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　当社では 2006 年度から環境報告書を発行し、創刊
5 年目にあたる昨年の 2010 年度については、社会面
の内容を増加し、名称を「社会 ･ 環境報告書」に変更
するとともに、記載項目、レイアウト、デザインを
見直し大幅なレベルアップを図りました。
　今年度につきましては、創立 60 周年という節目の年
の発行でありましたので 60 周年にちなむ特集を掲載
しました。
　今後も社会貢献活動 ･ 環境保全活動等に真摯に取り
組む姿勢をご理解いただくために分かりやすく親しみ
のある報告書の発行に努めていきます。

■ 対象組織
　大電株式会社および大電産業株式会社
 
■ 対象期間
 　2010 年度 (2010 年 1 月～ 12 月）
　（一部 2010 年以前の経過と 2011 年度の活動を
　  含みます）

■ 対象分野
　社会 ･ 環境

■ 参考ガイドライン 
　環境省「環境報告ガイドライン（2007 年度版）」　
    GRI「サステナビリティ ･ レポーティング ･ ガイド
               ライン第 3 版（G3）」

　当社ホームページ http://www.dyden.co.jp でも
　ご覧いただけます。

社        名　 大電株式会社
本        社　 〒 830-8511
                 　 福岡県久留米市南 2-15-1　　
設        立　 1951 年 3 月 10 日　　　
代  表  者　 代表取締役社長　森  昭典
資  本  金　 4 億円
売  上  高　 192 億円
従業員数　 436 名 
事業内容　 電線 ･ ケーブル、光ファイバーケーブル、
　　　　　 電力用機器、FA・ OA ケーブル、
　　　　　 FA・OA ハーネス品、 油圧機器・バッテリー
　　　　　 インジケータ、ネットワーク機器、
　　　　　 蛍光体等の製造、加工、販売 
関係会社　 大電商事株式会社
  　　　　   大電産業株式会社
  　　　　   クランデーワールド株式会社
  　　　　   大電塑料（上海）有限公司

  会社概要  編集方針
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（2010 年度社長方針）

「新たな価値の創造」への挑戦！

TOP COMMITMENT

　代表取締役社長
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　当社では「我等の信條」という CSR 経営理念
のもと堅実な経営を推進し、2011 年に創立 60 周年
を迎えることができました。これは、ひとえに
関係各位、特にお客さまのお引き立てによる
ものと深く感謝しております。これからも引き
続き、我等の信條にありますように「会社の
発展を通して、従業員の幸福と社会の繁栄に
貢献する」ための会社経営を行っていきます。
　ところで、2010 年度は 2009 年度に引き続き
徹底的な支出の削減に取り組みましたことに
加え、売上の拡大に努めてきました結果、大幅な
増収増益が実現できました。これは、全社
挙げて取り組みました体質改善が根付いてきた
結果であり、当社の今後の事業活動において
大きな力になるものと確信しております。

　しかし、企業を取り巻く市場環境は今後も
厳しい状態が続くと予想され、市場における
様々な変化に対応すべく、2011 年度からスタート
しました中期経営計画で掲げているところの

「 事業基盤の拡充に向けた種々の経営課題の
 推進」こそが重要なことと考えています。
　具体的には、新規製品の投入、拡販製品
差別化のための技術開発力の強化などの課題
に対して、新たな視点、発想、手法、取り組み
によりもたらされる成果の積み上げがあって
こそ達成可能になるものと考えています。
　以上のようなことから今年度の社長方針も
昨年と同じ「新たな価値の創造」への挑戦と
しました。
　本報告書をご高覧いただき、大電グループの
取り組みをご理解いただきますと共に皆さま
方のより一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。

九州のグローバル企業を目指し、

「明るく楽しく元気に」活動しています。
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■ケーブル品種の拡大
●通信ケーブルの品種拡大
　1972 年、当社は通信ケーブルの生産品種拡大など
に対応して佐賀工場に通信ケーブル工場を建設し、生産
体制を整えました。この時代にはボタン電話用屋内
ケーブル、構内用ケーブル、新屋外線、高速伝送用
ケーブル、配電遠制用通信ケーブルを製造しました。

●配電線の品種拡大（アルミ配電線の開発）
　都市部における高層建築の急増などに伴い、1970 年
ごろより建設業従事者の感電事故が増加しました。これ
を機に、それまでの裸硬銅撚線であった高圧架空配電線
の被覆化が法制化されました。
　これを受けて、電力各社様は配電網の安全性を高める
ために配電線の被覆化推進に取り組むこととなりました。
　九州電力様では配電設備の強化と感電事故減少対策
の一環として、高圧（6.6kV）および低圧（100V および
200V）架空配電線の被覆化を行いました。
　1975 年に入ると九州電力様の被覆化計画の本格化
に伴い、当社では 1977 年 7 月、アルミ電線設備を佐賀
工場に集約し、生産設備についても増強して生産能率
の向上を図りました。

■事業の拡大
●産業機器分野への進出
　当社は創業から約 10 年を経た 1960 年ごろから電線
以外の製品開発に取り組んできました。開発分野は
プラスチック精密成形分野と油圧分野でした。
　プラスチック精密成形分野では「バッテリーインジ
ケータ」、油圧分野では「油圧ロータリー型バルブ」
の開発に繋がりました。現在、この 2 つの製品は国内
トップシェアを占めるまでに成長させることができました。

●新たな電線分野への取り組み
　新たな電線分野への取り組みは「音響、高周波、
FA、OA」の 4 つのテーマでした。
　音響、高周波分野については断念せざるを得なかった
のですが、FA、OA 分野については 1990 年に情報電線部

（現 FA ロボット電線事業部）として事業化でき、現在
FA 分野においては、国内トップシェアを占めるまで
に成長させることができました。

■九州電線株式会社の設立
　1951 年 3 月 10 日に現 大電株式会社の基礎となる
電線および電線架設用品の製造販売を事業目的とした
九州電線株式会社がゴムの町久留米に設立されました。
当時の電線は被覆材料にゴムを使用していました。

  創業・確立の時代（1951 年～ 1970 年）
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　当社は 2011 年に創立 60 周年を迎えました。人間で言えば「還暦」にあたる節目の年ですので、
これまでの 60 年を振り返ってみました。

特集：創立 60 周年

九州電線株式会社　正門前

  成長・発展の時代（1971 年～ 1985 年）

■九州電線株式会社から大電株式会社へ
　1963 年、当社は九州電線株式会社から大電株式会社
へ社名を変更しました。これは、社名に「九州」と
ついていることから九州以外での営業活動に支障が
生じたこと、また、「電線」がついていることで製品的
にイメージが限定されて受け取られるという懸念が
ありました。このため電線のみならずさらに幅広い
分野への事業展開を図りたいなどの理由から 1963 年の
3 月 1 日に大電株式会社へ社名を変更しました。

■ゴム電線からプラスチック電線へ
　1953 年に被覆材料に経済性、施工性の良いビニル
を採用し、ビニル電線工場を建設しました。その後、
1958 年にはビニルコンパウンド工場を建設し、ビニル
電線の製造体制を確立して、通信用ビニル屋外線、局内
ケーブル、600V ビニル絶縁電線、600V ビニル絶縁ビ
ニルシースケーブルなど徐々に生産品種の拡大に取り
組んでいきました。
　加えて、1955 年にはさらに化学的にも電気的にも
優れ、安価で加工性の良いポリエチレンを採用し、市内対
ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなどの製造も
行いました。
　さらに 1967 年にはポリエチレンの特性に耐熱性を
付加した架橋ポリエチレンを採用した電線・ケーブルも
製造してきました。



■各分野における挑戦
●電力分野
　当社にとって事業の基盤である電線分野においては、
九州電力様より 1993 年に送電用 ACSR、1995 年に耐熱
ACSR の型式認定を受け、送電分野への営業拡大を図り
ました。
　また、発電分野についても、玄海原子力発電所、
川内原子力発電所、新大分火力発電所、小丸川発電所
などへの受注活動を強化し、拡販を図りました。

  革新・挑戦の時代（1986 年～ 2010 年）
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特集：創立 60 周年　　　

●光分野
　1982 年、住友電気工業様と光ファイバケーブルの
技術提携をした当社は翌年より光ファイバケーブル、
コネクタ付きコード等の製造販売を開始しました。
　また、1987 年には上峰工場に光ファイバケーブル
専用設備を新設し、光ファイバケーブルへの本格的な
取り組みを開始しました。同年 12 月、九州電力様の
工場審査を受け、翌年 5 月、初めて光ファイバケーブル
を受注しました。

●電力用機器分野
　1980 年頃より当社技術部では、九州電力様と共同で
架空配電線用機材、全地中化機材、間接無停電工法
システムの開発に携わってきましたが、特に間接無停電
工法システムは九州電力様の積極的な取り組みにより、
他電力社様に先駆けて開発することができました。
　このころ、電力機器部に技術課を設置し、開発から
製造までの一貫体制を整え、電力各社様の要望に応える
体制としました。
　こうした活動の結果、1993 年より関西電力様、中国
電力様、北陸電力様に間接無停電工法システム機材を
納入することができました。使用状況に合わせ、電力
各社様と協力して開発した新規工具類が電力業界で高い
評価を受けており、電力機器製品はこれまでに 12 回
の澁澤賞※ 1 を受賞しております。

● IT 分野（メディアコンバータの開発）
　当社はイーサネット用同軸ケーブルを製造していました
が、イーサネットの規格に UTP ケーブルを使用する
10Base-T が追加され、イーサネットに使用するケーブル
は徐々に同軸ケーブルから UTP ケーブルへと移って
いきました。
　これに対応して、当社は UTP ケーブルの信号を光に
変換するメディアコンバータを開発しました。
　現在、メディアコンバータやスイッチングハブを開発・
販売する部署はネットワーク機器部として事業化され、
2010 年 6 月にはブランド名を「OPTENDER」から

「COMMNIO（コムニオ）」に変更しました。

●技術開発分野
Dy-SOFT（ディーソフト）の開発
　Dy-SOFT は機器内配線用電線で機器メーカー様が
メインユーザーになります。最大の特徴はケーブルの
柔軟性です。また DOP フリー、鉛フリーであるため
環境にも優しい製品となっております。

COMMNIO（コムニオ）のロゴマーク

Dy-SOFT

第 55 回澁澤賞を受賞した「Duct　R　Analyzer」

※ 1  澁澤賞とは、故澁澤元治博士が昭和 30 年に文化功労者

　     として表彰を受けられた栄誉を記念するため、昭和 31 年

　    に設けられたもので、電気保安に傾注された博士の意

　    を体して、広く電気保安に優れた業績を上げた方々に

　    毎年贈られている民間で唯一の電気保安関係表彰として

　　  各界より認められている権威ある賞です。

※ 2  DOP とは、フタル酸エステルの一種。合成樹脂の可塑剤

　      として用いられる。

Dy-SOFT の特徴
①優れた柔軟性で配線効率アップ
②マルチ規格適合品（国内、UL、CE）
③優れた耐熱性（75℃：30 年、95℃：40,000 時間）
④ DOP フリー※ 2、鉛フリー



  最優秀賞
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特集：業務改善表彰

　当社では、業務上有益な発明、考案、改善、改良、工夫等を行い、又は会社業績に貢献する業務遂行等を行い、
それらの成果が特に顕著であると認められるとき業務改善表彰を行っております。

■収益改善 WG（ワーキンググループ）による
　業績貢献
●受賞部門
　電線事業本部 営業企画部、技術部、製造部、
　管理部 生産管理課、管理部 物流管理課、設備技術部

●受賞の内容
　2008 年 6 月から電線事業の収益改善、黒字化達成
を目標に徹底したコスト低減（製品 CR、設備経費削減）
に取り組み、具体的には WG を立ち上げて活動し、
2009 年の電線部門の黒字化に貢献したことが表彰され
ました。

　2009 年度のコストパフォーマンスは

1 億 2 千万円　でした。

●苦労した点
①リーマンショックによる環境の激変・悪化、生産量
　の低下により見込んでいた効果が減少し、改善課題
　の追加と解決を素早くやり遂げなければならなかった
　こと。
②部分最適から全体最適に脱却した改善の立案のため、
　組織間で問題を共有し、WG として解決案を立案
　するために、WG 会議を全員参加の状態にしていく
　こと。

●受賞の感想と今後の豊富
　WG で実施した課題とその解決策、解決における手法
の活用は、実施結果を見れば ” 当たり前、当然の活動 ”
ではありますが、今回の WG を通じて日常的に実施
できていなかったことに改めて気付かされました。
　2009 年の 9 月に、設定課題の大部分が解決できた
ため WG は解散しましたが、事業体質の改善および
事業収益性の安定化には今後も組織の連携による課題
解決、全体最適での課題解決、縦串から横串の改善を
今後も継続することが重要だと考えます。

●受賞者の声

佐賀事業所
製造部 次長
 中野 正教

　2008 年 6 月から開始した WG は、金融危機
による 2009 年の大不況の中での活動でしたが、
WG メンバー全員が、危機を変化のチャンスと
受け止めて課題解決のスピードアップが図れま
した。全社的業績改善策ともリンクできました
し、電線事業の黒字化、全社業績に貢献でき、
最優秀賞を受賞できたことを嬉しく思います。

ＷＧの全員が一丸と
なって取り組めた
成果です

ワーキンググループの代表者

  2010 年業務改善表彰について

　2010 年 3 月に 16 件の業務改善表彰が行われました。
今回は、その中の最優秀賞と優秀賞を 1 件ずつ紹介
します。



  優秀賞
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特集：業務改善表彰　　　

■ケーブル寿命シミュレーションソフトの構築
●受賞部門
　FA ロボット電線事業部 技術部 技術課

●受賞の内容
　このソフトは、ケーブル構造・用途に応じて「期待
できる屈曲寿命」を理論的に算出するソフトです。
　これまでは寿命を割り出すのに使用条件に合わせて
試験機で実際に試験し、長い年月をかけていました。
しかし、このソフトで試験期間の短縮や省略が可能に
なります。
　意図する条件で「ケーブルがどれ位の期間使用できる
のか」を事前に把握しておくことは、ケーブル選定に
おける重要指標となりますが、このソフトにより短時間
のシミュレーションで期待値が把握できるため、使う
側にとっても作る側にとっても最適ケーブルの選定に
繋がります。

●苦労した点
　ロボットケーブルの実際の配線は多種多様なものに
なっております。よって、特にロボットの各関節部分

（動く部分）ではお互いが干渉することから複雑な計算
モデルになります。従って、当面の解析目標を単純な
動作（試験機の動作）に設定することとしました。
　また、材料個別の屈曲寿命は、試験データを踏襲した
ものにすることが最適だと考えましたので、詳細な
データを取得する必要があり、相当な時間を要しました。

●特徴
　開発したソフトは、ケーブル内部の各線心の螺旋形状
の変化やピッチの変動、線芯同士の摩擦なども考慮に
入れた計算処理を行っていますので、お客さまからの
信頼も高く好評をいただいています。

●受賞者の声

　このソフトは販売目的としたものではないにも
関わらず、評価してもらえたことは光栄です。この
ソフトをお客さまにプレゼンしますと、後日必ずと
言っていいほど、ケーブルの寿命算出依頼を受け
ます。また、設計や開発だけでなく大電の解析技術
として認めてもらえる様になってきています。
　これからも、FA ケーブルの拡販に繋がるような
ソフトの使い方やバージョンアップに取り組んで
いきたいと考えています。

独自の技術を活かした
ソフト開発ができました

受賞者

寿命シミュレーションソフト

絶縁寿命

導体寿命
0       10       20       30       40       50       60

曲げ R  [mm]

寿
命

1.0E+06

1.0E+05

1.0E+08

1.0E+09

1.0E+04

1.0E+07

FA ロボット電線事業部
技術部　技術課長
西村  和彦



  コンプライアンス体制の確立

　当社では 2010 年 11 月にコンプライアンス体制構築が完了いたしました。この体制をもとに社会から
より一層信頼される企業づくりを行っていきます。
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コンプライアンス

コンプライアンス基本方針

１．法令の遵守

　　国内外の法令、規則を遵守し、社会規範や倫理等

　　に従って行動します。

２．公正、適正な企業活動

　　公正、透明ならびに適正な取引を行うとともに、

　　社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力

　　には毅然とした態度で対応します。

３．お客様第一・品質重視

　　お客様第一の立場で考え、” 品質は会社の心 ”

　　をモットーに知恵と工夫を出し合って、良い

　　製品づくりに努めます。

４．地球環境への配慮

　　地球環境に配慮した企業活動を展開し、環境

　　保全に貢献します。

５．地域社会への貢献

　　誠意を持って地域社会との協調を深め、その　

　　発展に貢献できるように努めます。

６．明るい職場づくり

　　組織のマナーとルールを守り、良い人間関係を

　　形成して、明るく活力ある職場づくりに努め　

　　ます。

７．適切な情報開示

　　社会とのコミュニケーションに努め、企業情報

　　を適切に開示します。

■当社の取り組み
　当社は 2010 年の 5 月にコンプライアンス委員会を
設置しました。社長を委員長、取締役を委員とし、
コンプライアンス基本方針やコンプライアンス・ハンド
ブックの策定にあたりました。
　なお、コンプライアンス推進の統括部署は総務部、
推進責任者は各部門長として活動を展開します。
　さらに、日本経団連が 10 月を企業倫理月間として
いることから当社も同月を「コンプライアンス推進月間」
として取り組む予定です。

■ホットライン制度（内部通報制度）の導入
　不祥事の発覚の多くは内部告発によるものです。内部
告発により社会的損失を最小限に抑えられるという
考え方が欧米で広がり、内部告発者を積極的に保護する
法律の整備がすすめられました。
　日本においても 2006 年に公益通報者保護法が施行
されました。当社も同法の趣旨に賛同し、ホットライン
制度（内部通報制度）を導入しました。

ホットライン制度の仕組み

【通報・相談】

・電話、メール

   文書、面談

・原則として顕名

コンプライアンス

委員会

コンプライアンス委員会
委員長　　　　社長
副委員長　　　委員長が任命
委員　　　　　取締役
オブザーバー　監査役
事務局　　　　総務部 総務課

推進責任者
各部門長

総括部署
総務部

推進担当者
推進責任者が任命

通報窓口
総務部長

■コンプライアンス推進体制

社員

相談・通報

報告

（ホットライン制度）

社員

通報窓口
総務部長

事務局
総務部　総務課

推進責任者
各部門長



コンプライアンス　　　
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■コンプライアンス研修会

　2010 年 11 月 24 日と 12 月 7 日に、本社と佐賀事業所
においてコンプライアンス研修会を実施し、当社の顧問
弁護士に「法令遵守」と題して講演を行っていただき
ました。
　これは、当社のコンプライアンス教育の一環として、
正しい知識を習得するため管理職を対象に開催したもの
です。コンプライアンスという言葉が取り上げられる
ようになった背景や最近のニュースを用いて企業の法令
違反事例についての説明がありました。
　TV 会議システムでの参加を含め、2 日間で 82 名が
聴講しました。

佐賀事業所での研修会風景

●担当者の声

管理本部
総務部　総務課
仲間  公亮

　当社は経営理念である「我等の信條」のもと、
コンプライアンスという言葉が世の中に定着する
ずっと前から信頼される企業を目指して法令遵守
に取り組んでいます。昨年は社員向けにハンド
ブックを策定したりホットライン制度の導入など
を行いましたが、今後も教育・啓発活動等により
当社の企業価値をさらに高めることを目指して取り
組んでいくつもりです。

企業価値の向上に向けて

■当社の活動内容
●個人情報保護、秘密管理等
　個人情報保護法や不正競争防止法等の趣旨に沿い、
　規程・標準類を整備し、秘密情報の漏洩防止、
　情報の不正使用防止等の対策を行っています。

●情報セキュリティ
　社長を委員長とする情報セキュリティ委員会を
　設置しています。委員会の下で情報資産および
　情報システムを適切に保護するための基本となる
　考え方を定め、情報セキュリティの確保に取り
　組んでいます。

●セクシャルハラスメント
　セクハラに関する法の趣旨に沿い規程を整備し、
　昨今、女性に対してだけでなく、男性に対しても
　セクハラ・パワハラが社会問題化する中、セクハラ・
　パワハラ防止対策や、万一これらの事態が起こった
　場合に備えた対策等を行っています。

●業務管理の厳正化
　毎年２回、全職場において、社内業務の総点検を
　行う制度を設け、法令遵守状況をチェックし、
　不正防止、業務の適正化等を図っています。

●コンプライアンス・ハンドブック
　従業員が日常業務の中で守るべき重要な法令や、
　倫理的な観点から基本となる考え方、行動基準等
　をハンドブックにまとめ、全社員に周知しています。
　ハンドブックの内容は、独占禁止法・不正競争
　防止法等の遵守、反社会的勢力への対応など多岐
　に渡っています。

コンプライアンス・ハンドブック



これまでの実績は

学術奨励金　　　　　　　　118 名　　

奨学金述べ人数　　　　　　641 名
振興助成金（教材寄贈）　  　271 箇所
図書等の贈呈　　　　　　　756 校
となっています。

■学術奨励金
　2010 年 3 月に学術奨励金の贈呈先が決まり、5 人
の研究者に各 200 万円の研究費が贈呈されました。
　以下、その内容を紹介します。

１）徐
じょ

   超
ちょうなん

男   様
　　九州大学　大学院総合理工学府・教授
　　『省エネ、環境に優しいデバイス用蛍光体に関する
　　  研究』

２）藤野  茂  様
　　九州大学　大学院工学研究院化学工学部門・
　　准教授
　　『耐熱性・成形加工に優れた省エネルギー型新規
　　  透明ガラス蛍光体の開発』

３）渕脇  正樹  様
　　九州工業大学　大学院工学研究院機械情報工学
　　研究系・准教授
　　『特殊環境下での監視・保守・点検を目的とする
　　  小型飛翔ロボットの最適化設計法の確立』

４）衣
い ら み な

良皆  啓治  様
　　九州大学　大学院システム情報科学研究院情報学
　　部門・教授
　　『脳情報に基づく発達障害児教育支援システムの
　　  開発』

５）土居  克実  様
　　九州大学　大学院農学研究院・講師
　　『バイオ・ナノテクノロジー融合による地熱資源
　　  の活用法の開発』

■財団法人吉田学術教育振興会の公益法人化
　吉田学術教育振興会は、新公益法人制度スタート
に伴い、公益法人への移行を進め 2010 年 5 月 18 日
福岡県知事から認定を受けました。
●事務局からのコメント
　全国の社団法人・財団法人は 26,000 ほどありますが、
公益法人に移行できているのはほんの数百件前後です。
それは移行に伴う複雑な仕組み・準備が必要という理由
が背景にあります。そんな中、当社がいち早く公益法人化
できたのは、真面目・公正に公益事業に取り組んできた
おかげだと思っています。（天下りの問題がありませんし、
役員は無報酬です。大電もボランティア精神で協力
しており、財団の運営が成り立っています）
　今後は、会社でいうところの株主総会や取締役会を
評議員や理事会できっちりと行っていくとともに、
株式公開会社並に情報を公開していくことにして
おります。

  吉田学術教育振興会活動
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■これまでの活動
　1985 年から学術奨励金、奨学金、振興助成金、図書等
の贈呈を行い、これまでに贈呈しました金額累計が

5 億円
を超える支援を行ってきています。

　当振興会の特徴は「学術教育の振興こそ、社会発展
の基礎であるという創業者の信念に基づき、当振興会
の行う事業の学術奨励金 ･ 振興助成金・奨学金の贈呈
等は、一切返済不要で、使用についての条件は付け
ない」ということです。

学術奨励金を受けられた方々（前席）

　1985 年 6 月に創業者の吉田直大により創設されました吉田学術教育振興会は、着実な運営に基づき
数多くの貢献をさせていただいております。これからも地道な支援を続けてまいりたいと考えています。

社会貢献

■財団法人吉田学術教育振興会とは
　当振興会は、福岡県下で科学技術の先進的な研究に
取り組む新進気鋭の研究者、また児童生徒の豊かな人間
性を育む教育に取り組まれている学校の特色ある学習
活動に、資金的な側面からお役に立つことはできないか
との思いで、創業者の吉田直大が私財を投じて創設した
公益財団法人です。
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■アジアからの留学生に奨学金贈呈
　2010 年 7 月 16 日、アクロス福岡内の国際交流
センターで里親奨学金贈呈式がありました。
　出席者は奨学生 31 名（アジア各国からの留学生）
と奨学金を贈呈する側の企業・団体の代表などが出席
しました。
　当財団も奨学金を給付するため、贈呈式に参加しました。

社会貢献　　　

■図書・教材の贈呈
　当財団は毎年福岡県内の小中高校に図書 10 万円相当
を 30 校、教材 50 万円相当を 10 校に寄贈しています。
　2010 年度は、図書の贈呈先として荒木小、安武小、
東国分小、江南中、明善高校に、教材は南薫小、三潴中、
朝倉光陽高校などに寄贈しました。

■研究内容について
　学術奨励金贈呈の研究内容について、2 件紹介
します。

●研究内容紹介
１）渕脇  正樹  様
　　『特殊環境下での監視・保守・点検を目的とする
　　  小型飛翔ロボットの最適化設計法の確立』

　近年、小型羽ばたき飛翔体やマイクロ・エアー・
ビークル（超小型無人機）の研究開発が米国や欧州を
中心に盛んに行われています。これらは、二次災害の
危険がある被災地での人命救助支援や危険人物の監視
を目的としたテロ対策用として活躍が期待されています。
　渕脇様は蝶のように 2 枚の翅（はね）の羽ばたき運動
だけで自立飛翔するロボットを開発し、特許を取得
しましたが、実用化するためにはカメラやセンサを搭載
する必要があります。
　この研究は、飛翔に必要な揚力および推進力のメカ
ニズムを明らかにし、カメラ等を搭載した状態での安定
飛翔の実現を目指すものです。

●研究内容紹介
２）土居  克実  様
　　『バイオ・ナノテクノロジー融合による地熱資源
　　  の活用法の開発』

　現在、低炭素社会の実現のため脱化石燃料の使用が
求められています。地熱発電は CO2 排出量が少ない
のですが、地熱水中に含まれるシリカの付着による発電
効率の低下等の問題がありました。一方、地熱水中
には燃料電池の作製に不可欠なリチウムが海水の 100 倍
以上と豊富に含まれています。
　そこでこの研究は、地熱水中で耐熱性の高度好熱性
細菌が生産するシリカ結合タンパク質を大量生産させ、
シリカを除去し、得られたシリカ除去済み地熱水中から
リチウムを回収するシステムを開発するものです。

奨学金を受け取るアジアからの奨学生



■久留米事業所
　三池工業高校情報電子科の 2、3 年生が工場見学に
来られました。「生徒に、産業界における最先端技術等
を見学、学習させることにより、工業人としての意識
の高揚を図り、今後の教育効果を高める」ことを目的
として工場見学が行われました。
　先生 5 名、生徒 78 名の総勢 83 名の方が久留米事業所
に来られました。

  工場案内

■事業所周辺美化運動
　当社及び大電産業の従業員により、事業所周辺の美化
運動を行っております。
　久留米事業所及び上峰事業所は 6 月 7 日、佐賀事業所
では 6 月 9 日に事業所周辺の美化運動を実施しました。

2010 年度は、350 名 が参加しました。

  美化運動
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三池工業高校の生徒

　佐賀・上峰事業所では 10 年前から久留米事業所では 7 年前から毎年 6 月 5 日の「世界環境デー」や
5 月 30 日の「ゴミゼロの日」に合わせて美化運動を行っています。また、地域に根ざした取り組みの一環
として工場案内や地域イベントへの参加なども行っています。

社会貢献

久留米事業所周辺美化運動

佐賀事業所周辺美化運動

上峰事業所周辺美化運動

■佐賀事業所
　2010 年 6 月 17 日に佐賀工業高校から 86 名、6 月
22 日に鳥栖工業高校から 42 名、計 128 名の高校
生が当社佐賀事業所に見学に来られました。見学後
の質疑応答では「来年度の採用はありますか？」など
現実的な質問も出ましたが、終始和やかな雰囲気で
終えることができました。

撚線工程の説明に熱心に耳を傾ける高校生
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■くるめ水の祭典
　当社の地元久留米では、8 月 4 日「くるめ水の祭典
1 万人総踊り」が開催され、毎年参加しています。
　2010 年は 160 名が「明るく、楽しく、整然と」を
コンセプトに参加し、昼休みの時間を利用してみっちり
練習を行い、その成果を披露しました。
　たくさんの参加者から「楽しく踊れました！」という
声が聞かれました。

  地域イベントへの参加

社会貢献　　　

■大電新聞
　2010 年 6 月 10 日、南小学校の 3 年生が「校区発見」
の一環として、工場見学にやってきました。その後
工場見学で発見したことを「大電新聞」にまとめて
くれましたので、その一部を紹介します。新聞には、

「大電の歴史とは」「働いている人の様子」等それぞれ
のテーマをもとに当社の様子が描かれています。工場
見学当日、熱心に見学していた生徒たちの眼差しが
この大電新聞からも伝わってきます。



１位　ほっとする　その一言で守られる
　　　ストレス溜めない　健康職場
２位　あなたの笑顔は家庭の宝
　　　みんなの笑顔は職場の宝
２位　一人でかかえず　みんなで解決
　　　笑顔が明日へのエネルギー

１位　ハッとした　その瞬間を忘れない！
　　　みんなで生かそう安全動作
２位　これくらい「ゆるむ心」潜む事故
　　　声かけあって無災害
２位　まあ　いいか　思う心に落とし穴
　　　あせらず　はぶかず　安全作業

  安全衛生マネジメントシステム

■安全標語
　応募総数 502 件の中から優秀作品（1 ～ 3 位、佳作）
を選考し、表彰しました。

  安全衛生標語

■衛生標語
　応募総数 462 件の中から優秀作品（1 ～ 3 位、佳作）
を選考し、表彰しました。

　2003 年に労働安全衛生マネジメントシステムを構築し運用しています。リスクアセスメントやメンタル
ヘルス対策などを行い、働きやすい環境づくりに努めています。

安全衛生／健康

■災害発生状況
　過去 5 年間（2006 年～ 2010 年）の労働災害発生
の状況は下記の通りです。

■教育実施
　2010 年度は、以下のような安全衛生教育を実施
しました。
１）安全衛生方針及び安全衛生目標、部門安全衛生
　　計画内容周知教育
２）社内外の災害事例を活用した、事故防止教育
３）事業所内フォークリフト事故事例を活用した
　　事故防止教育
４）ヒヤリ・ハット事例を活用した、事故防止教育
５）作業手順書遵守のための教育
６）メンタルヘルス教育
７）交通安全教育
８）防火教育

2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
休業災害 0 1 0 0 0
不休災害 0 0 0 1 0

2011 年度安全衛生方針

【理念】
　人間尊重を基本とした安全と健康の更なる向上
　を目指して社会発展と従業員の安全と健康維持を
　推進する。

【活動方針】
　１．労働安全衛生マネジメントシステムを運用し、
　　   災害のない安全な職場環境づくりを推進する。　
　２．健康教室やスポーツイベントを開催し、心と
　　　身体の健康づくりを推進する。
　３．クリーンで快適な職場環境づくりを推進する。
　４．交通安全運動を展開し、無事故、無違反を
　　    目指す。

●１位受賞者の声

管理本部
企画部
山口  祥文

　「ほっとする」一言は、私が最も苦手とする分野
の言葉なので、自戒の念を込めて作った標語が
１位に選ばれて正直驚きました。仕事にストレス
は付きものと思いますが、お互いが、溜めずに
流せる手助けができればいいですね。「声かけ」

「傾聴」は誰にでもできますから、率先垂範！少し
でも誰かの「ほっと」のお役に立てますように。

ほっとしますように

（件）

■安全衛生方針
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　（久留米事業所 18 チーム参加）

　（佐賀事業所 28 チーム参加）

■産業医によるメンタルヘルスケア講習会
　2010 年 8 月 24 日、25 日に久留米、佐賀、上峰の
各事業所において管理監督者および産業保険スタッフ
を対象としたメンタルヘルスケア研修を実施しました。
参加者は 3 事業所合わせて 73 名でした。今年は、スト
レスを感じやすい性格、行動や身体・心理的反応等の
変化で見るストレス反応等について説明がありました。

  メンタルヘルス対策

■安全パトロール、衛生パトロールの実施
　2010 年 7 月 7 日、安全週間総括として安全パト
ロールを実施しました。また、10 月 4 日には衛生
パトロールを実施しました。各パトロールで安全面、
衛生面とも特別不備は見受けられず、概ね良好との
評価でした。

安全衛生／健康　　　

メンタルヘルスケア講習会

パトロール風景

■大会開催の経緯
　チーム毎に歩数を競う社内イベントで、従業員の
生活習慣病予防を目的に 1999 年に開始して以来、
毎年行っています。　
　団体賞、チームワーク賞、継続賞があります。

  DY 駅 dEN（ダイ駅デン）大会

賞 チーム名 1 日平均歩数

1 位   吸収ウォーカー 20,454

2 位   F ロボ製造 B チーム 19,460

3 位   ウォーキングシューズ 14,685

4 位   i　kensa 14,320

5 位   GO　GO ！！ファイブ 13,459

賞 チーム名 1 日平均歩数

1 位   架橋 B 18,870

2 位   佐賀製造課 15,125

3 位   架橋 A 14,632

4 位   ゼツエン B 14,398

5 位   カモシカ 14,335

賞 チーム名 1 日平均歩数

1 位   青色健康体 13,104

2 位   Injection 10,669

3 位   イルネックスⅡ 10,640

4 位   リーク大 10,370

5 位   SS-05 10,050

  安全・衛生パトロール
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■ラインカンパニー活動とは
　工場内の一つのセクションを疑似会社と見立て、
現場が主体となってラインの経営を行う事により、
人財を育成する活動です。
　当社では 2005 年 9 月にラインカンパニーを
キックオフし、2010 年で 5 期目を迎えました。
　今回は、一昨年の活動を振り返り実績等を紹介
します。

  ラインカンパニー活動

　改善活動では当社が 2005 年より取り組んできたラインカンパニー活動について、従業員満足では当社
で実施しています研修制度の中からキャリアデザイン研修、ライフプランセミナーについて紹介します。

改善活動／従業員満足

■ラインカンパニーにより向上した点
１．皆の意識が変わりました【人財力】
　　人と人との密接な関係が構築されました。
　　カンパニーの一人ひとりが「やらされる人」から
　　「やる人」となり、全員が主役となって人材育成
　　を中心とした活動を展開してきました。

２．物事に取り組む姿勢が変わりました

３．問題解決能力が向上しました【現場力】
　　（な　ぜ）なぜ現状なのかと疑問を持ち、常に MAX
　　　　　  　を目指した改善にアタックする。
　　（攻める）  効率化して短縮された時間で、これまで
　　　　　　 できなかったことを実行する。
　   （儲ける）常にカンパニーが儲かることを念頭に
　　　　　　  活動する。

４．客観的に成果を評価することができるように
　　なりました【見える化】
　　各カンパニーが「埋蔵金発掘」～「改善手段
　　（TO-DO リスト）」「改善実施」までの一連の効果
　　や達成度合いを「七つの管理指標」を基に客観的
　　に評価することで、自分達の活動の成果をより
　　具体的な数値で評価できるようになりました。

５．大人の改善を目指して取り組みました
　　【限界への挑戦】
　　「できる改善」より「効果の大きな改善」を優先的
　　に取り組む。常に大きな効果金額を求めてチャレンジ
　　しています。

■活動成果
　ここでは活動成果の一部を紹介します。

１．不良ロス低減活動
（単位：千円）

2006 年 2007 年 2008 年 2009 年

不良ロス合計 6,475 6,263 5,630 5,196

２．ヒューマンエラーゼロ活動
（単位：件）

2006 年 2007 年 2008 年 2009 年

ヒューマンエラー 74 34 32 20

発掘埋蔵金実績推移（月平均値）
（単位：千円／月）

2006 年 2007 年 2008 年 2009 年

実績 54,379 70,583 70,334 82,542

■発掘埋蔵金
　現状に甘えることなく埋蔵金を掘り起こし PDCA
のサイクルを回すことで、捨てていた（眠っていた）
埋蔵金を改善効果金に換算しました。

■まとめ
　5 年間活動してきてカンパニーの社長・店長経験者も
増え、全体としてのレベルも上がってきました。しかし
まだ埋蔵金は眠っています。収益改善に向けた各カンパニー
の今後の活動が期待されます。

■ラインカンパニー組織図

株主：事業所長、部長、課長

事務局支援部隊
（スタッフ部門）

店長：経営

社員 社員社員

社長：経営

会長：総括
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■ライフプランセミナーについて
　当社では、1994 年から定年を間近に迎えた 53 歳
以上 57 歳以下の社員を対象にライフプランセミナー
を開催してきています。
　本セミナーは、現在までの仕事人生をふり返り自分
を棚卸しして、これから定年までさらには雇用延長の
出発点となる 60 歳を見据えて、活き活きとした職業
生活 ･ 家庭生活を築くために役立つ情報を提供する参加
型研修です。
　2010 年度は 11 月 2 日に実施しました。受講者から
は「将来に向けて生涯設計の必要性を改めて感じた」

「今後やるべきことを認識した」等多くの感想が聞かれ
ました。

  ライフプランセミナー

改善活動／従業員満足　　　

研修風景

  キャリアデザイン研修

■キャリアデザイン研修について
　当社では 2010 年 11 月 4 日、5 日に外部講師を招いて
キャリアデザイン研修を開催しました。
　今回のキャリアデザイン研修は、主任・主査の中堅
社員 24 名を対象に行われました。本研修は、中長期的
な観点から人材育成を行うことを目的としています。
具体的には社員が自己を見つめ直し、将来のキャリア
ビジョンをデザインしていくというものです。
　受講者からは「自分を見つめ直すよい機会となった」

「今後自分がやるべきことが明確になった」等の感想
が聞かれました。

研修風景

●受講者の声

久留米事業所
管理課
河原  彰  

人生 80 年！？
まだまだ先は長い！？

　普段は気に留めていない「定年」「老後」の文字
が私にも現実味を帯びてきました。若気の至りで
やりっ放しだった私にも最後のＰＤＣＡを回す
時が近づいてきました。想定外が起こる世の中
ですが、だからこそ計画的な行動が重要なのかも
知れません。
　ライフプランセミナーでは、講師の方々から
知恵と元気をいただき、ぼんやりしていた未来
が良く見えるようになってきました。

  セクシャルハラスメント対策

■セクシャルハラスメント相談窓口担当研修会
　2010 年 11 月 1 日にセクハラ防止規程を改定・公布
しました。改定のポイントは、セクハラ防止の推進組織
の変更により、機密性、スピード性をより高めている
点です。また、昨今、女性だけでなく男性へのセクハラ
についても社会問題化していることから、相談や苦情を
受け付ける窓口担当者に女性だけでなく、男性も配置
しました。
　11 月 15 日には、本社にて窓口担当者 10 名を対象
とした研修会を行い、男女雇用機会均等法の趣旨を理解し、
また、相談対応において想定される様々なケースに
ついて討議し、共通の認識を深めました。
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  エネルギー管理方針

●基本理念
　大電株式会社は、地球環境との調和を図り
　効果的なエネルギー使用に努めることで
　社会的責任、使命を果たすため、以下の
　行動指針を定める。

●行動指針
１．エネルギー消費の管理を徹底し、社会に
　　対する環境負荷を低減する。
２．全従業員、関係会社、委託会社等を含めて
　　全員参加で省エネに取り組む。
３．省エネ管理の PDCA サイクルを構築し、
　　実施し、継続的改善を図ることで、環境
　　負荷を軽減する。
４．省エネ法などの法規制を遵守するとともに
　　省エネ目標を設定して省エネ活動に取り
　　組む。
５．省エネ活動を実施し、定期的な見直しを行う。
６．省エネ方針は、組織で働く人又は組織の
　　ために働く全ての人に周知し、省エネに
　　関する教育を通じ意識の高揚を図る。

●省エネ目標
　中期目標（2011 ～ 2013 年）として、エネルギー
　原単位を 2010 年をベースに３年間で３％以上
　改善する。

●設備の新設・更新時の配慮
１．高効率機器の採用
　　設備の新設・更新時には変圧器、電動機、　
　　ボイラ、照明器具、空調機、ＯＡ機器など
　　高効率機器を採用するよう努める。

２．高効率運転方式の採用
 （１）  ポンプ、ファンの駆動について、流量
　　   制御する場合は回転数制御を採用するよう
　　   努める。
 （２）  建屋断熱強化、日射遮断、廃熱回収、蓄熱
　　   装置の採用など省エネ対策を検討する。

　当社は、環境方針に基づき「環境に配慮した製品化、グリーン調達、有害化学物質の管理、廃棄物の削減、
省エネルギー」という 5 項目に重点をおいた取り組みを行っています。
　2010 年度は、4 月に施行されました改正省エネ法に対応するため「エネルギー管理方針」を策定しました
ので紹介します。

●環境管理責任者の声

ISO14001 を有効に活用して
省エネ改善を！

　佐賀・上峰事業所は 1999 年 11 月に ISO14001
認証を取得し、騒音低減などの法の遵守さらに
は環境配慮製品の開発などの環境改善活動を積極的
に推進してまいりました。
　また、2010 年 4 月には改正省エネ法が施行され、
佐賀事業所は第 2 種エネルギー管理指定工場の
指定を受け、エネルギー原単位で年平均 1% の
削減を目指して活動を展開しています。
　ところで、2011 年の 8 月頃に ISO50001

（エネルギーマネジメントシステム）が発行予定
です。
　当社では、当面 ISO50001 の認証取得の予定は
ありませんが、ISO50001 にあるようなエネルギー
パフォーマンスの向上を目指した活動は参考に
したいと考えております。
　今後も、ISO14001 を有効に活用し、ステーク
ホルダーさまの安心につながるよう尽力して
いきます。どうぞよろしくお願いします。

　佐賀事業所

    環境管理責任者

　理事　設備技術部長

　　　　　荒巻  智文
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環境パフォーマンス　　　

■環境マネジメント組織図

  環境マネジメントシステムの状況

　本社・久留米事業所と佐賀 ･ 上峰事業所の 2 つの
サイトで、事業所長をトップとしたマネジメントを
行っています。2010 年度はエネルギー管理体制強化
のためエネルギー管理員を配置しました。

JQA-EM2103（本社 ･ 久留米事業所）
JQA-EM0608（佐賀事業所）

■環境監査
　本社 ･ 久留米事業所及び佐賀 ･ 上峰事業所では、
ISO14001 の要求事項や環境マネジメントシステムに
基づく取り決めが確実に実行されているかを確認する
ため、内部監査と審査機関による監査を実施し、システム
の継続的改善に努めています。
　また、内部監査や審査機関による監査での改善の機会
に対しても必要に応じて予防処置により改善を図って
います。

外部審査（インタビュー）

■環境教育
　新入社員や管理監督者層及び関連会社も含めた従業員
に対して、業務を推進する上で必要な環境教育を実施
しています。
　2010 年度も新入社員環境教育や内部監査員養成
セミナー、内部監査員レベルアップセミナー、有益な
環境側面抽出レベルアップセミナーなどを行いましたが、
いずれの教育も演習とグループ討議を多く取り入れた
内容としています。実施後はアンケートにより、次回
セミナーの改善を図っています。

内部監査員セミナー

環境管理責任者

実行組織

（関係会社）

各事業所

事業所長

環境部

環境担当役員社長 エネルギー管理員

内部監査員

製造

業務

技術

営業

管理

法的責任者

環境事務局

大電産業

・・・



  環境目標と実績

■ 2010 年度実績
　2010 年度は、環境に配慮した 製品化、グリーン調達の推進、省エネルギーの推進などに関するテーマ 55 項目
を環境マネジメントプログラムに掲げて推進し、目標達成 51 項目、未達 4 項目という結果でした。

　当社では、環境方針や環境関係法規制、環境影響評価結果などをもとに環境目的 ･ 目標を設定し、改善
活動に積極的に取り組んでいます。

環境パフォーマンス
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テーマ 2010 年度目標 目標値 実績 評価

環境に配慮
した 製品化

環境に配慮した製品の技術確
立を推進する

2 件以上 3 件 ○

可動用ケーブルのリリース 3 件以上 4 件 ○

グ リ ー ン 調 達
の推進

取引先からの禁止物質非含有
保証品の調達活動を実施する

グリーン調達
回収率 90% 以上 100% ○

SVHC 調査
回収率 90% 以上 90.4% ○

グリーン調達の運用実績を高め
る

情報シート ･ 不使用保証書の回答率
100% を達成する 100% ○

有害化学物質の管理 環境調査業務効率化
調査回答効率化 30% 以上 30% ○

省エネルギー
の推進

改正省エネ法への対応
エネルギー管理企画推進者業務及び
全社定期報告書 ･ 中長期計画書提出
業務を確立する

確立 ○

省エネルギーに貢献するため
に、生産効率の改善活動を推
進する

工数の低減 1,000MH/ 年以上
 （電力製造） 1,270MH ○

工数の低減 1,000MH/ 年以上
 （光通信製造） 1,752MH ○

環 境 配 慮 活 動
の推進

木製ドラムの使用率、物流輸
送におけるモーダルシフトの
目標値を維持する

使用する木製ドラムのうち、再生
ドラム使用比率 82% 以上を維持する 87.3% ○

物流輸送におけるモーダルシフト率
20% 以上を維持する 30.4% ○

廃棄物再利用・再使用化 2 件以上 1 件 ×

（評価）○：達成率 100% 以上　
　　　  △：達成率 60% 以上 100% 未満　
　　　  ×：達成率 60% 未満



社会・環境報告書  2011　　21

環境パフォーマンス　　　

■ 2011 年度目標
　2011 年度も引き続き、環境に配慮した 製品化、グリーン調達の推進、省エネルギーの推進などに関するテーマ
を掲げ環境保全活動を推進していきます。

テーマ 2011 年度目標 目標値

環 境 に 配 慮
した製品化

環境に配慮した製品の技術確立を推進する 2 件以上

長寿命化製品の開発 3 件以上

グリーン調達
の推進

化学物質含有調査を行う
化学有害禁止物質の含有調査を行う
回収率 90% 以上

グリーン調達基準の整備を実施する
グリーン調達基準の整備を行う
整備完了：6 月末

グリーン調達の運用実績向上
REACH 取り組み状況アンケートの回収率 
100%

環境調査フォーマットの最新版対応を行う
対応時間 15 分／製品を目指した環境調査
フォーマットの改訂を行う

省エネルギー
の推進

改正省エネ法対応
エネルギー管理運用状況をチェックし
フォローする

省エネルギーに貢献するために、生産効率の

改善活動を推進する

工数の低減 1,200MH/ 年以上
（電力製造）

工数の低減 800MH/ 年以上
（光通信製造）

環境配慮活動
の推進

木製ドラムの使用率、物流輸送におけるモーダル

シフトの目標値を維持する

使用する木製ドラムの内、再生ドラム使用
比率 83% 以上を維持する

物流輸送に於ける「モーダルシフト率」
30% 以上を維持する

廃棄物再利用・再使用化 2 件以上



環境パフォーマンス

  マテリアルフロー

INPUT OUTPUT

 
●リサイクル状況について
　　当社では、電線くず、ケーブルくずは、関係会社である大電産業にて回収し、使用済みのコピー用紙、雑誌・
　カタログ、段ボール等は古紙として回収し、廃プラスチックはサーマルリサイクル（燃料として用いられ、
　燃えがらはセメント原料となります）しています。
　　また、蛍光管は、マテリアルリサイクル（蛍光管の材料として再資源化）しています。しかし、廃油や
　一部の廃プラスチックは産業廃棄物として処理していますので、リサイクル活動を引き続き展開してまいり
　ます。

　当社は、事業活動が環境に与えた影響をマテリアルフローで表すとともに、環境保全に関わる費用と
その効果を定量的に把握・分析し環境会計として情報開示しています。

設計 ･ 開発

調達

生産

販売

     エネルギー

     資源      排出物
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環境パフォーマンス　　　

  環境会計

■環境保全コスト
　環境保全コストは、環境負荷発生の防止や抑制、
回避、環境影響の除去、発生した被害の回復または
これらに資する取り組みのための投資額および費用額
を集計したものです。

■環境保全効果
　環境保全効果は、環境負荷発生の防止、抑制又は回避、
影響の除去、発生した被害の回復またはこれらに資する
取り組みによる効果を物量単位で集計したものです。

■環境保全対策に伴う経済効果
　環境保全対策に伴う経済効果とは、環境保全対策を
進めた結果、当社の利益に貢献した効果を金額で集計
したものです。

分類 効果の内容 金額

収益 廃棄物の有価物としての売却益 0.7

費用削減
省エネルギーによるエネルギー
費の節減額

0.5

合計 1.2

分類 投資額 費用額

事業エリア内
コスト

1) 公害防止コスト 0.4 9.1

2) 地球環境保全
　コスト

25.5 1.8

3) 資源循環コスト 0 11.0

管理活動コスト
ISO14001 審査、
緑化等

0 7.9

研究開発コスト
環境配慮製品の
研究開発

28.0 5.4

環境損傷対応
コスト

土壌調査 0 2.7

合計 53.9 37.9

　事業活動に投入する資源に関する環境保全効果

2009 年度
実績

2010 年度
実績

2009 年度
との差

総エネルギー投入量 172TJ ※ 200TJ 28TJ

水資源投入量 219 千 t 242 千 t 23 千 t

　事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に
　関する環境保全効果

2009 年度
実績

2010 年度
実績

2009 年度
との差

温室効果ガス排出量 7,130t 8,197t 1,067t

総排水量 203 千 t 219 千 t 16 千 t

廃棄物総排出量 111t 150t 39t

（単位：百万円）

（単位：百万円）

■環境会計
　環境会計は、環境対策にどれだけコストをかけ、
どれだけの効果が得られたかを定量的に評価することで
自社の環境保全への取り組みを改善していくための経営
管理上のツールであり、その結果を CSR 報告書など
で公表します。
　当社では、2008 年より環境会計を実施しており、
今回が 4 回目となります。
　具体的には、環境コストとその効果を定量的に把握
するため、「環境保全コスト」、「環境保全効果」および

「環境保全対策に伴う経済効果」を集計します。集計は、
環境省の環境会計ガイドラインを参考にしました。
　2010 年度の当社の環境保全コストは、投資額、
費用額ともに約 3,800 万円でした。投資額は 2009 年度
に比べ半減しましたし、費用額も 2009 年度に比べ
60% 減少しました。これは、研究開発コストが減少
したことによるものです。

※ T（テラ）とは、基礎となる単位の 10 の 12 乗倍の量で
あることを示します。K（キロ）の 1,000 倍がＭ（メガ）で、
Ｍ（メガ）の 1,000 倍が G（ギガ）、G（ギガ）の 1,000 倍
が T（テラ）となります。



環境パフォーマンス

  省エネルギー

■エネルギー使用量と CO2 排出量

●エネルギー使用量の推移 

2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年

電気 20.3GWH 20.0GWH 19.9GWH 16.1GWH 18.9GWH

重油 250KL 402KL 370KL 378KL 380KL

LP ガス 21 千 m3 17 千 m3 14 千 m3 9 千 m3 13 千 m3

軽油 37KL 39KL 38KL 31KL 30KL

ガソリン 17KL 13KL 15KL 13KL 14KL

合計 209.3TJ 211.5TJ 208.9TJ 172.2TJ 200.0TJ

 

2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年

電気 7,493t 7,365t 7,327t 5,942t 6,975t

重油 674t 1,086t 999t 1,021t 1,026t

LP ガス 130t 105t 88t 57t 85t

軽油 96t 103t 98t 82t 79t

ガソリン 39t 31t 35t 30t 33t

合計 8,433t 8,689t 8,548t 7,130t 8,197t

● CO2 排出量の推移

　当社では、2010 年 4 月施行の改正省エネ法に対応したエネルギー管理体制を構築しました。今後は、
エネルギー管理規程やエネルギー管理方針に基づき省エネルギーを推進していきます。

（注）2006 ～ 2010 年の電気の CO2 換算係数は 0.000369t/KWH を用いました。

■改正省エネ法対応　
　2010 年 4 月の改正省エネ法施行に伴い、当社は
原油換算で年間 1,500KL 以上のエネルギーを使用して
いましたので、「特定事業者」の指定を受けました。
　指定に伴い、エネルギー管理統括者、エネルギー
管理企画推進者、エネルギー管理員を選任し届出を
行うとともにエネルギー管理規程やエネルギー管理
方針を制定するなどの対応を行いエネルギー管理体制
を構築しました。
　2011 年度は、前年構築しました仕組みが確実な
ものとなるような運用管理活動を展開します。
　

　

　佐賀事業所

　設備技術部　保全課長

　　　　　　　中村　勇
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　省エネ法施行に伴い、エネルギーの管理をする事に
なりました。省エネとは日常でも聞き慣れたフレーズ
になっていますが、エネルギー使用方法の監視、改善
を適切に行い、いかに効率的に運用していくかが今後
の鍵になってきます。
　まずは判断基準となる管理標準を策定し、それを
社員一人一人が理解を深め、実践していただき、
省エネルギーに繋げていけるように頑張っていきます。
どうぞよろしくお願いします。

200.0

7,130
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環境パフォーマンス　　　

■環境コミュニケーションの状況 ■法令遵守の状況

  環境コミュニケーションと法令遵守の状況

項目 内容

 社会・環境報告書  
 の活用

当社のホームページに掲載する
とともに、工場見学者やお客さま
に配付しています。2010 年度版は
400 部発行しました。

 久留米市へ環境負  
 荷低減計画提出

2006 年 10 月 17 日に締結しました
「環境共生都市づくり協定」に

基づき 2010 年度の環境負荷低減
計画を提出しました。

主な法律名
久留米
事業所

佐賀
事業所

上峰
事業所

 騒音規制法
自主基準値

超過→騒音

対策実施中

自主基準値

超過→騒音

対策実施中
○

 振動規制法 ○ ○ ○

 大気汚染防止法 － ○ －

 エネルギーの使用の合理 化
 に関する法律

○ ○ ○

 廃棄物の処理及び清掃に
 関する法律

○ ○ ○

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物 
 の適正な処理の推進に関す
 る特別措置法

－
○

2010 年度

処理済
－

 容器包装に係る分別収集
 及び再商品化の促進等に
 関する法律

○ ○ －

 工場立地法 ○ ○ ○

 毒劇物法 － ○ ○

 特定化学物質の環境への
 排出量の把握等及び管理
 の改 善の促進に関する法律

－ ○ －

 土壌汚染対策法 － ○ －

● PCB 廃棄物の処理
　1993 年より佐賀事業所で保管中の PCB 入り高圧
コンデンサ６台の処理が完了しました。
　PCB 処理特別措置法の制定により 2016 年までに処理
する必要がありましたが、前倒しで実施しました。
　

PCB 入り高圧コンデンサの搬出の様子
処理業者：JESCO（日本環境安全事業）

○：問題なし

－：該当しない



環境パフォーマンス

  環境配慮製品の開発

■充電ケーブル用絶縁材料の開発（研究開発部）
　材料開発グループでは、環境に配慮した充電ケーブル
用の塩ビ絶縁材料を開発しました。
　製品の特徴として、自動車の充電ケーブルに使用する
ため低温でも可とう性に優れた被覆材料であり、また、
RoHS 指令に対応するとともに規制物質であるフタル酸
ジ -2- エチルヘキシル（DEHP）を含みません。
さらにマルチ認証規格のため、日本、アメリカ、
ヨーロッパの規格に対応します。そのため地域ごと
に在庫を持つ必要がないというメリットもあります。

　本材料は低温柔軟性に優れた PVC で、JIS 規格
UL 規格 IEC 規格に対応可能です。マルチ規格対応
には、一つの材料で各規格の一番厳しい数値を
クリアーする必要があります。

●充電ケーブル用絶縁材料

　開発者の声

充電ケーブル用絶縁材料

　地球環境保全の必要性が益々高まる中、環境に配慮した設計 ･ 開発が重要な使命となっています。
ここでは 2010 年度に開発しました環境配慮製品の一部を紹介します。
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技術開発本部

研究開発部

大久保　欣史

環境にやさしい材料を開発しました

　高圧架空絶縁電線への再生アルミ導体適用で
あり万が一の事故波及，公衆安全に対する影響
が大きいため，振動疲労に対する信頼性試験等
をしっかりと実施することに重点をおいて開発
を行いました。

● RW-AL-OC-RE 開発者の声

電線事業本部

技術部

池田　篤

環境にやさしい製品を開発しました

■再生アルミ導体屋外用低風圧架橋ポリエチレン
　絶縁電線 (RW-AL-OC-RE) の開発
　（電線事業本部 技術部）
　九州電力様向 屋外用低風圧架橋ポリエチレン絶縁
電線 (RW-AL-OC) について，九州電力様管内で発生した
アルミ屑を回収し，バージン材と混合・リサイクル
利用したアルミ導体を適用した電線 (RW-AL-OC-RE) 
を開発し，2010 年 4 月より納入を開始しました。

RW-AL-OC-RE
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可動用 LAN ケーブル

●可動用 LAN ケーブル

　開発者の声

　電気特性、耐屈曲性、コネクタ適合性と全ての
要求を満足させることに苦労しました。
　高屈曲タイプの当ケーブルにより断線事故も
減少し、廃棄物の削減効果が期待できるものと
考えます。

■新青色蛍光体の開発（機能材料開発室）
　更なる PDP（プラズマディスプレイパネル）の発光
効率向上の顧客要求に対して、パネル作製工程での劣化
を改善し、現行比で 7% アップを達成した製品を開発
しました。パネルの消費電力軽減に貢献しています。

環境パフォーマンス　　　

■可動用 LAN ケーブル（RM-LAN）の開発
　　（FA ロボット電線事業部 技術部）
　Cat.5 規格に対応したケーブル（配線長は最大 40m）
です。FA 装置の可動部にもイーサネットケーブルを
配線される機会が増加していますが、高屈曲タイプの
当ケーブルにより断線を防止することで、ケーブル
廃棄量の削減効果が期待できます。また、一般的な
LAN ケーブル用コネクタ RJ-45 への接続が可能であり、
特殊なコネクタを必要としません。

青色蛍光体

22kV 用絶縁カバー

　FA ロボット電線事業部

　技術部

　池田 大輔

お客さまに喜んでいただける
製品づくりを目指して ■ 10 ギガビット対応メディアコンバータの開発

　（ネットワーク機器部）
　10 ギガビットイーサネットに準拠した光／光変換
を行う RoHS 対応メディアコンバータです。
　今までのラックに収納できるように従来品と同サイズ
で実現することにより、10 ギガでは世界最小レベル
の大きさとなりました。

10 ギガビットイーサネット用光／光メディアコンバータ

ＤＮ 6820E

AWG26 対撚

押えテープ

遮蔽テープ

編組シールド

PVC シース

■ 22kV 用絶縁カバーの鉛フリー化品の開発
　（電力機器部）
　絶縁カバーに使用している難燃ポリエチレン材料に
ついて，鉛を使用しないものへと変更しました。
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  グリーン調達 / 化学物質管理
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■グリーン調達
　当社は、2005 年 5 月から 10 月にかけて有害化学
物質管理体制を構築し、2005 年 8 月には「グリーン
調達基準」を制定し、RoHS 指令など内外の化学物質
関係法令に対応した禁止物質や管理物質を定め「有害
化学物質を入れない、使わない、出さない !」ための
対応を行ってきています。
　さらに、2008 年 10 月の第 1 次 SVHC（15 物質）公開
により 2009 年 3 月に JAMP MSDSPlus 及び JAMP AIS
による調査を開始しました。その後、2010 年 3 月の
第 2 次 SVHC（15 物質）公開、2010 年 6 月の第 3 次
SVHC（8 物質）公開をうけて JAMP MSDSPlus 及び
JAMP AIS による 2 回目の調査を開始しました。
　2012 年 12 月に第 3 次 SVHC（8 物質）が公開され
第 1 次からの合計は 46 物質となりましたが、2010 年
12 月までに公開された SVHC について、2011 年 6 月
より情報提供が法的義務として発生します。また、
2011 年以降公開される SVHC については、公開後から
半年後に情報提供法的義務が発生します。そのため、
管理体制をさらに強化する必要があります。

■化学物質分析装置
　当社では RoHS 指令対応に向け蛍光 X 線分析装置を
保有しています。1 台は現場で簡単に分析が可能な
携帯型で、もう 1 台は固定型です。
　また、関連会社に設置の ICP 発光分光分析装置で精密
分析を行っています。

蛍光 X 線分析装置（携帯型） 蛍光 X 線分析装置（固定型） ICP 発光分光分析装置

　化学物質管理は、サプライチェーン全体で化学物質管理体制を構築 ･ 運用し情報を伝達する必要があり、
お取引先さまにも化学物質管理体制の構築をお願いしています。今後ともご協力をお願いします。

　化学物質管理は、1 社だけがどんなに頑張っても
どうにもなりません。全てのお取引先さまのご理解と
ご協力を必要とします。
　化学物質管理体制構築当初は、うまく対応できるか
心配しながら運用を開始しましたが、取り組みが
早かったこともあり、いまではお客さまから取り組み
が進んでいることに対してお褒めの言葉をいただける
ようになってきております。これも、お取引先さまの
ご協力のおかげと感謝しております。
 （注）各事業部毎に製品の種類やお客さまからの 
　　　要求が異なるため、事業部により対応が異なり
　　　ます。

お
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出
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管理物質

受
入

設
計

禁止物質

 グリーン調達基準

 AIS フォーマットによる調査依頼

  JAMP MSDSPlus 及 JAMP AIS による
  お取引先さまからの情報伝達
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大電

有害化学物質を入れない、使わない、出さない！

  環境保全活動に関する取り組み調査表
  不使用保証書
  特定の化学物質含有情報シート
  事前協議書



項目 内容

リ コ ー CMS
認証

「リコー CMS 認証」とは、リコー
グループ様が要求される化学物質管理
システムを構築し、審査を受け基準
を満たしていれば認定される制度です。

ソニーグリー
ンパートナー
環境品質認定
制度

「ソニーグリーンパートナー環境品質
認定制度」とは、ソニー様が取引先の
環境マネジメントシステムを確認され
基準を満たしていれば「グリーンパー
トナー」として認定される制度です。
その基準は例えば、カドミウムは 5ppm 
未満、鉛は 100ppm 未満に設定され、
RoHS 指令より非常に厳しい ものと
なっています。

■お客さまグリーン認証
　2006 年 3 月にリコー CMS（化学物質管理システム）認証
を取得し、 2008 年 3 月にはソニーグリーンパートナー
認定を取得しました。また、その他のお客さまからも
グリーンサプライヤーとしての認定がなされており、
個々のお客さまの要求に沿った化学物質管理を行って
います。

■内部環境品質監査
 　ISO14001 に基づいた内部環境監査を実施する際に
時間を別に確保し「内部環境品質監査」を実施して
います。
　「内部環境品質監査」とは、お客さまの化学物質に
関する要求事項に該当部門が対応できているかを内部
環境品質監査員が監査するものです。
　過去 3 年間の監査結果を紹介します。

環境パフォーマンス　　　
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■ REACH 規則とは
　REACH 規則とは、欧州連合（EU） における化学品
の登録 ･ 評価 ･ 認可および制限に関する規則で 2007 
年 6 月に発行されました。
　その内容は、EU に上市される製品（機器製品、部品、
サプライ、包装材、製造用消耗品など）を対象に化学
物質含有情報の届出、伝達などの段階的実施が義務付け
られるというものです。
　当社では、以下のような対応を推進しています。
　１） JAMP MSDSPlus 及び JAMP AIS による川上企業
　　  さまからの確実な情報伝達
　２）情報収集の仕組みの構築
　３）川上企業さま ･ 関連生産拠点への指導
　４）情報に変更が生じた場合の速やかな新情報の伝達

年度
改善の機会

件数 内容例

2008 15 件

 環境品質に関して実施すべき事項や
 手順は明確に文書化されているものの
 部署毎の役割・責任が分かり難いので
 明確にしたがよい。

2009 6 件

 原材料や梱包材料以外の消耗品関連
 について、リストはあるが最新版で
 あるかの確認ができなかった。
 ルール化・標準化が必要と判断する。

2010 3 件
 標準類を見直し技術課、品質管理課
 との役割を明確にされた方がよい。



　この報告書は、環境部にて InDesign という

DTP ソフトを用いて作成し、社内のデジタル

カラー複合機で小冊子印刷し発行しています。

   必要の都度印刷すればよく、在庫のムダもなく

環境にやさしい作り方をしています。　

　当社ホームページにも掲載しております。

　　　　　　http://www.dyden.co.jp

環境にやさしい報告書作成を目指して
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