
タツタ電線株式会社　CSR報告書 202017

　当社グループのＥＭＳ（環境マネジメントシステム）を推進する体制は大きく三つに
分かれ、上位の階層からそれぞれの役割を担っています。

　また、ＥＭＳは、当社と同一サイト内に所在するタツタ環境分析センター・タツタ ウェル
フェアサービス、タツタ立井電線とも一体となった体制で、環境保全の活動に積極的に取り
組んでいます。

　マネジメントレビューは半期に一回開催しております。
　マネジメントレビュー（MR）は、事業本部 MR とトップマネジメント委員会メンバー

（経営層）による全社 MR を段階的に開催しています。それぞれの段階で、半期ごとの取り
組み経過やその成果を評価し、次の半期に向けて各段階の責任者からの指示事項など
コメントを所属員に発信し、PDCAサイクルを回しています。

体　制 主な役割

1 トップマネジメント
委員会

・社長
・事業本部長 等
・環境管理統括者

ＥＭＳの基 本事項の決 定、環 境 方 針の
決定・見直しと環境目標の承認、ＥＭＳ
運用状況の確認と見直しなど 

事務局：ISO 事務局

2 環境管理推進
委員会

・環境管理責任者
・環境管理推進者

ＥＭＳの確立、維持と実施運用状況の評価、
環境目標の策定および見直しと管理など

事務局：環境安全管理部

3 地区・各事業所等 ・環境管理推進者
自部門の環境負荷低減に向けた活動計画
の策定やその計画に沿った活動の実施
など

事業本部 MR 全社 MR

環境マネジメント

環境マネジメント体制

マネジメントレビュー

環 境 報 告
17

20

21

26

27

28

30

環境マネジメント

環境への取り組み目標と実績

環境負荷の低減

生物多様性

循環型社会の形成

低炭素社会の形成

環境保全データ

関連する SDGs
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　環境に影響を与える可能性のある設備 ･ 施設について、管理
責任部署は日常点検を実施し､ 突発事故発生の予防に努めて
います。
　また、緊急事態の対応訓練については、各事業所の状況に
応じて設定し、年一回実施しています。例えば、危険物漏洩
を想定し、環境汚染被害の重大性を説明するとともに対応の
手順と有効性を確認し、万が一の事故発生に備えています｡

　当社は、環境に関する法規制を順守するため、自主管理値
の維持、行政への報告、届出を行っております。
　環境保全の状況を把握するため、活動項目に応じて定期的に
監視・測定を行い評価しています。特に、2019 年度の法規制
対象項目の評価結果は、規制値を上回る監視測定項目はあり
ませんでした。
　一方、本社・大阪工場で、操業や製品運搬に伴う騒音や振動の
苦情が発生しました。
　この苦情に対しては、直ちに原因を調査特定し、問題のあった
製品運搬の経路変更など対策を行い再発防止に努めました。
　今後も環境保全には、一層の注意を払ってまいります｡

　ポリ塩化ビフェニル（PCB） を使用した廃機器は、特別管理産
業廃棄物として社内で保管・管理し、国が定める処分方法に沿っ
て計画的に廃棄処分を進めています。
　高濃度 PCB 含有機器については、中間貯蔵・環境安全事業
株式会社（JESCO）への廃棄物処理申請を終えています。また、
低濃度 PCB 含有機器については、115 台を廃棄処分しました。

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

指　導 0 0 0 0 0

苦　情 3 2 3 4 2

■ 保管数量

種　類 安定器 ネオントランス 照明用
コンデンサ

数　量 965 台 37 台 237 台

低濃度 PCB 含有機器の排出状況 低濃度 PCB 含有機器の排出状況

大阪地区における訓練模様

※ 京都工場・タツタテクニカルセンター・仙台工場では、
　 苦情は発生しておりません。

■ 指導・苦情件数（件）

緊急事態への対応

環境に関する法規制の順守

PCB 廃機器への対応
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　環境保全活動に対する理解を深め、活動ルールの徹底を図るために、全従業員を対象に環境教育を
実施しています｡

環境教育

　全従業員に、品質・環境方針、環境目標および環境保全活動に
関わる法令や条例、化学物質の取り扱いなど、会社を取り巻く環境
問題についての教育を実施しています｡
　例えば、省エネ取り組みへの意識高揚を図るため毎年６月の全国
環境月間に合わせて、全社従業員を対象に省エネ啓発標語の募集や
京都工場では月間趣旨に沿った省エネ提案の募集や品質・環境方針
の教育などの取り組みを行っています。

一般教育および啓蒙活動
　入社時に品質・環境方針や省エネ・廃棄物削減などの環境保全
の取り組みと、そのルールについての理解を深めるため、導入教育
を実施しています｡

新入社員教育

研修および廃棄物の分別演習の風景

省エネ啓発標語の優秀作品表彰の受賞者
　特別管理産業廃棄物管理責任者講習会など法規制などに係る
特定業務従事者に対し、随時専門教育を実施しています｡

専門教育

　環境目標の達成に向けて、その活動が効果的に行われているかなど
を確認するため、内部監査規定に基づき定期監査や臨時監査を半期
に1回実施し、環境マネジメントシステムの維持・改善に努めています。

　環境パトロールで、環境保全の取り組み状況や法令の順守状況を
はじめ省エネの取り組み状況について随時現場で確認を行い、有害
な環境影響発生の予防に努めています｡

　原材料の購入先や廃棄物処理委託先など当社協力会社へ定期
的に訪問し、グリーン調達ガイドラインや社内規定に基づき、環境
保全の取り組みや会社状況の確認など調査を実施しています｡

　環境マネジメントシステムが、お客様や ISOの要求基準を満足
しているかを確認いただくために、書類審査を含め外部環境監査の
対応を行いました。

内部監査 環境パトロール

協力会社への調査外部監査

審査機関による更新審査 (トップマネジメントインタビュー ) の模様 廃棄物処理委託先で調査している模様

　（一財）日本品質保証機構による ISO14001マネジメントシステム審査や顧客による外部監査の
受審とあわせて、定期的な「内部監査」や原材料購入先および廃棄物処理委託先などへの環境調査の
実施や構内の環境パトロールを行い、システムの維持・改善を図っています。

環境監査

　環境保全に関する法令や技術、新しい取り組みなどの情報を
社内に取り入れるため、「環境保全に関するシンポジウム」「最近の
国際動向」など社外で開催される講演会・セミナーに随時参加し
ています｡
　大阪地区においては、環境管理推進委員会で SDGs について
勉強会を実施しています。

　社外研修または社内講師による内部監査員教育を実施し、監査
員の養成を行っています。
　社内資格を取得した監査員は、実地訓練のため内部監査に参加
させて、監査員力量の向上を図っています｡
　2019 年度もEMS（環境マネジメントシステム）とQMS（品質
マネジメントシステム）両資格を有する監査員の増員を図りました。

社外環境セミナーなどへの参加 内部監査員教育
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廃棄物処理委託先で調査している模様

※ 評価記号（ 〇 : 達成　△ : 取り組み中　× : 未達成 ）

目　的 目　標 実　績 評　価 参　照

製品・サービスの
環境負荷低減

環境配慮型製品の開発 
◇ ノンハロゲン化 
◇ RoHS 指令対応　など

商品化 〇
P21

〜

P23

リサイクルの推進
ゼロエミッション率 1% 未満 

（銅・アルミを含む）
0.60% 〇 P27

省エネルギーの推進
エネルギー使用原単位あたりの削減 
前年度比：1％以上削減

5.9％減少（注１）
（参考）総エネルギー使用量 2.1% 増加 

〇

P28

地球温暖化防止 
【CO₂ 排出量削減】

本社・大阪工場 
削減計画期間 2018-2020 年度 
2017 年度を基準に、最終年度削減率を評価 

【 削減目標 】原単位で 3.2% 以上削減 
　　　　　　　　　　　　 　（大阪府提出）

原単位あたり（注2）
基準年度比 12.2% 減少

△

タツタテクニカルセンター・京都工場 
削減計画期間 2017-2019 年度 
前期間平均を基準に、最終年度削減率を評価 

【 削減目標 】総量で 3% 以上削減 
　　　　　　　　　　　　  　（京都府提出）

評価対象となる排出量（注3）
基準年度比 6.7% 減少

〇

仙台工場 
自主削減計画・前年度比 

【 削減目標 】原単位で 1% 以上削減

原単位あたり
前年度比 3.4% 増加

×

物流の環境負荷低減 
・輸送効率／積載効率の向上 
・モーダルシフトの推進継続（注 4）

輸送ルートの選定など継続 〇

P29東大阪⇒佐賀の鉄道貨物
東大阪⇒北海道の内航貨物船の利用継続

（CO₂ 排出量の削減：230t ／年）
〇

環境監査 ・協力会社への環境調査 2 社実施 〇 P19

（注１） エネルギー使用の原単位あたりでは、効率的な生産体制に努めた結果、削減目標を達成しました。 
　　　 しかし、需要動向により工場稼働時間が増減する中、総使用量は増加しました。

（注２）計画中間年度のエネルギー原単位あたりの削減は、効率的な生産体制に努め目標以上の水準を維持しています。
（注３）計画最終年度の排出総量の削減は、効率的な生産に努め目標以上の水準を維持しています。
（注４）住電日立ケーブル（株）および大電（株）との共同運行です。

環境への取り組み目標と実績

　2019 年度は、環境目標に対して具体的な目標を設定し環境保全活動を推進してきました。
その結果を下表に示します。
　新年度も引き続き改善に努め、目標達成に向けて積極的に保全活動を推進していきます。

2019 年度の環境目標と実績
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　電線・ケーブルは、被覆材の多くが産業廃棄物として処理されており、とりわけ塩化ビニルは、焼却時に発生する
有害物質による環境への影響が懸念されています。
　エコ電線・ケーブルは、従来の塩化ビニルと同等の難燃性を保持しながら、ハロゲン元素や鉛などの重金属を
まったく含まず、リサイクル性の高い被覆材を使用した環境配慮型の電線・ケーブルです。

　当社では、環境負荷の低減を実現すべく、環境に配慮した、新製品・改良品の開発に取り組んでおります。
また、タツタ環境分析センターの事業活動を通じた、環境負荷物質削減にも取り組んでおります。

焼却時に有害なダイオキシンが
発生する心配はありません。塩
素など酸 性ガスの 発 生もなく、
炉を腐食しません。

ビ ニ ル ケー ブ ルと同 等 の 自 己
消火性を有し、防炎上効果があり
ます。低発煙性で火災時の視野
が確保できます。

マテリアルリサイクル、焼却時の
熱エネルギーを利用するサーマル
リサイクルが可能です。

ベースにポリエチレン系 樹脂を
使用していますので優れた耐薬
品性を発揮します。

　これまでの引き込み用ケーブルの絶縁体に
は、主に「ビニル」材料が使用されていました。
　ニュースラットケーブルは、塩素を含まない

「黒色架橋ポリエチレン」絶縁体に変更し環境
に配慮しました。

　ネツタフ 115・TLFC・GT リードに多様な
要望にお応えする新仕様「FIT シリーズ」、柔軟
性とくせ付け性の両立を実現した細径導体を
採用し省資源化を図りました。

　ハロゲンフリーのエコ仕様の発煙濃度 150
以下に抑えた製品で、リサイクル性の高い被覆
材を使用した環境配慮型の電線・ケーブルです。

エコ電線・ケーブル

環境配慮型製品の特性

焼却処理時の安全性 リサイクル性難燃性・低発煙 耐薬品性

ニュースラットケーブル

【FIT シリーズ】

600V 難燃・可とう性架橋ポリエチレン
エコケーブル〈かるまげ（KM-CC）〉

かるまげ（KM-CC）の特長
1. 素線 0.45mm を使用することにより、非常に取り扱いしやすく、
   狭所配線時に特に生産性向上が図れます。
2. RoHS2（10 物質）に関して、意図的含有はありません。

ニュースラットケーブルの特長
1. 廃却時に、環境への影響が懸念されているビニル材料の使用量
   が減りました。
2. 敷設時の耐候性の特性の向上により、温度変化や水などの影響
   に強くなりました。
3. 通電時の耐熱温度の特性が向上し、ケーブルのダウンサイジング
   が図れます。

FIT シリーズの特長
1. 従来品より、細径化を実現し、被覆材料使用量が減りました。
2. 配線および端子加工の作業性向上を図りました。

　絶 縁材料の耐 熱 温 度を向上させた製品。
この製品を使用することで、従来製品に比較
して電線サイズが小さくなり、省資源化が図
れます。

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
〈ネツタフ 115®〉

ネツタフ115®の特長
1. 許容電流が高くなり、同じ電気容量なら導体サイズを小さくし
   銅の使用量を削減できます。
2. 導体サイズを小さくすることで、絶縁体材料の使用量を削減
   できます。
3. 上記の 1と 2 の結果、配線スペースの有効活用が図れます。
4. RoHS2（10 物質）に関して、意図的含有はありません。

環境負荷の低減

通信電線事業　環境配慮型製品
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　柔軟タイプの導体と保護層に特殊ウレタン
を使用することで耐久性向上により省資源化
を図りました。

　従来製品の薄型電磁波シールドフィルム（SF-PC5900-C）の構造を
維持し、シールド層の厚みを上げることで、今後本格普及が見込まれる
5G 通信に必須の、高周波領域での電気特性を向上させた薄型電磁波
シールドフィルムの製品化を実現しました。
　SF-PC8900-C は、高周波領域でのシールド性能の高さに加え、折り
曲げ性などの機械特性についても、従来製品同等以上の高い性能を有
していることから、ディスプレイ部位、カメラモジュール部位、ヒンジ部
位などのフレキシブルプリント配線板での採用検討が拡大しています。
　 環 境 面では、ハロゲンフリーでありながら、UL94 燃 焼クラス 
VTM-0 を達成。RoHS にも適合しています。

　水質汚濁防止法により目視点検できない場所
の定期点検が義務付けられました。ドコサンミ
ハール® は、このような見えない場所でも短時間
で漏酸位置検知が可能です。

　EM-TLFC110 は、リサイクル性の高い被覆
材を使用した柔軟性のある電線です。耐熱性
に優れており、IV・KIV と比較して電線サイズ
が小さくなり省資源化が図れます。

高耐久性 めっきバレル用リード線
〈 GTリード 〉 

高周波対応薄型シールドフィルム
SF-PC8900-C

漏酸センサ〈ドコサンミハール®〉

エコ難燃・可とう性架橋ポリエチレン
絶縁電線110℃耐熱〈EM-TLFC110〉

GTリードの特長
1. 保護層に特殊ウレタンを使用することにより、従来製品に比べ※

   2 倍以上の耐久性を実現しました。（※ 当社比）

2. リード線破損交換による生産ラインの停止を少なくし、生産性
   向上とトータルコスト削減を可能にしました。
3. 柔軟タイプの導体を使用し、可とう性（柔軟性）を良好にしました。
4. RoHS2（10 物質）に関して、意図的含有はありません。

SF- PC8900-Cの特長
1. ハロゲンフリーで、UL94 VTM-0 達成。RoHS にも適合。
2. 総厚 8μm で、高周波領域における高いシールド性能を実現。
3. 折り曲げ性などの機械特性に優れる。

ドコサンミハール®の特長
1. 硫酸、塩酸、硝酸。用途に合わせた多様なラインナップ。
2. 既設設備への取り付けＯＫ。
3. 電源は別配線。コネクタでジョイントでき敷設・メンテナンスが容易。
4. 約４分で検知。　※ 濃度 98％の硫酸滴下時（25℃）

5. 屋外敷設。

EM-TLFC110 の特長
1. 環境に配慮したエコ難燃・架橋ポリエチレン材料を使用しています。
2. 導体サイズを小さくすることで銅・絶縁材料の使用量を削減できます。
3. 上記の 1と 2 の結果、配線スペースの有効活用が図れます。
4. 箱梱包により、省スペースでの保管が可能です。
5. RoHS2（10 物質）に関して、意図的含有はありません。

塩素などハロゲン物質を含まな
いので、燃焼時にダイオキシンや
毒性の強いガスの発生の心配が
ありません。

環境や人体に悪影響を与える特定
有害物質。その特定有害物質の

「鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、
特定臭素系難燃剤の PBB、 PBDE
およびフタル酸類の 4 物質」を含
みません。

UL94 は米国の試験規格で、VTM-
0 は薄型プラスチック垂直難燃性、
V-０は垂直 難 燃性の試 験です。
共に、最も燃えにくい「０クラス」
から3段階の試験グレードがあり、
火の燃え広がりを抑え消火を助け
るなどの性能を評価します。

電子回路の RoHS 適合に欠かせ
ない鉛フリーハンダ。部品をプリ
ント基板へ実装するハンダ付け
作業で、主流のリフロー加工にお
いてハンダ付けが難しい鉛フリー
ハンダの使用に対応しています。

ハロゲンフリー RoHS UL 鉛フリーハンダリフロー

システム・エレクトロニクス事業　環境配慮型製品

電子材料の充実した環境適合性
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機器用電線事業の特性

　平型ケーブルは、省スペース収納性で、耐屈曲性・耐柔軟性に優れ
たケーブルです。
　多心ケーブルの場合でも横ぶれ、ねじれが発生しないため、ケー
ブル断線頻度が軽減。耐久性向上により省資源化を図りました。
　製鉄所・埠頭等での大型機械の給電用、舞台照明の給電用、ある
いは無人化・自動化設備である自動倉庫、立体駐車場の移動機器の
給電・操作用など、各種の平型ケーブルに使用されています。

　次世代農業用ケーブル「アグリーブル®」は、農業現場の声をカタチに
した電線です。次世代農業の自動化や省人化をサポートする製品であり、
全天候型のケーブルです。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。
また軽量化も実現しているため、施工性の向上に貢献しています。
※ 2021年2月24 〜26日「第4回関西 Week」に出展予定！！

　産業用ロボット、FA 機器など過酷で複雑な動きを求められる環境
で使用出来るケーブルとして高力銅合金を導体に使用した「高力
ケーブル」を提供してきました。さらに、機器の小型化や配線スペース
の少ないロボット、ケーブルベアなどの省スペース配線に対応した、
細径化高力ケーブルを開発しております。
　従来の優れた耐屈曲性をそのままに配線スペースの削減、柔軟な
配線、取り回しが可能になります。
　こうした特性によって、使用されるロボットなどの軽量・小型化や
省スペース化に寄与するとともに高力ケーブルの特徴である長寿命
の実現によって省資源に寄与します。

耐屈曲性・耐柔軟性　平型ケーブル

農業用電線　アグリーブル®

FA・ロボット用ケーブル - 細径化高力ケーブル

平型ケーブルの特長
1. 横ぶれ、ねじれが発生しないため、ケーブル断線頻度が軽減。
2. 柔軟性がよく、小さな径に屈曲できるため、ケーブルを省スペースで

収納可能。
3. 特に製鉄所・埠頭等での大型機械の給電用途では、平型専用リール

へ 1 条多段に巻くことが可能なため、「うねり」発生が軽減。
4. 各種使用環境に合わせて特殊設計し、カスタマイズ可能。
　（例）耐熱性・耐寒性（冷凍自動倉庫）・耐油性・耐張力性・耐防爆性など

優れた耐屈曲性・耐捻回性を保持
スリムなボディーに驚きの耐久性
耐屈曲性・耐捻回性は、従来の高力ケーブル
と同等以上。（当社試験データより）

良好な端末加工性
ケーブル内の介在物、押さえ巻テープを極力
使用しないので、コネクタ加工、ハーネス加工
の作業性がアップ。

従来品 細径化品

優れた省スペース性
外径約30％、断面積約 50％の細径化を実現。

（当社従来品比）

アグリーブル®の特長
1. 抜群の耐候性：約10年間屋外曝露（紫外線）でも硬化やひび割れ
   がありません。
2. 優れた耐熱・耐寒性：−50℃〜 90℃まで耐えられる温度性能。
   寒冷地や夏場に温度上昇するビニルハウスでも優れた性能を発揮。
3. 作業しやすさを追求した、ストレスフリーな超軽量電線：VCT/2PNCT
   の10% 〜30% 軽量化を実現、柔軟性も兼ね備えています。

機器用電線事業　環境配慮型製品

従来品と比較して 外径 : 約 30％細い
重量 : 約 35％軽い
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高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計
（HRGC/HRMS）

負イオン化学イオン化 - ガスクロマトグラフ
質量分析計（GC/NICI-MS）

ガスクロマトグラフ - 水素炎イオン化型検出器
（GC-FID）とオートサンプラー

熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計
（Py-GC/MS）

　水質・大気・土壌、作業環境はもとより、 ダイオキシン類、微量 PCB など次々と顕在化する有害物質、
多彩な分析技術を駆使して、 環境を見つめ守ります。

　ダイオキシン類は、極めて毒性の強い有害物質です。それらの分析には、極微量分析に対応
した精度管理システムと高い技術力が要求されます。当社では最新の装置を揃えて能力向上
を図り、最短納期３日での分析を実現しています。

厳密な精度管理のもと、信頼性の高い分析と最短３日の短納期対応

ダイオキシン類分析

　トランス油、絶縁油、感圧紙や塗膜中などの微量 PCB の他、水質、大気および土壌中の
PCB、ウエス、器具や容器といった PCB 分析に対応しています。

確かな実績をもとに広範囲の PCB 分析に対応

PCB 分析

　工場跡地などの再開発、土地売買などにおいて、「土壌汚染対策法」に基づく調査が義務付け
られています。当社は「指定調査機関」の認定を受け、汚染物質の濃度、分布などの正確なデータ
の取得および汚染状況の評価を行い、土地の有効利用の一端を担っています。

蓄積した技術、経験、ノウハウを駆使し、重金属、揮発性有機化合物等による汚染状況を
的確に診断

土壌汚染調査

　労働安全衛生法などの法規制の対象となる有害物質を製造・取り扱う屋内作業場では、定期
的な作業環境の測定と評価および結果に応じた適切な改善が必要とされます。当社では作業
環境の評価・改善に至るまでの作業環境管理をお客様と一緒に取り組んでいます。

定期測定から作業場の改善提案に至るまでの作業環境管理をワンストップで対応

作業環境測定

　形態観察、組成分析、材質の特性評価など、これまで長い経験により習得した複数の分析
手法および知見を駆使し、製品、部品、材料などが抱える様々な問題を解決しています。

RoHS（特定有害物質の使用制限）物質などの環境負荷物質分析、材料の組成分析など
多様なニーズに対応

製品 ･ 材料分析

　「環境配慮型製品の提供」を通して持続可能な循環型社会
形成の実現に向けて､ 環境負荷の少ない原材料などの優先的
な調達を行うためグリーン調達ガイドラインの運用を 2007 
年 3 月から開始し、お取引先のご協力のもとグリーン調達を
推進しています｡
　具体的には、購入材料に鉛や六価クロム等 EU の RoHS 指令
や REACH 規則などをはじめ国内外の法令で使用が制限される

物質､ 顧客要求や当社が指定する使用禁止物質の非含有順守を
お取引先に求めています。
　さらに、お取引先が ISO14001 またはそれに準ずる環境マネ
ジメントシステムの外部認証取得、若しくは組織的かつ効果的な
環境保全活動を行っていることを要件として､ 環境保全の取り
組みを促進しています｡

グリーン調達の推進

タツタ環境分析センターの環境分析事業
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　当社の本社・大阪工場、京都工場、タツタテクニカルセンターおよび仙台工場で、生産活動に投入した
エネルギーと資源および排出された CO₂ と廃棄物など、環境負荷実績は以下の通りです。

　化学物質は、私たちの生活を便利で豊かにしてくれる一方で、
環境中への放出によって悪影響を与えるものもあります。当社
では、こうした化学物質の使用に際して、必要な量の使用に心
がけるとともに廃棄量の削減に努め、廃棄する場合は慎重かつ
適切な取扱いを守り、環境リスクの回避に努めています。
　また、製品や製造過程で取扱った PRTR 法の対象物質（第 1 種
指定化学物質）かつ、１ｔ以上の取扱量・排出量・移動量は、環
境保全データに記載のとおりです｡

ＶＯＣ（揮発性有機化合物）の削減
　光化学スモッグの発生要因の一つである VOC 排出削減に向け
て、印刷・塗装などの乾燥排気に含まれる VOC をバーナーによる
燃焼焼却や活性炭フィルタによる吸着回収を行うとともに水性塗料
への切り替えなどの対策を継続することにより、排出量削減に取り
組んでいます｡

INPUT

OUTPUT

エネルギー
（原油換算）

本社・大阪工場

12千kL 320千kL 42 千t

京都工場

38 千t

主な製品（重量換算）

電線・ケーブル電子材料デバイス・電子回路など

原材料
（重量換算）

タツタテクニカルセンター

仙台工場

水

■ 2019 年度実績　※ データの有効数字を2桁としました

化学物質の管理

環境負荷マテリアルフロー

大気系 ・CO₂
・NOx

20千t
2.4t

水系 ・排水 260千t

廃棄物・
有価物

・有価物
・産業廃棄物
・一般廃棄物

3,400t
830t

（埋立処分）26t
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伝えよう（自然の素晴らしさや季節の移ろい）

食べよう（地産地消により旬を味わう）

守ろう（生き物や自然、人や文化との「つながり」）

　生物多様性の維持に向けて、当社製品の原材料に生き物に有害な化学物質を可能な限り使わない一方、
従業員の日々の営みや企業活動の中で生き物や自然とのつながりを感じることも大切と考えています。
当社は、生物多様性の恵みを受け続けられるよう、当社ができることから行動しています。

「生駒の森運営協議会」への活動参加

タツタテクニカルセンター / 京都工場の地産地消

ひまわりとビオラ・芝桜の植栽

　当社も参加する生駒の森運営協議会は、やっかんばの森林（活動
場所の名称）に日差しが入り風通しを良くするため、密生する木々
を間引く森林保全作業を行っています。
　生駒の森運営協議会は、生駒山の人の手が入らず成長が滞る
山林を豊かな森林への再生を目的に、東大阪市に所在する企業
や大学、NPO、行政で構成されています。

　社員食堂の昼食委託業者に協力を求め、野菜など地元の食材を
活用した献立をお願いしています。食材は、天候により出来不出
来があるものの、社員は自然の恵みと旬の食べ物をおいしく味わっ
ています。

　「ひまわり」は、京都工場で震災被災者鎮魂の種を貰い受け育て
たのがはじまりです。その後仙台工場でもひまわりを育て、昨年は
「ビオラ・芝桜」に変え育てました。
　両工場の従業員は、季節ごとに咲き誇る花を楽しみに、日々の水
まきなど世話を行ってきました。その苦労が実って、写真のように
見事な花を付けました。

地元食材によるタツタテクニカルセンターのサラダバー

京都工場の「ひまわり」と種まきの風景

仙台工場の「ビオラ」

仙台工場の「ビオラ」と
世話をする作業者

「芝桜」、「ローズマリー」、
「ゴールドクレスト」

間伐作業風景

生物多様性

生物多様性を維持させるために、私たちができる活動
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　当社では、廃棄物の最終処分量の削減に向けて、2005 年度から一般廃棄物および産業廃棄物の再資源化
に取り組み成果を上げてきました。その廃棄物の最終処分量削減の指標となるゼロエミッション率の目標を
1.0% 未満と掲げ取り組んできました。
　2019 年度も、原材料である金・銀・銅の回収リサイクルをはじめ、金属やプラスチックなどが混合する廃棄
物の有価物化による再資源化やリサイクルによる廃棄物の有効活用の継続に取り組んだ結果 0.6% と、昨年に
続き目標を達成することができました。
　近年、再生用プラスチック原料輸入国の環境保全政策による輸入禁止措置、国内リサイクル業界での事業
撤退や処理費用の高騰など、廃棄物の再生利用に向けた環境が厳しくなる一方ですが、引き続き発生抑制と
最終処分量の削減に取り組んでいきます。

※ 再生利用計：リサイクルなど再資源化が図られた廃棄物
※ 最終処分計：リサイクルに適さず埋立処分した廃棄物
※ ゼロエミッション率：全廃棄物排出量中において、最終処分量の割合を表す指標・評価は低いほど良い

（注）ゼロエミッション率の定義
　　 埋立処分している「廃プラスチック」などを最終処分品
　　 として、 以下のように算出しました。

ゼロエミッション率 ＝ × 100

最終処分量
（直接埋立処分）

廃棄物排出量
（再生利用＋最終処分）

循環型社会の形成

廃棄物排出量とゼロエミッション率の推移

■ 最終処分計（t）■ 再生利用計（t）　  ゼロエミッション率（%）
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　エネルギーの使用削減目標を原単位あたり前年度比 1％減に
設定し、省エネルギーに取り組んでいます。
　製造部門を中心に効率的な生産体制の維持に努めるとともに、
エネルギー効率の良い照明器具への交換やコンプレッサーのイン
バーター化など様々な工夫を行いながら取り組んできました。
　その結果、エネルギー使用に係わる原単位あたりでは、2019 
年度指数が前年度比 94.1％、過去 5 年度間の加重平均も 94.5％
となり、年間および 5 年間の加重平均共に削減目標の 1％以上の
削減を達成しました。
　また、省エネ活動の評価方法の一つである、事業者クラス分け
評価制度（SABC 評価制度）による評価では、5 年度間原単位を
年 1％以上削減とする目標を達成するなど、2019 年度について
も S クラス基準をクリアし、2014 年度から 6 年連続の S クラス
の評価となる見通しです。

　当社は、省エネルギー活動とともに、CO₂の発生抑制に努め、地球温暖化予防や低炭素社会に向けた
取り組みを推進しています｡
　具体的な目標として、エネルギー使用量原単位あたり前年度比 1％削減※と省エネ活動の維持・推進に取り
組んでいます。　※ 総量管理が適切な場合、総量目標でも良い

■ 省エネルギーの取り組み
　 （エネルギー使用量の推移一原単位の前年度比増減率）

■ CO₂ 排出削減実績（京都府条例に基づく３カ年計画）

■ CO₂ 排出削減実績（大阪府条例に基づく３カ年計画） ■ CO₂ 排出削減実績（仙台工場・自主計画に基づく）

※ 2016 年度：仙台工場運用開始

CO₂ 排出削減率実績：タツタテクニカルセンターおよび京都工場

※ 削減計画期間が異なるとデータの評価基準が異なる。このため削減計画期間同士で、データの連続性は無い。

CO₂ 排出削減率実績：本社・大阪工場 CO₂ 排出削減率実績：仙台工場

※ グラフは、2014 〜2016年度および 2017〜2019 年度の各削減計画期間の実績
　 2017年度からは、タツタテクニカルセンターについても削減計画対象となった

※ グラフは、2015 〜2017年度および 2018〜2020 年度の各削減計画期間の実績 ※ 仙台工場は、2016年11月竣工のため、2017年度を初年度とした実績

　本社・大阪工場は、エネルギー使用あたりの原単位の削減計
画（2018 〜2020 年度）により、最終年度の目標を基準年度比
3.2％以上削減で取り組んでいます。堅調な需要を背景に総排
出量は増加しましたが、中間年度の実績は 12.2% 減と削減目標
以上の水準を維持しています。
　タツタテクニカルセンター・京都工場は排出総量の削減計画

（2017〜2019 年度 ）で、最終年度の目標を基準値比 3％以上
削減で取り組んでいます。最終年度の実績は、ほぼ前年並みの
6.7％減で終え、削減目標を達成しました。
　仙台工場※も自主削減計画により、エネルギー使用あたりの原
単位の削減目標を前年度比 1％以上に設定し取り組みました。
結果、固定的なエネルギー消費施設の影響が大きく、効率的な
生産に努めましたが、前年度比で約 3.4% 増加しました。
※ 換算生産量の見直しを行い、今年度のデータは再集計しました。

低炭素社会の形成

省エネルギー

CO₂ 排出量削減

■ エネルギー使用量（原油換算）（kL）
　 エネルギー使用に係わる原単位の対前年度比（%）

　 総排出量の削減率（基準比）

　 原単位あたりの削減率（基準比） 　 原単位あたりの削減率（前年度比）
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タツタテクニカルセンター工場棟に
設置の太陽光発電モジュール

12ft コンテナへの製品積み込み 北海道方面の船便コンテナを
利用した製品輸送

　製品輸送に際して、近距離では一台の車両による複数納入先集約
配送や、中継集積所など配送拠点の活用により中長距離でも同方
向出荷製品積み合わせを行うなど、積載効率の向上を図っています。
さらに、走行距離・時間の短い効率的な配送ルートの選定など、
輸送方法の改善により省エネを図っています。

　北海道や沖縄など 500km を超える地域への長距離の製品輸送
は、トラック輸送よりも環境負荷の少ない JR コンテナや船舶など
を活用しています｡
　九州方面への定期的な製品輸送は、10tトラックの積載量とほぼ
同じの 31ft コンテナを使用した鉄道貨物活用（東大阪から佐賀間・

住電日立ケーブル（株）と大電（株）との共同運行）を継続した結果、
2019 年度は原油換算で約48kL ／年の省エネと約138ｔの CO₂
排出量の削減を図ることができました。
　また、北海道方面への製品輸送は、内航貨物船の活用で、トラック
輸送と比較し原油換算で約 35kL ／年の省エネと約 92ｔの CO₂
排出量の削減を図れました。

積載効率および輸送効率の向上

モーダルシフトの推進

工場空調機をインバーター制御
（制御盤）に更新 

　本社・大阪工場では、生産設備の効率化や省エネ化の視点で、生産設備や照明器具の改修工事
を実施しました。その結果、年間で電力量約 70 千 kWh の削減、これら取り組みによる削減効果
の合計は、原油換算で約21kLの省エネとなりました。
　京都工場では、設備更新時にインバータ制御の空調機の選択など省エネ改修工事を行いました。
その結果、年間で電力量 49千kWh の削減、原油換算では約12kLとなる省エネとなりました。

　タツタテクニカルセンター（TTC）では、太陽光発電モジュールを工場棟に設置しています。
この１年間でＴＴＣ使用エネルギーの約６％に相当する 216 千 kWh（原油換算約 54kL）の電力
を発電し、省エネルギーに寄与しました。
　また、発電電力を CO₂ 換算すると約 76t 相当になり、CO₂ 排出量削減の一助となりました。

　輸送時のエネルギー（燃料）消費量の削減を目指し、積載効率の向上やモーダルシフトの推進
などの取り組みを行っています｡

2019年度の主な省エネ改善と効果試算

太陽光発電モジュール発電による省エネ（二酸化炭素（CO₂）排出量削減）

輸送エネルギーの削減活動

■ 絶縁工場空気圧縮機統合による省エネ（大阪地区）

３７kW
スクリューコンプレッサー

３７kW
スクリューコンプレッサー

３７kW
スクリューコンプレッサー

15kW
スクリューコンプレッサー

15kW
スクリューコンプレッサー

15kW
スクリューコンプレッサー

15kW
スクリューコンプレッサー

5.5kW
ベビーコンプレッサー

5.5kW
ベビーコンプレッサー

新設

撤去

撤去

予備

コンプレッサー

絶縁工場 絶縁工場
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　本社・大阪工場、京都工場、タツタテクニカルセンター、仙台工場における環境保全データは以下の通りです。

環境保全データ

（注）pH は範囲を示す
※ 水質規制値は、東大阪市下水道条例による

※ 京都工場では、ボイラーを設置しておらず、
　 NOx などの測定監視は実施していない。

※ タツタテクニカルセンターでは、ボイラーを設置しておらず、
　 NOx などの測定監視は実施していない。

■ 本社・大阪工場

■ 京都工場

■ タツタテクニカルセンター

■ 仙台工場

１．大気および水質関係（2019 年度データ）
施設名 項　目 単　位 法規制値 実測値 ( 最大値 )

大　気 天然ガスボイラー
NOx 濃度 ppm 150 以下 40
NOx 排出量 kg ― 1,010
ばいじん g/Nm³ 0.05 以下 0.002

水　質 下水道
pH（注） ― 5.7 を超え 8.7 未満 7.1~8.6
BOD mg/L 300 未満 160
n- ヘキサン抽出（鉱油類） mg/L 5 以下 4

２．PRTR 調査結果（2019 年度／当該事業所で、取扱量が 1t を超えた化学物質 ）
政令番号 物質名 排出量［t］ 移動量［t］

第 1 種 - ８２ 銀およびその水溶性化合物 0 0
第 1 種 - ３００ トルエン 0 17

１．大気および水質関係（2019 年度データ・自主測定値 ）
施設名 項　目 単　位 法規制値 実測値（最大値）

大　気 天然ガスボイラー
NOx 濃度 ppm 150 以下 72
NOx 排出量 kg ― 1,100
ばいじん g/Nm³ 0.1 以下 0.03 未満

水　質 下水道
pH ― 5 を超え 9 未満 8.5
BOD mg/L 600 未満 280
n - ヘキサン抽出（鉱油類） mg/L 5.0 以下 1 未満

１．水質関係（2019 年度データ）
施設名 項　目 単　位 法規制値 実測値（最大値）

水　質 下水道
pH ― 5 を超え 9 未満 8.6~8.7
BOD mg/L 3,000 未満 69
n - ヘキサン抽出（鉱油類） mg/L 5.0 以下 1 未満

２．PRTR 調査結果（2019 年度／当該事業所で、取扱量が1t を超えた化学物質 ）
政令番号 物質名 排出量［t］ 移動量［t］

第 1 種 - ８２ 銀およびその水溶性化合物 0 0
第 1 種 - ３００ トルエン 0 2.1

２．PRTR 調査結果（2019 年度／当該事業所で、取扱量が1t を超えた化学物質）
政令番号 物質名 排出量［t］ 移動量［t］

第 1 種 - ８２ 銀およびその水溶性化合物 0 0
第 1 種 -３００ トルエン 0 0.6

１．水質関係（2019 年度データ）
施設名 項　目 単　位 法規制値 実測値（最大値）

水　質 下水道
pH ― 5.7 を超え 8.7 未満 7.3
COD mg/L 300 以下 3
n- ヘキサン抽出（鉱油類） mg/L 5.0 以下 1 未満

２．PRTR 調査結果（2019 年度／当該事業所で、取扱量が1t を超えた化学物質）
政令番号 物質名 排出量［t］ 移動量［t］

第 1 種 -３１ アンチモン及びその化合物 0 1
第 1 種 -３００ 有機スズ化合物 0 0.04
第 1 種 -３０５ 鉛化合物 0 0.13
第 1 種 -３３０ ジクミルパーオキサイド 0 0.41
第 1 種 -３５５ ＤＯＰ（フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）） 0 17
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