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日本特殊塗料 環境への取り組み
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⽇本特殊塗料 Company Profile
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売上⾼構成⽐（セグメント / 主要製品別）

＜全国内⾃動⾞メーカーに納⼊
＞

■ 商号 ⽇本特殊塗料株式会社（NIHON TOKUSHU TORYO CO., LTD.）
■ 本社 東京都北区王⼦3丁⽬23番2号
■ 創業 1929（昭和4）年6⽉1⽇
■ 資本⾦ 47億5,308万円
■ 発⾏済株式数23,611,200株
■ 連結従業員数 １２９９名 （202２年3⽉末時点）※臨時雇⽤者を除く
■ 売上５４７億７９００万円 （2022年３⽉期実績）
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国内事業所︓本社及び⽣産拠点

開発センター(東京都北区王⼦)

塗料技術棟(東京都北区王⼦)

平塚⼯場（平塚市） 静岡⼯場（御前崎市）

愛知⼯場（知⽴市） 広島⼯場（⻄条市）

東九州⼯場（⾏橋市）九州⼯場（佐賀県みやき町）

本社(東京都北区王⼦)

■ 本社・研究開発拠点 ■ 国内６⼯場
国内主要事業所
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塗料事業の歩み

● ⾦属⽤塗料「T・T（テー・テー）」

航空機の⾦属⽤塗料⽣産から始まり、建築⽤（屋根、床、防⽔）、環境対応塗料を展開。

●セメント⽡⽤塗料「スレコート」

●塗り床材「ユータック」

1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

●防⾳材「イーディケルシリーズ（鉄道⾞両、家電・OA機器、DIY製品）」

●下⽔道施設⽤内⾯保護塗料
「タフバリア防⾷被覆⼯法」を開発

●旅客機⽤塗料「スカイハロー」

●⾚外線・紫外線吸収・遮熱塗料
「パラサーモシリーズ」

●⾵⼒発電⾵⾞ブレード着氷防⽌⽤
塗料「Wind Hullo Topcoat F」

●H-Ⅱロケット⽤断熱塗料
「スカイハローE」
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⾃動⾞製品事業の歩み

）● 防錆塗料（アンダーシール）
● 制振材（アスファルトシート）

● ダッシュサイレンサー
● フードサイレンサー

● ⾼吸⾳軽量防⾳材（RUL）

● 吸⾳ヒートシールド

● フロアカーペット
● ホイールハウスライナー

● フロアアンダーカバー

● トランスミッションサイレンサー

防錆塗料の⽣産に始まり、制振材・遮⾳材・吸⾳材を中⼼に防⾳製品拡充。



事業内容(防⾳製品紹介)

8



天津⽇特固防⾳配件有限公司（中国）

⽇特固(広州)防⾳配件有限公司（中国）

UGN,Inc.本社（アメリカ）

SRN Sound Proof Co.,Ltd.（タイ）SNC Sound Proof Co.,Ltd.（タイ） Autoneum Nittoku Sound Proof Products India Pvt.Ltd.（ｲﾝﾄ゙ ）

武漢⽇特固防⾳配件有限公司（中国）

PT. TUFFINDO NITTOKU AUTONEUM（ｲﾝﾄ゙ ﾈｼｱ）

持分法適⽤会社
持分法適⽤会社

持分法適⽤会社

持分法適⽤会社

連結⼦会社

連結⼦会社

持分法適⽤会社 ⾮連結⼦会社

武漢⽇特固汽⾞零部件有限公司( 〃）

⽇本特殊塗料の海外⽣産拠点
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アジア・北中⽶6カ国に、12の⽣産拠点を展開

【UGN】
USA:5拠点
MEX:1拠点
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防⾳製品のリサイクルシステム(ポストコンシューマー材)
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ニットクグループは⾃動⾞産業における古⾐料リサイクル技術に着⽬し
省資源、使⽤エネルギー削減、廃棄物削減およびCO2排出削減を推進しています

ニットクグループ
は約8000トン/年
の古⾐料をマテリ
アルリサイクルし
ています。



古⾐料をリサイクルした防⾳材の⽣産⼯程例

古⾐料選定
裁断 前処理 解繊⼯程

反⽑完成

フェルト原料投⼊原料ブレンド

フェルト化

成型・トリミング 防⾳材製品完成
12
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Ｄセグメント車防音部品における古衣料使用量

2.1096
(kg-CO2eq/kg)

9.07
(kg-CO2eq/台)

防⾳部品1kgにおける古⾐類使⽤量※2

1台当たりの古⾐類使⽤量※2

該当車の
販売数(台)

1万台

合計CO2
削減効果

（kg-CO2eq/１万台)

９０．７トン

スギの木換算

6478.5本

東京ドーム換算

約0.8個
※2 当社調査による
※3 MiLCA原単位を⽤いて算出
※4 1台当たりの反⽑使⽤量×古⾐類1kg焼却におけるCO2発⽣量

※1 ⼀般乗⽤⾞（中型）における平均使⽤量
（当社調査による）

【導⼊効果】
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古衣料由来の反毛を主原料とした熱可塑フェルト

日本特殊塗料製 熱可塑フェルト

 高い解繊能力で古衣料をほぐした反毛が主原料

 高性能熱可塑フェルトライン使用により重量バラツキが少ない

市場ベンチマーク 熱可塑フェルト

 解繊不良による布の切れ端が混在した反毛が主原料

 重量のバラツキがある
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熱可塑フェルトにおける重量バラツキの影響

★ フェルト重量バラツキが大きいと音響性能に悪影響が有る。
★ フェルト重量バラツキが少ないと軽量化になる。

A B C D E
1

2

3

4 1150-1200
1100-1150
1050-1100
1000-1050
950-1000
900-950
850-900
800-850
750-800
700-750

遮音性能
1-2dB  悪化

25mm

1.2kg ハード層

0.8kg ソフト層

熱可塑フェルト (ソフト層) に重量ばらつきの異なる2種類のフェルトを使用し確認実験

日特内製フェルト

市場ベンチマーク材
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福井県のアパレル端材の有効活⽤(プレコンシューマー材)

【背景】
福井県のアパレル端材（廃棄物）を防⾳製品
の原料として利⽤。

【未利⽤資源の有効活⽤】
①該当部品のLC-CO2の削減
②アパレル業界のSDGs推進に貢献
③サーキュラーエコノミー形成へ貢献

経産省 中部経済産業局及び顧客と連携し、未利⽤資源の有効活⽤を⽬指します

【検討スキーム】 【サプライチェーンについて】

福井県 アパレルメーカー

静岡⼯場
愛知⼯場
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求められるサーキュラーエコノミー/カーボンニュートラルへの要求について
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CO2の削減

リサイクル活動

〇組織LCAによる全体のCO2排出量の開⽰

〇欧州ELV指令への対応

〇製品LCAによる部品1個単位のCO2排出量の開⽰

〇CO2の削減提案

・サステナブルマテリアル材の採⽤によるリサイクル率の向上

・SCOPE1/2/3別の排出量開⽰要請
・取り組み状況の調査

・低環境負荷材への切り替え
・リサイクル推進による廃棄物の削減

・アンケート回答 (顧客及び各関連団体)
・TCFD(気候関連財務情報開⽰タスクフォース)

CDP(カーボン･ディスクロージャー･プロジェクト)への参加



LC-CO2の⾒える化(サンプル)

MiLCAを⽤いてCO2排出の計算ノウハウの習得とデータベースを構築中
20



製品LCA事例の紹介

単位︓
kg-CO2eq/枚

製品A 

製品B
製品C

製品D

当社の部品種別ごとにLCAベースの環境負荷評価に順次取り組んでいる

21
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欧州ELV指令について-1
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部品ごとのリサイクル率

⽇本における最新の
リサイクル率定義

サステナブルマテリアル採⽤率
(=リサイクル材使⽤率)

ELV指令

・・部品組成の内、リサイクル由来の材料で⽣産された
材料の採⽤率(重量%)

・・サーマルリサイクルは含まない

マテリアルリサイクル量(kg)

・複数の解釈が有り、今後は回答を求められる際には定義を確認して回答する必要がある。

製造時点の産廃量(kg)

部品重量(kg)

リサイクル材使⽤量(kg)

投⼊原料(kg) ー 部品重量(kg)

産廃量(kg)

・・2通りの解釈が出来る

リサイクル率︓85％以上 (リサイクル率︓ ⾞両重量に対して
リサイクルできる可能性のある材料の重量が占める割合)
リカバリー率 : 95%以上 (リカバリー率︓ 材料リサイクルと
サーマルリサイクルできる可能性のある材料重量が占める割合)

① ②

③

④

⑤

廃⾞後の
リサイクル率まで管理

マテリアルリサイクル量(kg)

廃⾞後の産廃物(kg)

⑥

1 -

★顧客ニーズが⾼い

欧州ELV指令について-2



欧州ELV指令について-3（リサイクル材料の定義）
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〇ポストコンシューマー材

〇プレコンシューマー材

消費者が製品を使⽤した後に回収された材料。※ポスト＝後、コンシューマ＝消費者を意味する。
JIS Q 14021による定義︔
家庭から排出される材料、または製品のエンドユーザとしての商業施設、⼯業施設及び各種施設から本来の⽬
的のためにはもはや使⽤できなくなった製品として発⽣する材料。これには、流通経路から戻される材料を含
む。

消費者に製品が渡る前の製造⼯程で発⽣した材料。※プレ＝前、コンシューマ＝消費者を意味する。

JIS Q 14021による定義︔
製造⼯程における廃棄物の流れから取り出された材料。その発⽣と同⼀の⼯程で再使⽤できる加⼯不適合品、
研磨不適合品、スクラップなどの再利⽤を除く。

欧州ELV指令への対応例

ポストコンシューマ―材が
リサイクル材料として重要視される。

・古⾐料のリサイクル推進
・廃⾞部品のリサイクル材への採⽤検討
・シュレッダーダストのリサイクル材への採⽤検討

ニットク検討⽅針 ︓ポストコンシューマー材の積極的な採⽤



Car to Carリサイクル :廃⾞後部品の再利⽤
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廃⾞後の部品がよりリサイクルし易い材料を現在調査中

ELV規制が施⾏→廃⾞後の部品がリサイクルし易い材料の採⽤が必要

材料A 材料B



現状のリサイクル率と今後の展望

26

① 製品A ② 製品B ③ 製品C

約30%
(→75%)※開発中 約60%

仕様①︓約50%

仕様②︓約20%

〇代表部品ごとの現⾏ポストコンシューマ―材採⽤率

現⾏の部品では多くのポストコンシューマ―材の採⽤実績が
有り、廃⾞再⽣材利⽤により更なるリサイクル率の
向上を図り、サーキュラーエコノミーの実現へ貢献する
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当社の抱える課題

 廃棄され燃焼する予定であった資源を有効利用し自動車用防音部品
にした際にLCA-CO2計算上CO2の燃焼分数値をマイナスととらえ
てその数値分をCO2クレジットとしてCN努力数値としてカウント
したい。

 エコマークの申請承認は高額の費用がかかる。また、リサイクル率
の配合パーセンテージに応じての承認システムが各都道府県等で可
能であればリサイクル率に応じて優先的にユーザーが購入しやすい
特典が欲しい。


