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環境配慮製品

製品アセスメント 
　原材料調達、使用、廃棄における環境負荷を低減
するには、設計の時点で環境影響を想定し、悪影響
が懸念される場合は速やかに対策を講じることが
重要です。そのため、製品の新規開発や仕様変更
の際に、製品アセスメントを実施しています。

　製品アセスメントでは、設計、製造・流通、使用、廃
棄の各段階において、環境負荷物質の有無やエネ
ルギー使用量などを確認します。確認の結果、環境
に著しい影響があると判断される場合には、対策を
行って開発を継続します。

ライフサイクルでの環境負荷低減 
　製品のライフサイクル全体を通して環境負荷を
低減するため、主要製品においてライフサイクルア
セスメント（ＬＣＡ）を実施しています。
　ＬＣＡとは、製品のライフサイクルにおいて生じる
地球温暖化や資源枯渇などへの影響を客観的に評
価する手法です。より総合的、科学的、定量的に評

価することで、問題点やその大きさを把握すること
ができ、適切な対策をとりやすくなります。
　今後、技術者にＬＣＡ教育を行い、ＬＣＡを製品アセ
スメントに導入することで、ライフサイクルでの環
境負荷低減に取り組んでいきます。

基本的な考え方
　当社グループは、製品を通して地球環境に貢献
するため、原材料調達から製品廃棄までのライフ
サイクル全体での環境負荷低減を目指しています。
　製造・流通段階でのCO2や廃棄物の削減に取り

組むのはもちろんのこと、お客様が使用・廃棄され
る際のエネルギー量の抑制や環境負荷物質の非
含有など、環境に配慮したものづくりに努めていま
す。

設計段階 製造・流通段階 使用段階 廃棄段階

● 製品に環境負荷物質を
含有していないか

● 従来品よりも省資源設
計であるか

● 従来品より使用時の環境
汚染の影響が小さいか

● 従来品より使用時のエ
ネルギー使用量が小さ
いか

● 製造時に環境負荷物質
を使用しないか

● 従来品より製造・流通時
のエネルギー使用量や

　廃棄物量が少ないか

● 環境負荷物質を含有した
状態で廃棄されないか

┃PICK UP┃

プレミアムRXプラグの開発
　新製品プレミアムRXプラグは、トータル性能を
極めた次世代のスパークプラグです。
　新素材「ルテニウム配合中心電極」を採用する
とともに、外側電極は白金チップが突き出した形
状にしました。これによって着火性が向上し、低燃
費、耐汚損性、長寿命などの各種性能を総合的に
高めることができました。低燃費を実現したこと
により、ライフサイクルの重要な段階である使用
時において、CO2排出量の削減が期待できます。

JC08Hモード燃費（km/L）
プレミアム
RXプラグ
イリジウム
プラグ

一般プラグ

テスト車両：2400cc 4気筒　DOHC 4 バルブ
使用ガソリン：レギュラー　　テストモード：JC08Hモード

11.58

11.46

11.33

オーバル形状外側電極
白金チップ突き出し
ルテニウム配合
中心電極



W eb
サイトレポート

サイトレポート
工場別または会社別に、
それぞれの環境保全活
動をまとめた報告書。日
本特殊陶業の4工場、関
係会社8社（日特アルフ
ァサービス、日特運輸を
除く）が発行。　

W eb
各事業所の清掃活動
参加状況　

植栽放棄地
林業によって木が切られ
た後、再び木が植えられ
ないまま放棄されている
土地。
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コミュニケーション

環境活動の報告 
　当社グループの環境保全活動をご理解いただく
ため、グループCSR報告書（旧称：環境社会報告書）
並びにサイトレポート*を発行しています。
　2010年9月に発行した『環境社会報告書2010』
が、環境省および財団法人地球・人間環境フォーラ
ムが主催する第14回環境コミュニケーション大賞
の環境報告書部門において、奨励賞を受賞しまし
た。今後も分かりやすく正確な情報開示に努めます。

W

環境懇談会の開催 
　近隣にお住まいの皆さまとのコミュニケーション
の場として、環境懇談会を開催しています。日ごろ
の環境活動を説明して皆さまからご意見をいただ
くとともに、改善の機会としています。2010年度は
10件の懇談会を実施し、38名に参加いただきました。

環境懇談会
（南勢セラミック）

基本的な考え方
　当社グループが事業を続けるためには、地域社
会との連携を深め、社会から信頼される存在になる
ことが重要です。それには当社グループの環境活
動を知っていただくことが第一と考え、わかりやす
く正確な情報開示とコミュニケーションに努めてい
ます。

リサイクル
センターの見学

植栽放棄地 清掃活動（神岡セラミック）植樹した木 清掃活動（小牧工場）

環境活動の見学 
　環境取り組みや環境施設の見学を目的とした工
場見学を受け入れています。実際に施設をご覧い
ただき、質疑応答などを行うことで、ご理解いただ
くとともに、コミュニケーションを深めています。
2010年度は11件、581名の皆さまが工場見学に
参加されました。

植樹活動への寄付 
　2009年10～12月に実施した「秋のエコプラグ
にかえよう！」キャンペーンの売上の一部を、NPO
法人を通して、熊本県球磨村での植樹活動に寄付
しました。これにより、植栽放棄地*に、コナラ、イチ
イガシ、ヤマモモなど元々の植生に配慮した樹
100本が植えられました。

環境社会報告書
2010

サイトレポート

地域清掃活動 
　当社グループは、定期的に清掃活動を実施し、地
域の環境維持に努めています。また、自治体などが
主催する美化活動にも継続して参加しています。
2010年度は延べ1,026名が参加しました。

W
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