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2012年は、2011年3月に発生した東日本大震災からの復興を
目標に、被災した地域に限らず全国のさまざまな団体や個人が東北
に対する意識を持って行動し、企業においても従来の活動の枠に加
え各社がそれぞれの特徴を活かした被災地支援を実施する動きが活
発化するなど、社会貢献活動についての社会的関心がより高まり、
実行が具体化された一年となりました。
当社グループにおいても、被災地の産業復興と雇用確保を目的に
建設された「川内高原農産物栽培工場」（福島県川内村）に、当社と山
口大学が共同開発した高速栽培技術「Shigyo法™」のライセンスを
無償で提供するなどの支援活動を進めています。この国内で最大規
模となる完全密閉型植物工場には、Shigyo法™とともに、植物の
育成に最適化した当社独自技術による赤色 LEDをあわせてご採用
いただいております。
また、震災後により重要性が増した火力発電所の排気浄化に欠か
せない液化アンモニアに関しましては、津波により被災した福島県
相馬港を拠点とする当社の出荷・充填基地の再興に取り組み、製品の
安定供給体制の確立を進めております。当社グループの製品は、素
材や原料となるものが中心であり、消費者の皆様が、当社製品とし
て認識して使用いただける機会は非常に少ないとは思いますが、上・
下水、電力、ガスなど社会インフラ維持のために使用される製品も数
多くあることから、今後もこれらの製品を安定的に供給していくこ
とによって社会のサスティナビリティに貢献してまいります。

今後も当社グループは世界のお客様の期待に応える製品・サービ
スを提供するとともに、国際社会のサスティナビリティに貢献す
る事業活動を推進してまいります。本レポートは、当社グループの
CSR活動全般をできるだけわかりやすく記載したものであり、 ぜひ
ご一読いただき、忌憚のないご意見を賜りましたら幸いです。

当社グループは自然界から得られた原料をベースとして社会に有
用な物質を取り出し、化学反応や加工によって付加価値を高めた製
品をお客様にお届けしています。この過程において自然や生態系か
ら水、大気、生物由来の素材等たくさんの恵みを享受しています。一
方、社会に有用な製品を作り出す過程において、地球環境に対し一
定の負荷を与えるなどの影響があることについても正しく認識し事
業を進めています。当社グループは1995年に「環境・安全・健康」に
関する経営方針である「レスポンシブル・ケアに関する行動指針」を

策定して実行しており、化学企業の環境・安全に関する国際的な活動
指針となる「レスポンシブル・ケア世界憲章」にも2005年に署名し
ました。行動指針にはレスポンシブル・ケアを「製品の開発から製造、
使用、廃棄に至る全ての過程において、自主的に環境・安全・健康を
確保し、社会からの信頼性向上とコミュニケーションを行うこと」と
規定しており、本レポートではこれらの活動を通した環境影響への
配慮についても多様な角度から記載しています。また、特集では、資
源の有効活用の観点から循環型社会の構築に向けた当社グループの
取り組みについて紹介しております。

現在私たちは、地球環境や医療、食の問題をはじめ、さまざまな社会的課題に直面しています。昭和電工グループは、社
会の持続的発展に寄与するため、事業を通じてこうした課題の解決に取り組んでいます。「豊かさと持続性が調和する社
会の創造に貢献」することを目指し、私たちはこれからもグループ一丸で活動します。
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昭和電工株式会社
代表取締役社長

東日本大震災からの復興のために
私たちが行ったこと

当社グループは現在、2011年からスタートした5年間の中期経営
計画“PEGASUS”を推進しています。その中間年となる本年、新た
な組織体制をスタートしました。各組織の役割をより明確化し、経
営判断と施策実行の迅速化および研究開発成果の早期顕現を目的と
したものです。あわせて、CSRに関する体制についても、CSR会議
のもとに4つの分野の推進会議を設置し責任体制の明確化を図りま
した。

組織改定でCSR推進体制も充実しました

中期経営計画“PEGASUS”において当社グループは「グローバル
市場で特徴ある存在感を持つ化学企業」となることを目指していま
す。この企業グループ像実現の基礎となるのはグローバルに広がる
当社グループで働く従業員・社員・協力企業の存在です。当社グルー
プに関係する一人ひとりが持てる力を高め、その能力を最大限に発
揮できる体制を整えることが重要であると考えています。

一人ひとりの力が発揮できる企業へ

最近の化学産業の課題として、工場における事故の多発があげら
れます。当社グループでは、事故などによる地域社会をはじめとす
る多くのステークホルダーに対する影響の重大性に鑑み、安全確保
に万全を期すために2007年から「創る安全」活動を推進していま
す。各製造拠点においてはこれらの活動を通じて保安防災と環境保
全に努め、周辺にお住いの皆様に安心して生活していただけますよ
うに日々取り組んでいます。また、あわせて当社グループをご理解
いただくコミュニケーション活動を続けるとともに、皆様からの率
直なご意見をいただきながら、共生を図っていきたいと考えていま
す。

「創る安全」活動で安全・安心に努めています

自然や生態系に配慮した事業活動を
行っています

豊かさと持続性が調和する社会の創造に貢献する
昭和電工グループ

トップメッセージ

昭和電工グループの2012年の
CSR活動に関する実績について、ここにご報告します。

社会の発達・拡大に伴い、気候変動、
生物多様性、環境汚染など地球環境
を取り巻く問題が深刻化していま
す。昭和電工グループは、温室効果
ガスの排出削減、省エネ、リサイク
ルなどに取り組んでいます。

世界的なエネルギー需要の高まり
により、石油などの資源の枯渇が懸
念されています。昭和電工グループ
は、省エネ・省資源に貢献する製品
の開発に取り組んでいます。

介護問題から生活習慣病の予防、身
近な美容・健康まで、ヘルスケアに
関する問題はさまざまです。昭和電
工グループは、みなさんの豊かで健
康な生活を、化学の力で支えていま
す。

電子産業分野の一層の高品位化・高
速化・高容量化・小型化の進展による
利便性・快適性の向上が求められて
います。昭和電工グループは、高度
な技術力で情報化社会の基盤を支え
ています。

世界人口の増加に伴う穀物需要が高
まる中、食糧資源の安定供給と安全
性の確保が課題となっています。昭
和電工グループは、これらの課題の
解決に貢献しています。

 ໐ 環境調和型アンモニア「エコアン®」
 ໐ 地球温暖化ガス除害装置
 ໐ 土壌改良用パーライト
 ໐ 生分解性プラスチック

 ໐ 植物工場用部材（LED他）
 ໐ 水道用殺菌剤
（次亜塩素酸ソーダ、塩素）
 ໐ 炭酸ガス関連製品（ドライアイス他）
 ໐ 食品容器・包装材料
（アルミ飲料缶他）

 ໐ レアアース磁石合金
 ໐ パワー半導体SiC
 ໐ 黒鉛電極
 ໐ 先端電池材料
（LIB用、燃料電池用）

 ໐ 医療用ガス（酸素、亜酸化窒素他）
 ໐ 化粧品材料（ビタミンC誘導体他）
 ໐ 光触媒、光触媒関連製品
 ໐ 吸水性樹脂

 ໐ ハードディスク
 ໐ 電子材料用ガス
 ໐ ソルダーマスク
 ໐ セラミックコンデンサー用
酸化チタン
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Webサイトでさらに詳しくご覧ください http://www.sdk.co.jp/csr/about.html
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私たちの
CSR具体化。

循環型社会への貢献

特集1 特集2

何らかの地域貢献ができ
ないかと考え、小学校への出
前授業を行うことを決めま
した。小学生には難しい電池

や電気について、どう教えたらよいか頭を悩ませました
が、改めて勉強し授業を行った甲斐あって好評で今後も
継続になりそうです。仕事では、顧客、製造、地域社会な
どすべての要望をクリアするのは、障壁があって難しい。
でもそれをやるのが職務だと思っています。

相互の理解と交流を目的
に、毎年1回、地域の方を
工場に招待する「オープン
ハウス」を開催しています。

2012年は中学生と先生を招待し、会社説明、プラントや
分析室の見学会、化学実験のデモンストレーションを実
施。「良かった」「面白かった」という評価のほか、生徒の
皆さんに、昭和電工の仕事や化学に興味を持ってもらえ
たことも実感でき、達成感と満足感が得られました。

2012年1月、社会動向と当社グループ
の変化を踏まえ「企業行動規範」を改訂
し、新たに「私たちの行動規範と実践の手
引き」を制定しました。内容の検討に当
たっては ISO26000を参考にし、各ス
テークホルダーに対して私たちがどのよ
うな価値を提供するかという構成でまと
めました。グループ従業員に配布した冊
子には、項目ごとに「解説」「関係法令・社
内規程」「話し合いのポイント」を加え、
「理解し、議論し、実践する」ことを目的
としたツールにしています。
この「私たちの行動規範と実践の手引

き」がどのように仕事
の現場で実践されてい
るかご紹介します。

昭和電工株式会社　先端電池材料部

ショウワ・エステリンド・インドネシア
総務・人事

相澤 美幸

サイフラー

私たち昭和電工は、「循環型社会」の構築に貢献することをテーマに掲げ、
自社の事業や技術を通じてこの社会課題の解決に向けてアプローチしています。

Webサイトでさらに詳しくご覧ください Webサイトでさらに詳しくご覧ください
http://www.sdk.co.jp/csr/special1.html http://www.sdk.co.jp/csr/special2.html

鉄スクラップを利用する電気炉製鋼は、鉄鉱石から鉄を作る高炉法
に比較して製造時のCO2排出量やエネルギー使用量が少なく、環境に
やさしい製法です。当社グループは電気炉で鉄スクラップを溶解する
ために使用する部材である黒鉛電極を製造しており、お客様の生産性
向上や電極の消耗量低減に寄与する品質開発に積極的に取り組んで
います。製造の難しい大口径電極の開発にもいち早く着手し、トップ
シェアを確保しています。 黒鉛電極

プラスチックは種類が多く使用後の再生処理が難しいとされていま
す。当社のKPRはプラスチックをほぼ100%リサイクルできる画期
的なプラントです。この施設では家庭や企業で一度利用され価値のな
くなった使用済みプラスチックをガス化（熱分解）し、アンモニアや液
化炭酸ガスやドライアイスなどの原料とします。また、KPRにて製造
された原料を使用したアンモニアを「ECOANN®」として販売してい
ます。

（川崎プラスチックリサイクルプラント）

KPR設備

私の具体化はこれです！

私の具体化はこれです！

行動規範

地域社会の期待に応えます。

社員や地域との協働で
アルミ缶を回収しています。

貴重な資源であるレアアースの
リサイクルを行っています。

　「私たちの行動規範と
実践の手引き」

の表紙
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昭和電工グループは、ステークホルダーの皆様と
の信頼関係の構築を最重要テーマのひとつに掲げて
います。私たちの技術や人材、設備を活用した地域
社会への貢献活動として、特に次世代を担う子ども
たちへの教育に貢献できる、化学実験や環境に関す
る教育、工場見学会などを積極的に行っています。
また、従業員に対する取り組みとしては、2013年
1月に「ダイバーシティ推進プロジェクト」を発足
させました。従来の「女性の活躍推進」に加え、当社
グループで働く全ての人材が、多様な価値観を尊重
し、協業し、いきいきと活躍できる職場環境の構築
を目指しています。

昭和電工グループは、2013年1月より新たな組織体制をスタートしました。CSRの体制もCSR会議のもとに分野毎
に4つの推進会議を設置し、責任体制を明確にしてCSR活動を推進しています。

CSR活動具体化
レスポンシブル・ケアレスポンシブル・ケア

レスポンシブル・ケアとは

当社グループの温室効果ガス排出量は京都議定書に定める基準年比6％減の
目標を超過達成しました。　

昭和電工エレクトロニクス（株）では効率化、
集約、減量、停止、再利用、夜間シフト、従業
員全員参加の活動など様々な対策を実施し、
ハードディスク工場の電力使用量を2010
年比で約20%削減しました。

活発な安全活動を認められ、今年も数々
の事業所や従業員が外部安全表彰を受
賞しています。（写真：横浜事業所 平成
24年日化協安全優秀賞受賞）

2012年9月、川崎扇町地区の大規模
地震対応型総合防災訓練を、市の消防
局と合同で実施しました。（写真：川崎
事業所防災訓練）

2012年8月4・5日の2日間、
科学技術館（東京・北の丸）で開
催された小学生向けの化学実験
イベント「夢・化学-21 夏休み
子ども化学実験ショー」に出展し
ました。

『自分を活かす』『人を活かす』
当社では、多様な年齢・性別・国
籍の人が組織の一員として協業
しながら働いています。お互いを
活かし合うことで、いきいきとし
た職場が生まれます。 

地震対策については、今後発生が予想
される南海トラフ、首都直下地震など
の大規模地震を想定し、継続して実施
しています。（写真：対策説明会の様子）

化学製品の開発から廃棄までの過程で環境・安全・健康を確保する活動全般のこと。
昭和電工グループは、（社）日本化学工業協会レスポンシブル・ケア委員会に加盟し
ています。

社会

環境 安全

Webサイトもご覧ください

Webサイトもご覧ください Webサイトもご覧ください

Webサイトもご覧くださいhttp://www.sdk.co.jp/csr/rc.html

http://www.sdk.co.jp/csr/society.html http://www.sdk.co.jp/csr/stance.html

http://www.sdk.co.jp/csr/rc.html

昭和電工グループでは、環境保全を経営の重要な課題と
して捉え、気候変動（地球温暖化）や、化学物質・廃棄物な
どの排出削減にグループ全体で積極的に取り組んでいま
す。当社グループの温室効果ガス排出量は、基準年（1990
年）比で約束期間平均17％（2008年～2012年平均）の
減少となり、京都議定書に定める基準年比6％減の目標を
超過達成することができました。

昭和電工グループでは、2007年から「事故・災害の
90%は再発型であり、過去の事故を教訓ととらえ、あら
かじめ対策を行うことで、労働災害・設備事故・環境トラ
ブルは1/10にできる。」との考えに基づく「創る安全」活
動を推進しています。労働安全衛生マネジメントシステ
ムも導入し、リスクアセスメントを行い改善を進めていま
す。2012年からは「創る安全の原点回帰」活動を開始。

また、生物多様性に関しては、「生物多様性条約」（2010
年の第10回締約国会議で立てられた愛知目標）や「生物
多様性国家戦略2012-2020」（2012年）をベースに、
当社グループ各事業場での関連取り組みについて洗い出
し・整理を行いました。事業活動と連動した取り組みとし
てさらに具体化していきます。

2012年は、休業災害件数が2007年の1/5に減少、設備
事故・環境トラブルでは人的被害や外部へ影響を及ぼす事
象はありませんでした。地震・津波対策は、設備・建屋の地
震リスクに応じた優先度を定めて順次実施。化学品安全で
は、化学物質統合管理システムを導入し、全社で取り扱う
化学物質の一元管理化を進めています。

?

CSRマネジメント
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（年度）
（基準年） 当社グループ目標

-17%

08~12
当社グループ平均

-6%

CSR会議

レスポンシブル・ケア
推進会議

リスクマネジメント
推進会議

人権・企業倫理
推進会議

IR
推進会議

レスポンシブル・ケアに
関する重要事項の検討

リスクマネジメントに
関する重要事項の検討

人権・企業倫理に関する
活動の評価や取り組みの
方向性の決定

IRに関する総合施策・
基本計画の検討、
適時開示の確認・指示
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お問い合わせ窓口

昭和電工グループのCSRへの取り組みをステークホルダーの皆様にご理解いただくことを目的に、皆様からのご意見・ご要望も
踏まえ、できる限り読みやすくわかりやすい情報開示となるよう工夫しています。お読みいただく目的によって選んでいただけ
るよう、以下の媒体を通じてご報告を行っています。

昭和電工グループと社内外のステークホルダーに
とって重要度（マテリアリティ）が高いと考えられる
CSRへの取り組みについて、「かいしゃ」「らしさ」
「わかりやすさ」に配慮して制作しています。

昭和電工株式会社 広報室
Tel: 03-5470-3235
ホームページ : http://www.sdk.co.jp/　　メールアドレス : sdk_prir@showadenko.com

昭和電工CSRレポート2013
ダイジェスト〔本冊子〕

CSRレポート2013
Web（フルレポート）〔PDF版〕

昭和電工グループへのご理解を深めてい
ただけるよう、製品や従業員の活動、期中
の主なトピックスを中心に掲載していま
す。Web（フルレポート）〔HTML版〕のダ
イジェストとしてご覧いただけます。

この印刷物は適切に管理
された森林から原料を含
む FSC®認証紙を使用し
ています。

昭和電工はGPN会員とし
て印刷物のグリーン購入に
取り組んでいます。

この印刷物に使用している用紙
は、森を元気にするための間伐
と間伐材の有効利用に役立ちま
す。

色覚の個人差を問わず出来るだ
け多くの方に見やすいユニバー
サルデザインにしています。

有害物質を含んだ廃液が
少ない、水なし印刷方式
を採用しています。

ユニバーサルデザイン（UD）の
考え方に基づいた見やすいデザ
インの文字を採用しています。

VOC（揮発性有機化合物）成分
ゼロの環境に配慮した100%
植物油インキを使用していま
す。

Web（フルレポート）〔HTML版〕で網羅
的に開示している情報を、年次の報告書
としてPDF版で発行しています。印刷時
のレイアウトなど閲覧性に配慮しており、
また章ごとの印刷も可能です。
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わかりやすさの
取り組みをわかりやすく伝える

らしさの
昭和電工らしいCSRを打ち出す

かいしゃの
昭和電工を知ってもらう

編集方針

リスクマネジメント

当社はリスクマネジメントを経営の重要事項として捉え、最高リスク管理責任者（CRO：Chief Risk Management
Officer、以下CROと略す）を選任し、CROを中心にリスクマネジメント体制を整備し、推進します。また、CROを議長とす
るリスクマネジメント推進会議にてリスクに関する重要事項を審議し、CSR会議で決定します。

当社グループは企業活動に潜在するリスクへの適切な対応を行うことを経営の重要事項として捉えリスクマネジメント活動を進め
ています。
環境保全、保安防災、製品品質、輸出管理や契約等、企業活動に関わるリスクについて社内規程類に基づき、事前審査や決裁制度
を通じて管理をしています。また、事業所などは火災・爆発・漏えい、労働災害、業務上疾病、品質不良、環境汚染等のリスクの
極小化及び顕在時の影響の最小化に日常的に取り組んでいます。

リスクマネジメント体制

リスクマネジメント活動

CSRマネジメント

私たちの
CSR具体化。 循環型社会への貢献

特集1
特集2

何らかの地域貢献ができ
ないかと考え、区から打診の
あった小学校への出前授業
の提供を決めました。概念の難しい電池や電気について、子どもたちにどう教えたらよいか頭を悩ませましたが、勉強し直した甲斐あって好評で今後も継続になりそうです。仕事では、顧客、製造、地域社会などすべての要望をクリアするのは、障壁があって難しい。でもそれをやるのが職務だと思っています。

相互の理解と交流を目的
に、毎年1回、地域の方を
工場に招待する「オープン
ハウス」を開催しています。2012年は中学生と教諭を招待し、会社説明、プラントや分析室の見学会、化学実験のデモンストレーションを実施。「良かった」「面白かった」という評価のほか、生徒の皆さんに、昭和電工の仕事や化学に興味を持ってもらえたことも実感でき、達成感と満足感が得られました。

「私たちの行動規範と実践の手引き」は、
2010年からグループ全社員で活用・推
進しており、5つの行動規範に対して、各
現場での業務において各社員が取り組み
やすいような具体的な実践内容を策定し
ています。これは、ダミーテキストです。
これは、ダミーテキストです。これは、ダ
ミーテキストです。これは、ダミーテキ
ストです。これは、ダミーテキストです。
これは、ダミーテキストです。これは、ダ
ミーテキストです。これは、ダミーテキ
ストです。これは、ダミーテキストです。
これは、ダミーテキストです。これは、ダ
ミーテキストです。こ
れは、ダミーテキスト
です。これは、ダミー
テキストです。

昭和電工株式会社　先端電池材料部

ショウワ・エステリンド・インドネシア
総務・人事

相澤 美幸

サイフラー

私たち昭和電工は、「循環型社会」をテーマに掲げ、自社の事業や活動を通じて社会課題の解決に向けてアプローチしています。これは、ダミーテキストです。これは、ダミーテキストです。これは、ダミーテキストです。

Webサイトでさらに詳しくご覧ください

「実践の手引き」
の表紙

Webサイトでさらに詳しくご覧ください
http://www.sdk.co.jp/csr/special01.html

http://www.sdk.co.jp/csr/special02.html

鉄スクラップを利用する電気炉製鋼は、鉄鉱石から鉄を作る高炉法に比較して製造時のCO2排出量やエネルギー使用量が少なく、環境にやさしい製法です。当社グループでは電気炉に電気を投入する部材である黒鉛電極を製造しており、お客様の生産性向上や電極の消耗量低減に寄与する品質開発に積極的に取り組んでいます。製造の難しい大口径電極の開発にもいち早く着手し、トップシェアを確保しています。 黒鉛電極

プラスチックは種類が多く使用後の再生処理が難しいとされています。当社の KPRはプラスチックをほぼ100%リサイクルできる画期的な方法です。この施設では家庭や企業で一度利用され商品価値のなくなった使用済みプラスチックをガス化（熱分解）し、アンモニアや液化炭酸ガスやドライアイスなどの製造原料とします。また、KPRにて製造されたアンモニアを「ECOANN®」として販売しています。 KPR設備

私の具体化はこれです！

私の具体化はこれです！

昭和電工は、アルミ缶リサイクルを通じて地域社会に貢献しています。 昭和電工は、レアアースでも循環型社会の構築に貢献しています。
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CSR情報の報告媒体について

昭和電工
CSRレポ

ート201
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ポート ]

フルレポート2013
Web（フルレポート）〔HTML版〕

昭和電工グループのCSRへの取り組みに
ついてWebサイトで開示しています。各
種ガイドラインを参考に網羅性を重視す
るとともに、期中の活動について速報性
を高めた情報発信を行っています。


