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□□□□組織組織組織組織の概要の概要の概要の概要    

    

１．事業者名及び代表者名 

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社 

代表取締役社長 西元 善郎 

所在地  〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台 1-5-5  

  

２．対象範囲 

 

① 対象組織：ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社 本社・西神工場、営業部 

       所在地  〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台 1-5-5  

             （株式会社神戸製鋼所 神戸総合技術研究所内） 

             エコアクション 21 認証・登録番号 0002298 

（関連事業所） ・営業部  〒141-8688 東京都品川区北品川 5-9-12  

                  (株式会社神戸製鋼所 東京本社内) 

（対象外）    ・線材工場(門司)〒800-0007 福岡県北九州市門司区小森江 2-2-1 

                     (神鋼メタルプロダクツ株式会社内) 

               エコアクション 21 別途に認証登録済み（認証・登録番号 0002315） 

 

  

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社　組織図

認証・登録0002298　　本社・西神工場

　関連事業所 別途認証・登録 0002315

（本社・西神） （東京） （本社・西神） （門司）

マグネット工場

(81人）

　社長

線材工場

(53人)

企画管理部

(4人）

営業部

(4人）

 
 

②環境管理責任者及び担当者連絡先 

環境管理責任者 マグネット工場技術グループ 鈴木 敏司  

担当者 マグネット工場 製造グループ 前田欣通   

TEL：078-991-0464、FAX：078-991-0465、 

E メールアドレス：maeda.yoshimitsu@kobelco.com 

③事業内容    超電導マグネットの設計、製造及び製品へのサービス業務  

④事業年度    4 月～翌 3 月  

⑤事業の規模 

 単位 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

製品売上台数 台 103 140 145 170 139 

従業員数 人 71 74 83 87 90 

工場延べ床面積 ㎡  2,960   2,960   2,960   2,960 2,960 

 

⑥事業の沿革 

1980 年 （株）神戸製鋼所が超電導線材の製造、販売を開始 

2002 年 ジャパンマグネットテクノロジー(株）と事業統合によりジャパンスーパーコン

ダクタテクノロジー(株)を設立 
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□□□□    グループ環境経営基本方針グループ環境経営基本方針グループ環境経営基本方針グループ環境経営基本方針    

当社は、神戸製鋼グループの一員として、「グループ環境経営基本方針」のもと、エコアクション

21 のガイドラインに沿い、2007 年度より、環境経営システムを構築し、事業活動のあらゆる面に

おいて環境に配慮する「環境経営」を推進しています。    

    

グループ環境経営基本方針グループ環境経営基本方針グループ環境経営基本方針グループ環境経営基本方針    

「グループ環境経営の実践による企業価値向上」 

－グループの環境力向上－ 

神戸製鋼グループは、環境先進企業グループとして 

（１）環境に配慮した生産活動 

（２）製品・技術・サービスでの環境への貢献 

（３）社会との共生・協調 

を実践することにより、社会的責任を果たすと共に、企業価値を向上させる。 

 

 

□環境方針□環境方針□環境方針□環境方針    

エコアクション21のガイドラインに沿い、以下の環境方針のもと、「環境経営」活動の展開を図り

ます。 

環境方針環境方針環境方針環境方針    
制定  2007年8月1日 

改訂1 2008年7月24日 

改訂2 2011年1月6日 

改訂3 2014年6月1日 

１．環境理念１．環境理念１．環境理念１．環境理念  

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社は、神戸製鋼グループの一員としてグル

ープ環境経営のもと、環境に配慮した活動を展開します。 

私たちが提供する超電導線材、超電導マグネットは電流を抵抗ゼロで流すことが可能であ

り、省エネルギーに貢献できる製品です。送電、発電機、核融合炉等の省エネルギー機器

の開発に採用されています。 

私たちはこれらの製品･技術の提供を通じて、健全な地球環境を次世代に残すとともに、事

業活動においても環境に配慮した、地域と共存できる企業を目指していきます。  

 

２．行動指針２．行動指針２．行動指針２．行動指針      

従業員全員による下記の取組みを継続的に実施します。 

①環境経営システムを構築し、継続的に運用・改善するために組織体制を整備します。 

②環境関連法規制や当社が同意するその他の要求事項を順守し、環境汚染の予防に努

めます。   

③環境への負荷の少ない循環型社会の構築に向けて、二酸化炭素排出量の削減、電力

使用量の削減、化石燃料の削減、水排出量の削減、廃棄物の減量・再資源化、化学物質

使用量の削減、グリーン購入、自社製品・サービスでの環境負荷削減に努めます。 

④環境目標を設定し、定期的に見直すとともに継続的な改善を図ります。  

⑤全従業員が環境方針を認識し、方針に沿った活動が継続的に実践できるように教育、

研修をおこないます。  

⑥地域社会の環境保全活動に参画します。      

⑦環境方針および環境経営システムに基づく実践活動の結果を公表します。  

            

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社  

代表取締役社長  西元 善郎      
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□□□□    環境目標環境目標環境目標環境目標    

本社・西神工場および東京営業部の 2013 年度-2015 年度の環境目標は、次のとおりです。 

設定目標

ガイドライン項目 活動計画項目 単位 基準値 2013年度 2014年度 2015年度

①二酸化炭素 二酸化炭素排出量目標二酸化炭素排出量目標二酸化炭素排出量目標二酸化炭素排出量目標 kg-CO
2

/年 464,736 459,000459,000459,000459,000 457,500457,500457,500457,500 455,300455,300455,300455,300

　排出量削減 削減率／基準値：2011-12実績平均値 % 1.2% 1.6% 2.0%

②廃棄物 ワックス廃棄量削減(リユース対象の拡大） (既存製品） (新製品に適用） (適用対象拡大）

　排出量削減 リユース率目標リユース率目標リユース率目標リユース率目標 % 43.0% 25.0%25.0%25.0%25.0% 11.0%11.0%11.0%11.0% 18.0%18.0%18.0%18.0%

③水使用量削減 水使用量目標水使用量目標水使用量目標水使用量目標 m3/年 983 958958958958 983983983983 983983983983

削減率／基準値：2011-12実績平均値 % 2.5% 0.0% 0.0%

④化学物質 エポキシ廃棄量／四肢用MRIメインコイルエポキシ廃棄量／四肢用MRIメインコイルエポキシ廃棄量／四肢用MRIメインコイルエポキシ廃棄量／四肢用MRIメインコイル kg/本 71.9 70.570.570.570.5 70.570.570.570.5 69.069.069.069.0

使用量削減 削減率／基準値：2012年度実績 % 2.0% 2.0% 4.0%

⑤グリーン購入 紙・文具のグリーン購入 （2013年度）

購入比率目標購入比率目標購入比率目標購入比率目標 % 83.0% 86.0%86.0%86.0%86.0% 87.0%87.0%87.0%87.0% 88.0%88.0%88.0%88.0%

⑥自社製品の 鉛使用対象の削減

　目標 削減目標：超電導接続を除く部分の削減目標：超電導接続を除く部分の削減目標：超電導接続を除く部分の削減目標：超電導接続を除く部分の

鉛フリーの実現鉛フリーの実現鉛フリーの実現鉛フリーの実現

(注) ①二酸化炭素排出量削減：実績値、目標値の電力排出係数は、関西電力2011年度実績   0.450kg-CO2/kWh

　　　②ワックス廃棄量削減：2013年度より新製品で徐々に適用開始する。12年度で適用済みの既存製品の台数が減少

　　　するため、13年度以降は、リユース率が低下する。14年度､15年度について、生産計画の変更により、新製品への

　　　リユースワックスの適用拡大が遅れることとなり、当初目標を見直した。（14年度20%を11%に、15年度40%を18%に。）
　　　③水使用量削減：生活用水的な水使用が大半を占める状態で、従業員数が増加傾向の状況にあるため、目標値を
　　　見直し、14年度、15年度とも、基準値の横ばいに変更した。（当初目標：14年度3%削減、15年度4%削減）

　　　④エポキシ廃棄量削減：13年度より、自社内で製造するメインコイル当たりの目標値に変更する。当初設定目標では

　　　14年度4%削減､15年度5%削減としていたが、13年度に計画していた新たな削減方法の検証テストが実施できなかっ

　　　たため、14年度2%削減、15年度4%削減と、削減目標率を1年ずらせることとした。

　　　⑥鉛使用削減：超電導接続は鉛フリーの代替品がないため、RoHS指令においても適用外。

(補足-1)従来の環境目標では、二酸化炭素排出量削減を、売上高当りの量での目標設定としたが、2010-2012年度

　　　　の活動で、売上高と排出量・使用量の連動の割合が、小さいことが判明したため、2013年度　からの目標は、

　　　　最新の実績水準（過去2年の量の平均値）からの削減率にて、目標量を算定することとした。

(補足-2)使用化学物質としては、エポキシ、鉛のほかカドミウム、ジクロロメタンがある。

　　　　・カドミウムは、超電導接続に用いられる”ウッドメタル”に鉛とともに含まれる。現状、ウッドメタルの代替品が

　　　　ないため継続使用となり、かつ当社製品の品質確保のため削減等の検討対象外とする。

　　　　・ジクロロメタンは、ニオブチタン線の接続時に絶縁被膜(ホルマール）除去に使用する薬品”ソルコート”（製品名）に

　　　　含まれる。当社の製造工程に不可欠の薬品であり、かつ代替品がないため、削減等の検討対象外とする。

四肢用MRI四肢用MRI四肢用MRI四肢用MRI

は全数適は全数適は全数適は全数適

用、NMRは用、NMRは用、NMRは用、NMRは

適用開始適用開始適用開始適用開始

四肢用MRI四肢用MRI四肢用MRI四肢用MRI

およびおよびおよびおよび

NMRの全NMRの全NMRの全NMRの全

数適用数適用数適用数適用

標準機種標準機種標準機種標準機種

は全数適は全数適は全数適は全数適

用用用用

    
    

□□□□    2222000011113333 年度年度年度年度環境活動環境活動環境活動環境活動の取組の取組の取組の取組内容内容内容内容、目標、目標、目標、目標とととと実績、取組結果とその評価実績、取組結果とその評価実績、取組結果とその評価実績、取組結果とその評価    

    

１．１．１．１．2013201320132013 年度実績、結果年度実績、結果年度実績、結果年度実績、結果    

今年度は、活動項目のうち 3件が目標未達となりました。 
活動計画項目 目標 実績実績実績実績 結果 目標未達の補足

①二酸化炭素排出量削減 459,000kg-CO2 454,520kg-CO2 目標達成

②ワックス廃棄量削減 リユース率 リユース率 目標達成

（リユース率目標） 25.0% 30.5%

③水使用量削減 958m3/年 985m3/年 目標未達

④エポキシ廃棄量削減 70.5kg/本 83.8kg/本 目標未達

（廃棄量／MRIメインコイル）

⑤紙・文具のグリーン購入 購入比率 購入比率 目標達成

購入比率目標 86.0% 89.0%

⑥鉛使用対象の削減 目標未達

　鉛フリー実現

MRI生産が大幅減で、本
数当り廃棄量は増加。

NMR適用の目処はつき、
14年度適用開始。

大半が生活用水で 、節
水活動に限界。

四肢用MRIに全数適
用、NMRは適用開始

四肢用MRIは適用開
始、NMRは適用遅れ     
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２．取組結果２．取組結果２．取組結果２．取組結果とととと評価評価評価評価、次年度の取組内容、次年度の取組内容、次年度の取組内容、次年度の取組内容    
    
①①①① 二酸化炭素排出量削減二酸化炭素排出量削減二酸化炭素排出量削減二酸化炭素排出量削減    
○取組計画 
当事業所の二酸化炭素排出の過半
は、空調用（電力および都市ガス）で
あり、2013 年度も、空調の設定温度
管理の徹底を基本に、次の諸施策を
継続。 
・作業エリア別の適温化、 
・午前・午後の空調設定の最適化、 
・エアコンフィルターの掃除  等 
 

○取組結果とその評価    

・神戸製鋼グループとして取り組んで

いる夏場の節電 (特にピーク抑制)も、

空調の温度管理の運用ルールを徹

底することで対応した。冬場の例年に

ない寒さのため、想定以上の電力消

費となり、年度合計では、ぎりぎりの目標達成となった。（2013 年度実績：CO2排出実績 

454,520kg、電力使用量 907,224kwH、都市ガス使用量  21,737m3 ） 

・活動メンバーが、効果が確認できている諸施策を着実に継続することで、継続的に削減目標

を達成できたことを高く評価する。 

 

○次年度の取組内容 

空調管理を基本とすることに変わりなく、諸施策も継続する。ただ、空調の温度管理による電力

削減は、すでに限界に近づいており、2014～15 年度は工場の生産水準アップ、人員増があった

としても、この 2013 年度実績水準を維持できるかが、課題となる。 

    

②②②② ワワワワックス廃棄削減（リユックス廃棄削減（リユックス廃棄削減（リユックス廃棄削減（リユース率の向上）ス率の向上）ス率の向上）ス率の向上）    

○ 取組計画 
・従来からのリユース対象
品（454SS）での全数リユー
ス継続 
・一部の新製品（554JJ）で
のリユースを生産台数の半
分に対して実施  
・リユースを未実施品
（454JJ,656JJ）への拡大の
見極め。(2014 年度適用に
向け) 
 

○取組結果とその評価 

・リユース適用対象品につ

いては、計画通りに、リユー

スを実施し、目標達成でき

た。 

・2014 年度以降は、新製品への転換が本格的となり、品質安定化を優先するので、新製品への

適用拡大が遅れることとなったが、適用拡大の目処はあり、着実に進んでいる。 
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○次年度の取組内容 

リユース対象の拡大を継続する。（ただし、従来品の生産台数がさらに減少するため、リユース

率は低下する。） 

・リユース未実施の新製品のうち 454JJの生産台数の半分に対して実施 

・リユース既実施品（従来品、554JJ）生産台数の全数実施 

    

③③③③水使用量削減水使用量削減水使用量削減水使用量削減        

○取組計画 
・水節約活動（工場循環水・
チラーの有効活用、酸使用
容器の洗浄希釈水の削減）
の継続 
・流し台などにステッカーを
貼り、水削減喚起の継続。 
・新たな節水方法の検討 
 

○取組結果とその評価    

・2013 年度は基準値（2011
年度 2012 の実績平均値）、
の 2%削減の目標にとどかず、
基準値並にとどまり、目標
未達となった。 
・生産活動に伴う水使用は、
使用箇所・使用量は限定されており、排水基準の遵守のため、大幅な節約が困難な状況にある。
一方、生活用水的な水使用（使用量の大半を占めると推定）は、従業員数の増加傾向のもとで、
節水活動の限界が見えている。2013 年度の目標として、あらたな節水方法の検討をあげたが、
残念ながら有効な手法が見いだしがたい状況にある。 
・この目標値自体が、2008～2010 年度の実績からは、大幅減であり、きわめて厳しい水準にあ
り、推定使用実態からみて、量的削減活動は行き詰まっている状況にある。 
 
○次年度の取組内容 
・あらたな節水方法は望み薄であり、従来同様の水節約活動、水削減喚起活動を継続する。 
・当事業所の使用実態を踏まえ、量の削減の追求から、現状水準を継続的に維持することに目
標を変更する。2014－15 年度目標を、基準値の維持とする。 
 

④エポキシ④エポキシ④エポキシ④エポキシ廃棄量廃棄量廃棄量廃棄量削減削減削減削減    

○取組計画 
・廃棄量実績の再確認と、空隙部をガラス
ビーズ等で充填する使用量削減テストの実
施 
・新たな削減方法を、MRI コイルに適用開
始 
 

○取組結果とその評価 

・メインコイル 1 本当たりの廃棄量を 70.5kg

とする目標に対し、83.8kg と、目標未達とな

った。未達の主要因は、適用対象の MRI メ

インコイルの生産が、計画値の 1/2 以下と

なり、検証テストも、十分実施できず、かつ

前年度からの持ち越し廃棄分が、生産量

一本あたりでは大きく出てしまう結果となった。 
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○次年度の取組内容 

・次年度も適用対象の MRI メインコイルの生産量が大幅に回復することは期待できないが、新

たな削減方法の検証を行い、実機適用を実現する。 

・目標値は、1 年遅れの達成に変更し、2014 年度も、メインコイル 1 本当たりの廃棄量 70.5kgの

達成を目指す。    

    

⑤紙・文具のグリーン購入比率⑤紙・文具のグリーン購入比率⑤紙・文具のグリーン購入比率⑤紙・文具のグリーン購入比率

の向上の向上の向上の向上    

○取組計画 
・環境対応製品の周知活動の反
復 
・購入担当者への直接働きかけ 
 

○取組結果とその評価 

・目標購入比率 86％と相当に高
いレベルにあるが、実績 89％と
達成。 

・非対応品の購入が増加すると、

単月では目標比率を下回ることも

見られるが、年度計では、この高

水準を継続的に維持してきており、

従業員の日常的取組みとして定

着している。 

 
○次年度の取組内容 

従来からの取組を継続し、高水準の目標達成(目標比率 87％)を目指す。あわせて、紙文房具

以外へのグリーン購入の拡大の調査を行い、拡大可能性の検討を行う。 

    

⑥鉛⑥鉛⑥鉛⑥鉛含有含有含有含有量削減量削減量削減量削減    

○取組計画とその結果 
2013 年度目標／取組項目 取組結果 

○鉛フリーハンダ、サーマルアンカ部分の鉛フリ

ー化： 

・四肢用 MRI マグネットへの全数適用開始(2013

年 7 月開始) 

・NMR 試作機での適用評価と実機での適用開始 

一部に実施時期の遅れあり、未達。 
 
・四肢用 MRIマグネットへの全数適用を予定
どおり開始。 
・NMR 試作機での適用評価終了。実機適用
は遅れ、2014 年度にずれ込み。 

 

○取組結果の評価 

・鉛フリーハンダ、サーマルアンカ部分の鉛フリー化は、超電導マグネットメーカーとしての必達
課題であり、NMR マグネットでの適用時期のずれ込みはあるものの、着実に進捗していると評
価する。 
・この成果は、その他の超電導マグネットへの適用展開につながるものといえる。    

    

○次年度の取組内容 
・当初計画通り、対象機種(四肢用MRIマグネットとNMRマグネット)での鉛フリーハンダ、サーマ
ルアンカ部分の鉛フリー化の全数適用を進める。 

・同対象機種での RoHS対象物質の不使用（＊）の全数適用を進める。 

＊RoHS対象物質：鉛、水銀、6 価クロム、PBB、PBDE、カドミウム （ただし、超電導接合は不使

用の適用外） 
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□□□□    環境関連法規制等の順守状況環境関連法規制等の順守状況環境関連法規制等の順守状況環境関連法規制等の順守状況            

法的義務を受ける主な環境関連法規制、順守状況は次表の通りです。    

現在、環境法規制等の逸脱はありません。また、過去 6 年間にわたって違反や訴訟もありませ

んでした。 

 
法規制等の名称 該当要求事項 適用受ける施設・設備・

物質 

順守状況 評

価 

大気汚染防止法お

よび兵庫県環境の

保全と創造に関す

る条例 

第 6 条 金属の鋳造に供する溶

解炉、変圧器定格 200kW（兵庫

県 150 kW）以上 

ばい煙設備「高周波溶解

炉」第 4157 号 2006 年 11

月７日受理。 

排出実績なし

（炉は休止状態）

(2014 年 1 月)    

 

○ 

騒音規制法および

兵庫県環境の保全

と創造に関する条

例 

第 6 条 

・製缶作業の届出（騒音規制法

には規定なし） 

・コンプレーサー7.5KW 以上届

出 

・製缶作業の届出第

3A0701 号 2007 年 5 月 29

日受理。 

・コンプレッサー該非のチ

ェック 

・騒音測定：規制

値以下（2014 年

1 月）  

・コンプレッサ

ー ：該当なし

(2014 年 1 月) 

 

○ 

下水道法 第 12 条の 3  

ペーハーの管理、特定物質の

排出量 

下水道への排水は神戸

製鋼で一括のため、

JASTEC の排水ピットの

自主点検実施。 

2014 年 1 月測定 

基準値内  

 

○ 

廃掃法（廃棄物の

処理及び清掃に関

する法律） 

第 3 条の 2 再生利用等の減量

努力 

ワックスの再利用率の向

上を推進中。 

EA21 活動項目と

して推進    

○ 

第 11､12、21 条 産業廃棄物の

運搬、処理委託、マニフェスト管

理など 

廃酸、木くずなど産業廃

棄物。2010 年度より自主

管理を実施。 

2014 年 1 月 

実施状況確認  

 

○ 

ＰＲＴＲ法 第 5 条 指定化学物質（年間使

用量 1 トン以上） 

該当。（2010 年度よりエ

ポキシ硬化剤；テトラヒド

ロメチル無水フタル酸が

該当） 

2013 年 5 月 

届出 (12 年度

分)   

  

 

○ 

消防法 第8条 年2回の消防設備の点

検 

消防設備、消火器：神戸

製鋼と一括実施 

2014 年 1 月 

実施確認   

 

○ 

労 働 安 全 衛 生 法

（主なもののみ） 

衛生管理者、産業医の選任、

健康診断・特別健康診断の結

果報告 

健康診断 年 1 回、 

特別健康診断年 2 回 

2014 年 1 月 

実施確認 

 

○ 

作業環境測定 有機溶媒、鉛の取扱い作

業 

2014 年 1 月 

対象外確認   

 

○ 

建設物、機械などの設置などの

届出 

1.5kw以上届出 2014 年 1 月 

届出 

 

○ 

WEEE 指令（EU 指

令） 

製品の廃棄に関する対応 欧州へ輸出する

NMR,MRIマグネット（客先

の指示に従う） 

2014 年 1 月 

客先対応を確認                  

 

○ 

RoHS 指令（EU 指

令） 

有害６物質（鉛、カドミウムな

ど）の原則使用禁止 

欧州へ輸出する

NMR,MRIマグネット（客先

の指示に従う） 

2014 年 1 月 

客先対応を確認                

 

○ 

 

評価： ○ 適合(順守)、 × 不適合（要改善） 
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□□□□    2020202013131313 年度年度年度年度    代表者による全体の評価と見直し代表者による全体の評価と見直し代表者による全体の評価と見直し代表者による全体の評価と見直し    
    

代表者による全体の評価と見直しは次のとおりです。 

日時 2014年6月26日　 午後2時～3時

場所 JASTEC 西神202号室

参加者 西元社長、鈴木主管（管理責任者）、前田専任部員（事務局）、糸木専任部員（事務局）

肥塚顧問（事務局）

提出された書類等 2013年度（4月～3月）の環境活動の達成状況

環境関連法令等の順守状況

問題点の是正状況

利害関係者の要望事項（なし）

教育記録

環境活動レポート(案）

評価 環境方針・環境目標 ・三期目の3ヶ年計画の初年度として6項目のうち3項目が目標未達となった。

および環境活動計画 これは、活動開始以降で、もっとも悪い結果であり、それぞれ未達の要因を見極め、

の達成状況 次年度以降の活動に活かす。

　未達項目：水使用量削減、エポキシ廃棄量削減、鉛使用対象の削減

・未達のうち、水使用量削減は、事業用節水活動の限界が見えてきており、使用実態

の再確認を実施したが、節水活動に対する認識を新たにする必要がある。

・二酸化炭素排出量削減、ワックス廃棄量削減、紙・文具のグリーン購入の3項目は、

高い目標レベルを達成できており、関係者の努力を評価できる。

環境管理システムの ・教育、緊急事態訓練の実施、内部コミュニケーションの実施など環境経営システム

実施状況 は有効に機能している。

環境関連法等の順守 ・見直し、順守状況のチェックは定期的に実施されている。

状況

問題点の是正状況 ・水使用量削減は、是正措置を検討したが、有効な削減措置が見いだせなかった。

次年度は、使用実態の再確認、量削減目標の是非の検討も含めた活動とする。

・他は、それぞれ適宜、是正措置がとられている。

利害関係者要望事項 ・具体的な要望事項はなし。

変更の 環境方針 ・2014年6月1日付けで、環境方針を見直した。(地域事務局の推奨により）

必要性 環境目標・ ・2013年度には目標未達が生じたが、生産計画の変更などの前提条件の変動が

と指示 環境活動計画 あれば、実施項目の見直し、目標自体の再検討など、柔軟に活動すること。

・鉛使用対象の削減は、RoHS指令への適合であり不可避。着実に仕上げること。

・ヘリウム液化装置の稼働開始により、夏場等にピーク電力対策が必要となる可能

性がある。その際には、検討済みの対応策を速やかに実行に移すこと。

環境経営システム ・環境経営システムについての見直しの必要性はないが、活動チームのリーダー、

事務局などに、若手メンバーの起用を、さらに進めること。

前回指示事項 進捗

前回の ・2013年度からの、新たな3ヶ年計画では過去の実績 鉛使用対象削減を除き、目標量か、目標比率とし、

指示の を踏まえ、より簡明な目標設定を心がけること。 結果との対比は、より明確となった。

進捗 ・すでに相当の削減水準に到達している二酸化炭素 一部の作業エリアで、LED照明を採用。2014年度中

排出抑制についてはLED照明、ソーラーなどを含む に、作業エリアは、LED照明への転換を計画。

斬新なアイディアを期待する。 ソーラーは検討に着手。

・新規導入のヘリウム液化装置は相当の電力負荷 2013年度末から運転開始。別枠管理を行っている。

が想定されるので、別枠できっちり管理すること。

・活動チームリーダー、事務局に若手メンバーの起用 水使用削減、グリーン購入のリーダーを若手に交代。     
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□□□□地域社会の環境保全活動への参画地域社会の環境保全活動への参画地域社会の環境保全活動への参画地域社会の環境保全活動への参画 

神戸総合技術研究所周辺の清掃活動への参加を、継続しています。  

 

□□□□    その他その他その他その他    

○建屋の東南側の一部に緑のカーテン（ゴーヤ）を継続

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○2014年3月よりヘリウム液化設備を

稼働しています。 

ヘリウムは、近年供給量が安定せず、

供給ソースが限定されるため、入手が

困難になり、価格も上昇しています。

当社では超電導マグネットの出荷前

検査時に、用済みとなったヘリウムガ

スを大気放出していましたが、これら

を回収・液化し再利用を図ることで、全

体のヘリウム購入量を減少させること

にしました。 

この液化設備が本格稼働すれば、年

間で 54,000 ﾘｯﾀｰの購入量削減を期待

しています。 

この設備の稼働により、電力使用量

は増加することになりますが、稀少資

源の回収と、事業継続性の観点から

必要不可欠と判断しています。    

 

 

 

 

□□□□    2014201420142014 年度年度年度年度    環境活動レポート環境活動レポート環境活動レポート環境活動レポート 

2015 年 7 月に報告を予定しています。 

 

以上 
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別表　主要環境負荷項目の実績推移

環境への負荷

重要性

評価 単位 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

①温室効果ガス排出量 二酸化炭素 大 Kg-CO
2

451,173 471,991 470,074 459,398 454,520

②廃棄物排出量及び （再生利用） ｔ 0.60 0.60 0.60 0.60 0.62

廃棄物最終処分量 （熱回収） 大 ｔ 1.90 2.40 2.60 2.96 3.13

（再生利用） ｔ 19.94 25.73 25.18 21.86 34.61

最終処分量 ｔ 6.41 6.46 8.24 8.26 8.68

③-1　総排水量 下水道 中 ｍ
3

1,304 1,395 1,011 954 985

③-2　水使用量 上水 ｍ
3

1,304 1,395 1,011 954 985

④化学物質使用量 kg 2,328 2,561 2,910 2,988 466

kg 30 0 0 0 0

カドミウム及びその化合物 kg 19 31 25 38 50

ジクロロメタン 小 kg 10 25 25 30 25

テトラヒドロメチル無水フタル酸 kg 2,138 2,614 2,970 3,008 475

トルエン kg 9 0 0 0 0

鉛及びその化合物 kg 62 96 76 104 116

ふっ化水素及びその水溶性塩 kg 1 1 1 0 1

⑤エネルギー使用量 購入電力 大 MJ 8,628,056 8,940,552 8,887,677 8,868,007 8,918,012

化石燃料 MJ 1,094,769 1,222,062 1,231,623 1,041,038 900,720

⑥物質投入量 資源投入量 ｔ 96 134 136 156 129

循環資源投入量 ｔ 1.49 2.82 3.92 1.45 3.27
⑦サイト内で循環的利用

を行っている物質量等 利用された物質量 ｔ 1.49 2.82 3.92 1.45 3.27

⑧総製品生産量または 製品生産量 台 103 140 145 170 139

総商品販売量 容器包装使用量 枚 379 460 536 343 532

(注）上記の二酸化炭素排出量は、平成23年度は排出係数　関西電力　0.450kg-CO
2

／kWhを使用。

一般廃

棄物

産業廃

棄物

ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂

エポキシプロパンの重縮合物

 


