
※１ 第５版化学便覧応用化学編Ⅰ（日本化学会編、丸善）より
※2 2007年USGS（アメリカ地質調査所）データより
※３ JOGMEC「鉱物資源マテリアルフロー2017」より

アルミでサステナブルな社会に貢献

　アルミ製品は、私たちの日常生活でさまざまな形で使われ、社
会の隅々まで浸透しています。他方、こうしたアルミ製品の素材
ができるまでには、原料であるボーキサイトの採掘から始まり、た
くさんの電気を必要とする製錬工程を経て作られます。また、使用
後はリサイクルされ再び製品に生まれかわります。
　日軽金グループでは、商品としての価値を高めながら他方で環
境への影響を小さくする努力を続けています。

1 アルミニウムの資源は豊富
　アルミニウムは地殻中に酸素、ケイ素に次いで多く存在する元素
であり、金属元素としては最も多く地中に存在しています※1。アルミ
ニウムの原料であるボーキサイトも500~750億㌧※2存在するとい
われており、これはアルミニウムに換算すると125~200億㌧となり
ます。世界のアルミニウム消費量約0.6億㌧／年（リサイクル分を含
まず）※３に比べて十分な供給量が確保できています。

2 アルミニウムを使用するリスク
　ボーキサイト鉱床は熱帯雨林地域、または過去に熱帯雨林であっ
た地域に多く存在します。ボーキサイトを採掘する地域では、もとも
と生育していた森林を伐採するため、森林資源が減少するリスクが
あります。

　また、アルミニウムの製錬は、多量の電気を使います。1㌧のア
ルミニウムを作るのに約9.2㌧※4のCO₂を排出します。
※4 日本アルミニウム協会「低炭素社会実行計画」より

3 アルミニウムを使用するメリット
　アルミ製品はさまざまな分野で使用されています。自動車やトラッ
ク、鉄道などの輸送機器の軽量化によって燃費が向上し、その機
器を使用している間中CO₂排出量を少なくすることができます。ま
た、アルミ箔包装は食品や薬品の品質維持期間を長期化できます。
さらに、錆びにくい特長があり、住宅やビルなどの建物や橋などの
構造物の長寿命化に貢献しています。
　リサイクル性が優れていることもアルミニウムの特長です。アルミ
ニウムは溶かせば何度でも使用できます。リサイクル時に必要なエ
ネルギーは新しく作るのに必要なエネルギーの3%で済むため、リサ
イクルアルミの使用が増えれば、CO₂排出量の大きい製錬工程によ
ってつくられる新しいアルミニウムを減らすことができます。

アルミでサステナブルな社会へ
　アルミ製品は、輸送機器の軽量化や建物の長寿命化などの機能
によって広く社会に用いられてきました。他方、アルミ製品になるま
での過程において自然破壊をもたらしたり大量のCO₂を排出したり
する側面も持っています。日軽金グループは、この素材の両面を理
解し、サステナブルな社会の実現に引き続き貢献できるよう商品価
値の向上と環境負荷の軽減に積極的に取り組みます。

アルミニウム素材をサステナブルに

特 集

ボーキサイト
アルミニウムの原料になる

赤い鉱石

リサイクル

アルミ製品

使用済み製品
アルミ製品がその
製品寿命を終える

溶解・加工
ドロドロに溶かした後

色々な加工をして
製品をつくる

分別・回収
使用済みのアルミ製品を
資源として分別・回収

アルミニウム
アルミナから酸素を取り除くと

アルミニウムの誕生

アルミナ
ボーキサイトを薬品に入れて
溶かしアルミナ分を取り出す
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特 集

新たなリサイクルシステムの構築を目指します（アルミ車両の水平リサイクル）

　アルミニウムは融点が低いため、スクラップを再溶解して簡
単にリサイクルすることができます。リサイクルは「CAN　to 
CAN」のようにリサイクルされて元の製品になるのが理想です。
これを水平リサイクルといいます。しかし品質上の問題や流通
過程で他の材質や鉄などの違う金属が混ざる問題などで必ずし
も元の製品に戻らないリサイクルが大半です。例えばアルミサ
ッシは、住宅解体時に発生しますが、網戸やビスなどが付いて
おり、そのままではサッシの材料として使うことはできませ
ん。網戸やビスを取り除いて分別し、他の材料が混ざらないよ
うに管理してリサイクル工場まで運ぶのは容易ではありませ
ん。こうしたことから、スクラップは循環するたびにグレード
が下がって再使用できる範囲が狭くなっていきます。
　そこで、日軽金グループでは研究開発拠点であるグループ技
術センターで水平リサイクルを開発テーマとして取り組んでい
ます。スクラップを選別する方法、溶解したアルミから不純物
を除去する方法、解体分解しやすい製品設計など、さまざまな
角度から検討を重ねています。そのひとつとして、新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）や日本アルミニウム協会
と共同でアルミ製鉄道車両の水平リサイクルを実現する取組み

を行っています。鉄道車両1台を解体して回収したスクラップ
を高速で分析・選別し、選別したスクラップを再溶解して鉄道
車両の素材である押出材を製作しました。

特殊合金スクラップも大切な資源としてグループで循環します

　日本軽金属㈱は、蒲原工場で鋳造した特殊合金をコイル状の
板にしてタイ国へ輸出し、現地のグループ会社であるニッケ
イ・サイアム社でさらに圧延加工し、自動車熱交換器用フィン
材として現地で販売しています。
　ニッケイ・サイアム社では、加工していく過程でスクラップ
が発生します。このスクラップは特殊な元素を配合した材料の
ため、ニッケイ・サイアム社で転用できる材質がない状態でし
た。本来、発生したスクラップは元の材質に使用することで新
たな添加元素や新しいアルミ地金の使用を抑えることができ、
環境負荷を軽減できます。今回の場合、蒲原工場へ送り返すに
もスクラップの形状だと積載効率が悪く、コスト面で問題があ
りました。そこで、スクラップ輸送効率のよいサイズの塊（ス
ラブ）に鋳造し、日本の蒲原工場へ循環するしくみを構築し、
2017年から運用を開始しました。現在では月100㌧程度のリ
サイクルを行っています。これにより、CO₂排出量を年間約
１万㌧（日本軽金属㈱試算）削減しました。

ニッケイ・サイアム社　購買担当者のお話

Q このシステムを構築するにあたって苦労したことや工夫した
ことを教えてください。

A	システムを構築する過程で２つの問題がありました。
一つ目は、スラブを鋳造するときに、コンテナへの積載効
率のよいスラブサイズと設備上の最適サイズと調和する設
計をすることに試行錯誤しました。
二つ目は、鋳造するときに他の材質のスクラップが混ざっ
て成分が規格外になることが発生しました。これを防ぐた
め、炉に投入する前にスクラップに他の材料が混ざらない
ように管理したり、鋳造する前にスクラップの成分測定を
したりしました。このために新規に小型の測定機械も導入
しました。
このような問題を解決してつくったしくみは在庫の削減にも
つながり、コスト削減にも貢献できたことを喜んでいます。

ニッケイ・サイアム社
Procurement Department
Assistant Manager

スモンタさん

蒲原工場から
特殊合金コイルが届く

加工する

加工時に出た
スクラップ

一時保管他の材質が混ざって
いないか検査をする

スラブに成形する

蒲原工場へ輸出

リサイクルシステム
の流れ

タイ国から蒲原工場に届いたスラブ

構築を目指すアルミ車両の水平リサイクルシステム

押出
スクラップ選別

車両生産 鉄道車両

鋳造 選別材

リサイクルでサステナブルな社会に貢献

アルミの残りかす（アルミドロス）まで活用します

　アルミニウムを溶解すると、溶けたアルミの上にアルミを含
む酸化物が生成され、それが空気と反応してアルミドロスとな
ります。アルミドロスは料理で例えると灰汁のようなものです。
このアルミドロス中にはまだアルミニウムが残っており、これ
を回収装置で絞り出します。アルミニウムを絞りだした後の残
りは、そのままでは産業廃棄物となって埋め立て処分となると
ころですが、さらに鉄鋼用脱酸※材として使うことができます。
溶けた鉄に加工されたアルミドロスを加えることにより、組成
のコントロール以外に歩留りやエネルギー効率の向上にも寄与
しています。
　日軽産業㈱では日軽金グループ内で発生したアルミドロスを
年間約5,400㌧回収しています。製造過程で発生した残りかす
を有効利用することで、埋め立て処分となる産業廃棄物をなく
し、鉄鋼の生産性を向上させるという最後までアルミニウムの
価値を使い切るサステナブルな事業を展開しています。
※脱酸＝酸素を除去すること

お客さまの声

　当社の知多工場では月産14～15万㌧の特殊鋼材を製造し
ております。電気炉で鉄スクラップを溶解した後、取鍋精錬工
程において、脱酸・脱硫や合金添加による成分粗調整を行い、
その後脱ガス設備で水素などのガス成分の除去を行います。
アルミドロスは電気炉溶解工程または取鍋精錬工程で約350
㌧/月使用しています。電気炉では着熱効率が高いアルミドロ
スを使用することで、歩留の向上や電力エネルギーの削減につ
ながっています。加えて、取鍋精錬を効率良く行う上で必要不
可欠であるスラグ組成のコントロールを行う際にもアルミドロ
スを活用しています。また、費用対効果が大きい点もアルミドロ
スの魅力です。アルミドロスを使用して約35年となりますが、
今後も継続的に使用していきたいと思います。
※スラグ…鉱石から金属を精錬する際に発生する副産物

大同特殊鋼㈱
知多工場　製鋼室

間内 良太様

電気炉 炉から取り出したドロス
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サステナブルな輸送に貢献

　タイ国では、経済成長とともに小売市場も拡大を続けていま
す。特にコンビニエンスストアは、忙しい都市生活者が増える
につれ、利用ニーズが高まり、店舗数も急速に増加しています。
そしてその店舗への商品の配送は日本と同じようにトラックが
担っています。日本と違うのは、４㌧車や８㌧車などの大型の
ものではなく、主に小型のピックアップトラックという点です。
　他方、タイ国では自動車の保有台数も急速に増加しているもの
の、インフラ整備が追い付いておらず、市街地を中心に慢性的な
渋滞が発生しています。この渋滞の対策として1990年代から、
ピーク時間における貨物車のバンコク都心部への流入規制が行な
われています。バンコクでは、車両重量が2.2㌧を越える車両は６
時～９時、16時～20時は都心部へ入ることができません。このた
め、規制を受けないピックアップトラックが使われているのです。
　しかしピックアップトラックは1㌧しか運べず、急速に増加
する商品輸送の需要に応えるためには配送回数を増やすことで
対応していました。そのことがさらに渋滞の要因となっており、
ピックアップトラックよりたくさん運べる車両の登場が期待さ
れていました。
　フルハーフマハジャック社は、この期待に応え、トラック用の軽
量ドライバン「KaruBo（カルボ）」を開発・発売しました。この商品
は、２㌧トラックをベースにした車両で、都心部で24時間走行可能
となりました。運べる容量はピックアップトラックの1.4倍、積載重
量は2.9倍となり、配送回数も少なくなります。こうしたことを評価

いただき、バンコク都心部向けセブン-イレブンの配送車両に採用
いただきました。

新容積の配送トラックで、消費エネルギーの削減に貢献します
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軽量ドライバン「KaruBo（カルボ）」

店舗

アルミバスバーで電気自動車の
軽量化に貢献します

　近年のインターネット通販の拡がりで宅配便の取扱個数が急速に増加していま
す。また、再配達の多さからドライバーへの負担がさらに増していることが社会問
題となっています。利用者の便利さを損なわずに宅配の効率を上げるために、新
たなしくみやインフラの整備が求められています。
　㈱東陽理化学研究所は、郵便受けの製造を行なっており、最近では郵便受けに
宅配便の箱が入るサイズに改良されていますが、大きな荷物には対応できません。
そのため大きな荷物でも不在時に受け取れる宅配ボックスの開発が求められていま
した。宅配ボックスは、セキュリティを確保することや玄関先に設置されることからデ
ザインや大きさも重視され、開発にはさまざまな課題がありましたが、お客さまから
求められる機能やデザインを満たす製品を開発することができました。
　この宅配ボックスが全国に設置されれば、再配達の無駄が軽減されます。ドラ
イバーの負荷や環境への負荷の軽減につながりサステナブルな輸送に貢献できる
と考えています。

宅配ボックスでCO₂を削減します

お客さまの声

開発担当者の声 　東陽理化学研究所には約35年前から板金製
品の製造を委託しており、一貫生産による高
品質な製品を安定して供給していただいており
ます。
　宅配ボックスは、居住者の代わりに荷物を受
け取ってくれるロッカー型設備です。宅配ボッ
クスがあれば再配達依頼や在宅時間の制約か
ら開放されるため、現在のネットショッピング時
代に重宝され、市場で再注目されています。
　また、政府が住宅取得支援策として発行す
る次世代住宅ポイントの家事負担軽減設備とし
て宅配ボックスが対象に選ばれ、今後のさらな
る需要拡大を見込んでおります。

　近年、バンコクは大気汚染が進み、以前よりも微小粒子状
物質（PM2.5）の濃度が高まる日が増えました。多くの人々が
環境保護の大切さを意識するようになったと感じています。タ
イ政府も環境保護対策を打ち出しており、自動車関連だと排
気ガスや車両積載量の規制が強化されていく方針です。これ
からは今までよりも軽量で強度を確保できるトラックボデーが
増加すると考えています。
　「KaruBo」の一番の特長は、従来の同じサイズのボデーに
比べ強度は同等で、かつ重量が半分であることです。これか
らも「KaruBo」のような、省エネルギーを実現できる商品をお
届けしていきます。

お客さまの声

　フルハーフマハジャック社の対応は素早く、問題に対して新
しい方法を提案いただいています。「KaruBo」は他社の車両に
比べて強度が高く、白いパネルは清潔感があり、CP ALL社
の良い印象につながっていると思います。今後とも密にコミュ
ニケーションができると良いと思います。
　当社は物流規格を統一する方針です。トラックの荷台容
積を大きくし、運行回数を減らすことで、排気ガスを減少
させていきます。他にも電気自動車を導入するなどして、
効率のよい物流を追求し、環境を守り、社会のお役に立て
るようにしていきます。

田島メタルワーク㈱
技術開発部 部長

矢部 篤志様

フルハーフマハジャック社
Deputy Design Department 
Manager

大柳 雄太さん

CP ALL社
(タイ・セブン-イレブン運営) 
Logistics Assistant
General Manager

Sumathe（スメート）様
（左から2番目）

　世界各国で本格的に普及が進んでいる電気自動車やハイブリッド車
は、大容量の電気を流すため大型の金属製電線「バスバー」が使われ
ています。バッテリー、インバータ、コンバータ、キャパシタなどの部
品の内部や部品同士の間に配置され、電気を流しています。
　現在この「バスバー」は、電気を安定的に流すためにほとんどが銅製
です。しかし銅は比重が重い金属のため、車の重量が重くなってしま
うデメリットがあります。
　さらに電気自動車は走行距離を延ばすために、バッテリーや他の電
気製品を大型化するために重量が重くなってしまい、走行距離が延び
にくい弱点があります。
　そこで日本軽金属㈱は、車両用のアルミ製バスバーを開発しました。
アルミ製は酸化しやすいなどの課題がありましたが、酸化を防ぐ特殊
めっきを開発し、課題を克服しました。
　アルミは銅と比べて重さは約３分の１です。流れる電気の量を同じにし
た場合、アルミ製バスバーの重量は銅製バスバーの約半分となりました。
　アルミ製バスバーには電気自動車を軽くする大きな期待が寄せられ
ています。

アルミバスバー

宅配ボックス

担当者の声

　バスバーは従来、発電所や電気を多く使う工場などで
使われる大型のものが一般的でした。私たちは、これを小
型化できれば、普及の進む電気自動車用途などに対応で
きるのではないかと考え、アルミ製バスバー「PPAB」を開発
しました。この製品は軽量なため車両に搭載した際に環境
負荷低減に貢献できます。
　これらの特長を活かして電気自動車はもとより広く多様
な製品の開発に取り組んでいきます。

日本軽金属㈱
板事業部
電材加工ビジネスユニット

吉田 明仁さん

● 再配達のトラックから排出されるCO₂の量
CO₂排出量への影響 年間42万トンのCO₂を余計に排出

 36億個 × 0.58㎞/個×25%×  1t  ×0.8㎏-CO₂/t・㎞=42万t-CO₂
宅急便取扱個数
（平成26年度）

積載量の
平均を

1tと仮定

宅急便1個当たりの
走行距離

幹線輸送を除く
営業用小型車のCO₂

排出原単位
再配達
比率

出所： 国土交通省（平成27年）「宅配の再配達削減に向けた受取方法の多様化の促進等に関する検
討会報告書」

労働生産性への影響 年間1.8億時間、9万人*に相当する労働力が再配達に

36億個×（97万回÷410万個）×0.22時間=1.8億時間/年=9万人相当*の労働力

宅急便取扱個数
（平成26年度）

宅急便1個の配達に
係る作業時間

全不在回数
（平成26年度）

全貨物
個数 ＊ 平均労働時間8時間／日、

 年間労働日数250日と仮定

16 17Corporate Social Responsibility Report 2019 Nippon Light Metal Holdings Co., Ltd.



特 集

建物の長寿命化を進め、長く住み続けられる街づくりを進めます

　住宅外壁用の防水シートは、アルミ蒸着膜を使った製品が一般
的です。しかし、アルミ蒸着品は湿気を主な原因として、アルミ部
分が酸化して劣化してしまうため充分な耐久性を確保することがで
きませんでした。そこで、東洋アルミニウム㈱はアルミ箔の特性を
活かしたToyal Thermo Reflectorを開発しました。
　この製品は、有孔加工されたアルミ箔を使用することにより、防
水性、透湿性、通気性に加え長期に亘って赤外線反射性がある
透湿防水シートです。
　夏は室外からの輻射熱(赤外線)を反射して室内の温度上昇を抑
えたり、冬には室内の暖房による熱放射を反射して室内の温度低
下を抑えたりすることができます。

Toyal Thermo Reflector

室内 屋外

有孔加工

透湿防水シート構成図

住
宅
用
　内
壁

住
宅
用
　断
熱
材

住
宅
用
　外
壁

透
湿
防
水
不
織
布

ア
ル
ミ
箔

O
P
P
フ
ィ
ル
ム

遮熱

防水

防風

透湿

Toyal Thermo Reflectorを用いた住宅外壁断面イメージ

サステナブルな住環境に貢献

　アルミニウム線材㈱では、送電線に使われるアルミ線を製造
しており、国内シェアは５割を超えます。電線には銅製とアル
ミ製があり、それぞれに特長があります。銅製は導電率が高く
より多くの電気を送ることができます。アルミ製は導電率では
劣りますが、銅製より軽いため電線を支える電柱や鉄塔にかか
る負荷を減らし長く使うことができます。また、価格が銅と比
べて安く安定しているため使いやすい材料です。
　こうしたことから、1960年代以前に整備され現在更新が進
められている日本の電線は、多くがアルミ線に張り替えられて
います。
　また、張り替えられて撤去されたアルミ電線もリサイクルし
ています。

安心に電力を届けます

水を安全に届けます

　私たちが毎日使っている水は水道管を通って給水されていま
す。水道管は、設置されて50年以上が経ったものが多く、老朽
化に伴って管が腐食するケースがあります。腐食が進行した場
合、漏水やそれに伴う断水が起きることになります。また、大
きな地震が発生すると水道管網の大規模な破壊にもつながり、
長期にわたって水が供給されず、人々の生活に甚大な被害を及
ぼす可能性があります。
　日本軽金属㈱と日軽産業㈱は、㈱栗本鐵工所と協働して水道管
の腐食を防ぐための金属の膜をつくる材料となるアルミ合金溶射線
を開発しました。これは、異なる金属（アルミと亜鉛）を同時に管に
吹き付けることで腐食に強い溶射被膜をつくるものです。これによ
って水道管の100年以上※の使用が可能になります。
※：（一社）日本ダクタイル鉄管協会で実製品調査結果および実験室試験結果を
基に算出した推定値

※エネスタンド®は、スカイジャパン社の登録商標です。

水道用ダクタイル鋳鉄管

サステナブルなエネルギー、太陽光発電の普及を推進します

　再生可能エネルギーの需要増に伴って、太陽光発電はその中
心的存在として産業用、民生用ともに急速に拡がっています。
　日軽金グループでは、アルミ製ソーラーパネル架台（アルソ
ル®）や太陽電池向けセラミック素材、太陽電池用材料としてバ
ックシート（トーヤルソーラー®）やアルミペースト（アルソー
ラー®）など太陽光発電に関するさまざまな商品を提供していま
す。東洋アルミニウム㈱は、さらに太陽光発電の普及を加速す
るため軽量でコンパクトな、太陽電池軽量モジュール「HaneⓇ

Module」を開発しました。これは従来型モジュールと比較して
重量を半分程度にできたことで、これまで建物の耐荷重の点か
ら設置が困難だった工場の屋根、倉庫の屋根、ビルや大型施設
の壁面、駐車場や駐輪場、遊歩道、バス停、タクシー乗り場、
公園の東屋、コインパーキングなどさまざまな場所に設置する
ことが可能になりました。さらに、エネスタンド®（ソーラー
カーポート）と組み合わせることによって、電気自動車用の充
電インフラの普及にも一役を担うことができます。

開発担当者の声

　私はアルミ合金溶射線の合金組成の提案と評価を担当し
ました。想定とは異なる結果が出ることが多く、組成の検
討にはかなり苦労しましたが、粘り強く検討し耐久性の優
れた溶射線を開発することができました。今後もサステナ
ブルな社会インフラづくりに貢献できる製品開発に取り組
んでいきます。

日本軽金属㈱
グループ技術センター
表面創製グループ

兼子 彬さん

架空電線用荒引線
（Φ９．５ｍｍ、２ｔコイル） 架空送電線と鉄塔

ダクタイル鋳鉄管の
外面防食

ダクタイル
鋳鉄管

塗装

擬合金溶射

Zn線

AI線

圧縮空気 ➡
対
象
物

Zn/Al擬合金溶射の溶射方法
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Q 3Dプリンターの材料として、アルミニウムはどんな分野で活躍が期待されますか？
A	 あらゆる産業分野での活用が期待されます。従来の加工では製作できない形

状や、粉末合金・レーザーによる溶融焼結の急冷凝固がこれまでにない合金
特性を可能にします。今後、グループの知見を活かした合金開発技術などでさ
まざまな分野への可能性が大きく拡がると考えています。また、これらの技術
を活用すれば、これまで以上の軽量化・高機能化を実現できることから、省エ
ネ効果の高い部品の実現など、環境面でも社会に貢献できるものと考えます。

Q 3Dプリンタービジネスに関して一番大変なことは何ですか？
A	 3Dプリンターは、新しい技術であることから、前例や文献などが少なく、また、

規格や基準もないため、一から全てを構築していく必要があります。広大な荒
野を一から耕すイメージですが、その分大きなやりがいもあると感じています。

３Dプロジェクトリーダーのお話　日本軽金属グループでは、３Ｄプリンター
用の素材としてのアルミ合金の研究開発を行
っています。その中で日軽金グループの持つ
粉末製造技術、急冷凝固技術が最大限に活か
せると考えています。

未来の産業基盤をつくる

３Dプリンター試作品

　日本国内の有料高速道路の約３割を占める暫定二車線区間の中
央分離帯は、大部分がゴム製のポールとなっています。このような
道路では、反対車線への飛び出し事故の発生リスクが高く、一度
事故が起こると大事故になる可能性が高く、長い時間車両通行止
めになってしまいます。
　㈱住軽日軽エンジニアリングは、こうした暫定二車線区間の有
料高速道路での交通事故軽減のため、アルミ合金製の２本のビー
ムを取り付けた支柱をアンカーで固定する「車線区分柵」を開発して
います。
　この車線区分柵は、設置幅が狭いため狭小幅にも設置可能で、
支柱も前方や側方を見通しやすい高さとなっていることから、十分
な視界が確保されています。また、部材をボルトで連結する構造の

ため、重機を使用しなくてもどこでも人の力で設置することができ、
広く普及することによる事故軽減が期待されます。

交通事故を減らしたい

開発担当者の声

　今回の開発では、これまで積上げてきた経験と技術の応用
だけでは足りず、より柔軟な発想が求められました。弱い支
柱の設計やアスファルトの物性把握が課題となっていますが、
何度も衝突試験を繰り返すことでアスファルトの特性を把握し
つつ開発をすすめています。今後も製品開発を継続すること
で交通事故の軽減に貢献していきます。

日軽金アクト㈱
3Dプロジェクト
リーダー

久保田 泰弘さん

気候変動問題に対応し、
持続可能な社会の実現を
目指します

環境Environment

環境マネジメント体制

　日軽金グループは、事業活動が環境に与える影響を十分認識
し、関係法令の遵守はもとより、環境方針を掲げて主体的かつ積
極的に持続可能な事業と社会の実現に向けて取り組んでいます。
　日軽金グループの環境経営に関する基本的な施策は、日軽金
HDの社長を委員長とし、同役員および主要なグループ会社社長
などで構成する「環境委員会」で審議・決定しています。
　環境委員会での決定事項は、事務局である環境統括部門で具
体化し、各サイト※の環境実務担当者により構成する「環境実務担
当者会議」において周知を行い、活動を展開しています。
※サイト：環境マネジメントシステムを適用する対象範囲

環境監査

　日軽金グループでは、ISO14001による監査とは別に、グルー
プの環境統括部門が中心となり、国内外60サイトを対象として定
期監査を実施しています。環境監査は法令遵守、緊急対応体制、
訓練実施状況および生物多様性への取組み状況などを確認して
います。
　2018年度は、国内15サイト、海外7サイトで実施し、65件の
指摘を行いました。廃掃法に基づく保管基準を満足していないこ
とや、PCB含有機器の調査が不足していることなどを指摘し、是
正しました。また、貯蔵タンク本体に次回の点検予定日を記載す
ることにより確実に点検
し環境トラブルを防止し
ているなどの好事例も
ありました。これらの事
例は、環境実務担当者
会議で共有し、環境リ
スクの低減につなげて
います。

環境人財の育成

　日軽金グループでは、各サイトの事業内容に合わせたさまざま
な人財育成を行っています。
　日軽物流㈱では、廃掃法に基づく排出者に係る法的義務に加
えて、収集運搬基準の遵守や委託を受けた産業廃棄物の帳簿作
成・保管などについて教育しています。また日本軽金属㈱グルー
プ技術センターでは、研究開発・分析業務において多種の薬品
を使用するため、使用済み薬品の洗浄方法や、薬品漏洩時の緊
急対応方法などについて教育しています。
　共通の環境教育として、法令勉強会、ISO14001内部監査員
育成講習、環境監査への参加などを行っています。法令勉強会
は毎年２回開催しており、2018年度は土壌汚染対策法と廃掃法
をテーマに行いました。ISO14001内部監査員育成講習は、でき
るだけ多くの従業員が環境保全の目で現場を見ることができるよ
う年１回開催しており、2018年度は50名が受講しました。環境
監査への参加は、各サイトの環境担当者が、他のサイトの環境監
査に監査員として参加します。現場の歩き方・見方、課題検出の
ポイント、対策の要点などを実地で学ぶことにより、環境への理
解を深めてもらう取組みです。2018年度は担当27名中のべ34
名(参加率126％)が参加しました。

● 環境マネジメント体制図
日軽金HD
取締役会

日軽金HD 社長 グループ経営会議

CSR・監査統括室
環境保全担当

環境委員会
（委員長：日軽金HD 社長）

環境実務担当者会議グループ各社サイト

※全25社47サイト(国内環境経営範囲) 環境関連公的資格者の育成
　日軽金グループは、環境法令の改正の動きに迅速に対応でき
る人財を育成するため、法定必要人員を満たすだけではなく、
環境関連公的資格の取得を奨励しています。

● 環境関連公的資格の取得状況

環境監査の様子

※日本軽金属㈱の場合

資格名 取得者数 必要人数 報奨金
(万円)

公害防止管理者

大気 96 26 10

水質 128 28 10

騒音 51 16 5

振動 46 18 5

ダイオキシン類 23 14 5

一般粉じん 45 4 —

産業廃棄物処理施設技術管理者 9 3 —

特別管理産業廃棄物
管理責任者

感染性廃棄物以外 153 32 —

感染性廃棄物 5 4 —

エネルギー管理士 熱・電気 96 19 10

環境計量士 濃度関係 2 0 10

※

サステナブルな未来に貢献

㈱住軽日軽エンジニアリング
営業企画部
新商品推進チーム　チーム長

冨岡 仁計さん

運営

統括
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