヒルズ
（アメリカ）
では、冬場に使用する除雪剤が溶け

上海
（中国）
では、
「安全、健康、環境、人材を基本に」というコンセプ

出して河川に流れ込むことによる水質への影響が懸念されています。

トのもと、オフィスを構える浦東新区の商務委員会が主催する CSR

それを受けて現地の従業員は、環境保護に取り組む NPO 団体が行

評価大会に2019年から参加しています。今年度は、労働組合、人

う地域の河川の水質調査に参加しました。調査には専用のキットを

事、安全、環境保全、営業などに関して商務委員会が設定した83

使用し、オフィスの周辺だけでなくカリフォルニア州、ケンタッキー州、

項目の指標に沿って業務改善を行ったことが高く評価され、CSR

アーカンソー州でも水質の測定を行いました。

AWARD を受賞しました。

南通

次世代育成
香港

南通

職場体験イベント
ファミリーデーを開催

地域の小学校に寄付

香港
（中国）
では、従業員の子どもを対象

地域の子ども達が通う小学校に18,000

に職場体験を実施しました。9人の子ど

人民元
（60人の子どもを支援できる額に

もに対して当社の会社概要や、環境問題

相当）
を寄付しました。この活動は2007

とプラスチックリサイクルに貢献する樹脂

年から毎年継続的に行っており、今回で

TOPAS®

16回目の実施となりました。

COC について解説しました。

南通工場
（中国）
では、従業員が募金活動を行い、支援を必要とする

20

社会貢献活動

コンプライアンス

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

130人が参加したコンプライアンスビデオコンテスト

subject

01

次世代育成

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

― 職場のコンプライアンスの啓発に向けて ―

オーバーハウゼン
中 国 現 地 法 人 の PTM Engineering Plastics

地域のハンドボールチームを支援

（Nantong）Co., Ltd. では、コンプライアンス啓発

オーバーハウゼン
（ドイツ）
では、地域の子ども達が所属するハンドボールチームへ、試合用のユ

をテーマとしたビデオコンテストを開催しました。

ニフォームを寄贈しました。当社のロゴが入った新しいユニフォームは選手たちに好評で、大変

これは、各部門が業務内容に基づいて約3〜5分程

喜ばれました。さらに、彼らの成長を直接支援したいという従業員が、指導員として積極的にチ

度のショートムービーを作成するコンテストです。

ームに関わりながら子ども達の成長を見守っています。

10部門（従業員約130人）から10作品のエントリー
がなされ、人事部からは正確な情報提供について、
守衛からは工場ゲートのルール徹底について、生産

ボランティアマインド支援

部門からは業務標準書について取り上げた作品が
集まりました。

台北・高雄

東京・富士・名古屋・大阪

NGO 団体を通じケニアへ物品を寄贈

「もったいない大作戦」を実施

台北と高雄では、裸足で過ご

東京、富士、名古屋、大阪では、家庭で使わなくなった物品を集めて

す習慣のあるケニアで寄生ノミ

NPO へ寄贈する「もったいない大作戦」を、4年連続で実施しました。

に苦しむ人々を支援している

コロナ禍で寄贈できる物品の種類

NGO 団体へ、従業員から募っ

が限られていたにもかかわらず、従

た靴や衣類、鞄などの物品を

業員の意識がこれまで以上に向上

合計９箱寄贈しました。

したこともあり、前年度を上回る量

各部門から選ばれた計10人の評価者による採点の
後、上位3本のビデオが表彰され、賞品が贈られる
とともに、すべてのビデオが
（表彰作品以外も含む）
食堂で2週間放映されました。
1等賞の作品は撮影テクニック
やクリエイティブな編集が評価
されました。

の寄贈品が集まりました。
subject

02

TOPICS

コンプライアンス違反リスクに対して
「3線ディフェンス」の導入を推進
2020年度導入

個人で参加できる地球にやさしいアクション

当社では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

環境を守るために一人ひとりで始められる取り組みが増えています。

り入れています。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。2020年度か

日常生活の CO2排出量削減活動

3R フォトコンテストを開催

マイボトルとマイカップで水分補給

ファーミントンヒルズ
（アメリカ）
およびケレ
タロ
（メキシコ）
では、既成のアプリケーショ
ンを利用し、個人の日常生活の CO2排出
量をミエル化しました。さらに、CO2削減の
ためのアイデアを従業員同士で共有し、実
践しました。

バンコク
（タイ）
では、3R
（Reduce,Reuse,
フォトコンテストを行いました。日
Recycle）
常生活の中で取り組んでいる3R 活動を写
真に撮って共有することで、あらためて自分
たちにできる廃棄物の削減方法を考える良
い機会となりました。
（画像は応募作品の
一例）

ロイナ
（ドイツ）
では、使い捨てのボトルや
コップを削減するために、工場と事務所に
ウォーターサーバーを設置しました。マイボ
トルやマイカップで水分補給を行うようにな
り、使い捨て容器を削減することへの従業
員の意識がこれまで以上に高まっています。

ら2年計画で導入を進めており、2021年度は、主に不正競争
（カルテル）
、反腐敗
（贈収賄）
、
不正輸出などの重大コンプライアンス違反リスクが高い分野について、3線ディフェンスを新
たに導入しました。

第

1

ディフェンスライン

現業部門
リスクオーナーとして
リスクコントロール
●
●
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品質不正
（データ改ざん）

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

2

ディフェンスライン

管理部門
第1ディフェンスライン
の監視
適切に PDCA が
なされているかチェック
● 適宜、
第1線への教育実施
●

第

3

ディフェンスライン

下請法違反

●

独立した立場で
チェック

安全環境
（法令違反）

情報管理

2021年度導入

内部監査部門
合理的な
保証を提供

ハラスメント

反腐敗
（贈収賄）

不正競争
（カルテル）

横領
不正輸出
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