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CSRレポート2010

Web（フルレポート）

HTML版

フルレポートとしての内容の

ほか、最新の情報、事業場ご

との環境・社会報告書なども

掲載しています。

CSRレポート2010

Web（フルレポート）

PDF版

ダイジェスト版冊子に掲載し

た内容と、その他の重要な項

目、詳細なデータを網羅的に

報告しています。

CSRレポート2010

ダイジェスト版

ステークホルダーの皆様から

のご意見・ご要望をもとにし

て、ステークホルダーの皆様

の関心が高い項目に絞って、

当社グループの活動を報告し

ています。

編集方針

本レポートは、昭和電工グループの環境･社会への取り組みについて、非財務情報の年次報告書として、｢特集｣、｢CSRマネジメント｣、｢社

会性報告｣、｢環境保全の取り組み｣、｢安全の取り組み」の5部構成で編集しました。財務状況の詳細は、決算短信、有価証券報告書をご参

照ください。

開示項目に関しては、ステークホルダーからのご意見･ご要望を整理し、その中で当社が重要課題として取り組んでいる項目について、その

活動方針と2009年の実績、具体的事例を中心に報告しました。特集では、昭和電工グループの「事業を通した社会貢献」のトピックスとし

て、持続可能な社会の実現を目指した温室効果ガスの排出削減と環境・エネルギー技術の開発、並びに、当社グループのリサイクル事業

を通した社会との対話を紹介しました。

より読みやすく分かりやすくするために、冊子はダイジェスト版としました。ステークホルダーの皆様から寄せられたご意見をもとに、冊子に

はステークホルダーの皆様の関心が高い項目を中心に記載しました。本PDFには、ダイジェスト版冊子に記載した内容にその他の重要な

項目と詳細なデータを加えたフルレポートを掲載し、昭和電工グループの活動をより詳細かつ網羅的に報告しました。

■ メディア別の報告概念
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報告対象範囲

報告対象期間

2009年1月～12月に2010年の情報を付け加えています。本文中に「年」と記載された項目は2009年1月～12月の範囲を、「年度」と記載され

た項目は2009年4月～2010年3月の範囲を対象としています。

報告対象組織

本文中の記述において、「昭和電工」は昭和電工単体を、「昭和電工グループ」は昭和電工および国内連結子会社を対象としています。財

務パフォーマンスデータは昭和電工連結の数値です。環境パフォーマンスデータは昭和電工単体の数値です。環境パフォーマンスデータが

グループ各社を含む場合は、対象範囲を各データに記載しています。

社会性パフォーマンスデータは昭和電工単体の情報および数値です。「社会との関わり」および｢従業員との関わり｣については、国内外連

結子会社の情報を加えています。

発行

2010年8月（次回発行は2011年7月を予定）

参考としたガイドライン

GRI「グローバル･サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2006年版（G3）」

環境省「環境報告ガイドライン2007年版」

作成部署

昭和電工株式会社

CSR室 〒105-8518　東京都港区芝大門1-13-9
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昭和電工グループにおける

CSRとは

CSRを担うのはグループ全員の

「人間力」

安全・安心への取り組み

環境への配慮

これからの課題：

グローバル化の展開

昭和電工は1908年、創業者森矗昶（もりのぶてる）が房総半島でヨード工業を興し

たことにはじまり、日本の重要な資源である豊富な水力を利用した電気化学工業に

より、食料の安定確保のための硫安肥料製造や輸入に依存していたアルミニウム

やフェロクロムの国産化など社会の発展・近代化に貢献する製品を生み出してきま

した。時代の要請に応えるべく困難に立ち向かい新たな事業を創り出す「不撓不

屈」の精神は、当社グループの遺伝子として生き続けています。

私は2005年社長就任に際し当社グループが「社会から信頼・評価される企業」を目

指すと宣言し、経営の基軸にCSRを据えたCSR体制を整えました。

2006年からの連結中期経営計画"プロジェクト・パッション"においては当社グルー

プが目指す姿として「社会貢献企業の実現」を掲げ、経済・社会・環境にバランスの

取れた経営を進めてきました。昭和電工グループのCSRとは、社会の持続的成長

に貢献する製品・サービスを提供し続けることであり、先人から受け継いできた"変

革への情熱／ Passion for Change"を持ち続けグループを成長させることです。そし

てこの行動の基本は1998年に制定した「企業行動規範」を誠実に実践することで

す。
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現在策定中の2011年からの連結中期経営計画においても、「社会貢献企業の実

現」を掲げ、社会の持続的成長に向けて選定したドメインである「エネルギー」、「環

境・資源」、「情報・電子」に私たちの個性派化学を進化させ貢献することを目指して

います。

たとえ経営理念や企業行動規範で示している方向やそのための仕組み、ルールが

高いものであっても、組織を動かしている「人」の魂が入っていなければ、その理想

や仕組みはただの掛け声のみになってしまいます。昭和電工グループに関わるす

べての「人」が、みずからの考えと行動で社会の持続的成長に貢献していくことが

大事です。

そのためにはそれぞれの持ち場での業務の目指す方向を理解し、目的意識を持っ

てみずから行動することに加え、周りの方々との対話においても自社のこと、製品

のこと、事業のことを語っていくことが大事であり、その行動と言葉が当社グループ

のCSRに繋がると確信しています。

一人ひとりの思いと技と力を結集し、ステークホルダーの皆様の期待に応えるべく

私が先頭に立って「社会貢献企業の実現」を進めます。

化学産業は人類にさまざまな「利便性」、「快適性」を提供する材料を産み出してき

ましたが、環境や健康、安全についてのリスクもコントロールする必要があります。

レスポンシブル・ケアは化学物質を扱う事業者が、化学物質の開発から製造・物

流・使用・最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルにおいて「環境・安全・健康」

を確保し、その改善を図っていく自主管理活動であり、当社は1995年からこの活動

に取り組んでいます。この活動は当社グループのCSRの根幹をなすものであり、活

動の継続的レベルアップとともにステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを

進めています。

一昨年からは、設備事故ゼロ、労働災害の撲滅を図るため「創る安全」活動を推進

しています。社内外の事故・トラブルを解析して再発を防止する取り組みで、事故の

未然防止に向けて全社一丸となって進めています。
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私たちの環境への取り組みについて、本レポートで特集を組みました。皆様のご意

見を賜りながら、地球環境との共生、社会の持続的成長に貢献してまいります。

現代は人権の時代と言われています。

本年末に発効予定の社会的責任のガイドラインISO26000も多元的なステークホル

ダーの議論を経てまとまりましたが、その中核課題は人権が背景にあります。

私たち昭和電工グループは世界中で事業展開し、さまざまな地域、さまざまな習慣

や文化を持った社員が働き、また多様なステークホルダーの方々と繋がっていま

す。この多様な方々を尊重し、それぞれの成長をともに進めることがこれからの大

きな課題です。

この数年で当社グループ海外社員の比率は45%以上になってきました。この仲間が

それぞれの個性を活かし、力を発揮することが当社グループの成長と「社会貢献企

業の実現」に繋がります。

本レポートではこれらの取り組みのエッセンスを記載し、多くの皆様に読んでいただ

くことを目指しました。内容について忌憚のないご意見を賜りましたら幸いです。

（2010年7月）

当社グループは石油や鉱物資源を原料にさまざまな材料・部材・部品を供給するこ

とを生業としており、環境への負荷が大きい事業を営んでいます。そのインパクトの

大きさを認識し、製品・サービスの質の向上を図るとともに環境負荷低減を両立さ

せることが使命です。

温室効果ガスの排出に関しては、昨年は減産の影響もありましたが、温室効果ガ

ス分解処理設備の増設や燃料転換等の施策により削減目標を達成することができ

ました。今後もナフサ分解炉の効率化が顕現することなどで2012年までの京都議

定書約束期間内の削減目標は自力達成できる見込みですが、さらに中長期的な目

標を定め、エネルギー効率の向上、新プロセス開発、原料転換などさまざまなアプ

ローチを進めています。
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グループの総力を挙げた温室効果ガス削減

昭和電工グループは、次世代技術の開発を通して持続可能な社

会の実現に貢献します。

「低炭素社会」＝「電池時代」の到来

昭和電工グループは、リチウムイオン二次電池や燃料電池の開

発に総力を結集しています。

エコ・プラントの見学者数が21,673人に

昭和電工川崎事業所のプラスチック・ケミカルリサイクル施設。世

界でも珍しいこの施設の見学者累計が20,000人を越えました。

アルミ缶回収で地域とつながる 人を支える

アルミ缶のメーカーでもある昭和電工グループは、独自にアルミ缶

を回収し原料として再利用する活動を続けています。

9



グループの総力を挙げた温室効果ガス削減 「低炭素社会」＝「電池時代」の到来

昭和電工グループは地球環境へのインパクトが大きい事業を生業としていることを認識し、徹底的な高効率運転、省エネルギー、原燃料の

転換等の諸施策を推進するとともに、次世代技術の開発を通して持続可能な社会の実現に貢献します。

温室効果ガスの排出削減

2009年は京都議定書約束期間の2年目でしたが、川崎事業所に建設した温室効果ガス分解処理設備の稼動や燃料転換等の環境対策の

推進および減産の影響により、約束期間（5年間の内の最初の2年間）の平均で基準年比11%減という実績となりました。

エネルギー原単位においては、一昨年同様、減産の影響により基準年比92%という結果になりました。

2010年以降は、大分コンビナートにおいて更新工事を進めていた高効率ナフサ分解炉（熱回収強化と前蒸留系の改造を含む）が稼動し、そ

の省エネ効果（年間5万9,000ｔのCO2削減）等が顕現することで、2008年～2012年の期間の削減目標を自力達成（排出権取引を行わない）

できる見込みです。

また、来年からの中期経営計画に向けて、長期的道標達成のための省エネ、高効率化等の施策を検討中です。

■ 温室効果ガス排出量実績※1と目標／エネルギー原単位※2グラフ

※1　温室効果ガス排出量

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量。2008年度までは大規模事業所のみが対

象となっていましたが、法改正により企業全体が対象となったことから、2009年度は本社、支店等を含む製造設

備等のない小規模な拠点までデータに含めています。なお、この数値には輸送による排出量は含まれません。

輸送部門の温室効果ガス排出量は、下記を参照ください。

関連リンク 気候変動への取り組み

※2　エネルギー原単位

日本化学工業協会の自主行動目標に基づく昭和電工単体のエネルギー原単位。製造に要したエネルギーを生

産量で割ったもので、この数値が低いほど効率よく生産していることになり、環境への負荷も少なくなる。
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川崎事業所

川崎市千鳥・夜光コンビナートにおける共同事業への参画

川崎事業所では、東京電力川崎火力発電所が発電に使用する蒸気を再利用

し、近隣の千鳥・夜光地区の工場10社に供給する共同事業へ参画しています。

年間約30万tの蒸気を供給する計画で、2010年2月より蒸気供給が開始されま

した。

この事業により、10社合計で年間原油換算1.1万klの燃料と、2.5万tのCO2排出

量の削減効果が期待されています。

蒸気を供給するライン

昭和電工エレクトロニクス（株）

クリーンルーム空調動力の削減

パソコン等に使用されるハードディスクおよび次世代照明として期待されている

LEDを開発、生産する昭和電工エレクトロニクス（株）では、生産に必要となるク

リーンルームの空調動力が工場全体のエネルギーの約半分を占めています。

昨年度はこの空調動力の省エネとして、日本特有の季節変動に応じた外気導

入量の調整、空調設備の一部共有化、冷凍機の廃熱利用などで、工場全体の

エネルギーの約1割に相当する原油換算2,200klの電気・蒸気と、3,000tのCO2

排出量を削減しました。 昭和電工エレクトロニクス（株）　クリーンルーム

TOPICS1 有機EL（エレクトロ・ルミネッセンス）素子の光取り出し効率を向上

有機EL素子は有機化合物を利用した発光素子で、省エネルギー光源として携帯電

話のディスプレイ等に使用されています。有機EL素子は理論的なエネルギー効率が

高く、LEDが点光源であるのに対して素子面全体が発光する特徴があることから、次

世代の省エネルギー照明として期待されています。昭和電工グループは、素子から

光を取り出す効率を改善することで、塗布りん光型高分子有機EL素子の発光効率を

塗布型有機EL素子としては世界最高水準となる1ワット当り30ルーメン（30lm/W）に向

上させました。昭和電工グループは高効率有機EL素子の開発・供給を通じて、照明

のイノベーションを進めます。 高効率有機EL素子を使用した照明モデル

昭和電工グループの取り組み

省資源・省エネルギー技術、2009年度のトピックス

今後、地球温暖化や原油をはじめとする鉱産物資源の枯渇など、環境・エネルギーに関連する社会的な課題が大きくなることが予測されま

す。昭和電工グループは無機・金属の強みを持つ化学企業としての特徴を最大限に発揮し、環境・エネルギー分野の革新的技術を創造し

提供することで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。環境・エネルギー分野の技術開発における2009年度のトピックスをご紹介しま

す。
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TOPICS3 焼却炉での熱電発電実証試験に着手

日本国内で供給されるエネルギーの約7割は、未利用のまま熱エネルギーとして大

気中に放出されていると言われています。この莫大なエネルギーを有効活用する新

技術が、熱エネルギーを直接電気に変換する熱電発電です。熱電発電は温泉や

ディーゼルエンジンなど、低温域での開発が先行していますが、昭和電工グループ

は、廃棄物焼却炉の廃熱が利用でき、かつより高出力な発電が期待できる中温域

（300～600℃）での熱電発電の実証試験を開始しました。今後は、熱エネルギーの有

効利用のみならず、CO2削減や資源枯渇など地球規模の課題解決を目指し、モ

ジュールの高出力化や耐久性の向上などを進めていきます。 高出力熱電発電モジュール

 1/2 「低炭素社会」＝「電池時代」の到来

TOPICS2 高平滑性SiC（炭化珪素）エピタキシャルウェハーを量産化

ハイブリッド車や電気自動車は、地球温暖化の防止に大きく寄与するものとして普及

が期待されていますが、これらエコカーに使用される電力制御デバイスとして、SiCパ

ワー半導体に注目が集まっています。SiCパワー半導体は、現在主流のSi（シリコン）

パワー半導体に比べて部品を小型･軽量化できる上に、電力制御過程でのエネル

ギー損失が1/10近くまで抑えられる特徴があります。昭和電工グループは世界最高

水準の表面平滑性を持つSiCエピタキシャルウェハーの量産を開始したことで、エコ

カーのさらなる普及へ大きく貢献します。

高平滑性SiCエピタキシャルウェハー（左から2インチ、3イン

チ、4インチ径）
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グループの総力を挙げた温室効果ガス削減 「低炭素社会」＝「電池時代」の到来

■ 日本のCO2排出量の部門別内訳

出典：環境白書「2006年」

■ 日本の発電源と1日の電力消費パターン

出典：資源・エネルギー庁の「平成20年度発電実績（総括）」をもとに作

成

電気自動車への搭載や、風力・太陽光発電など自然エネルギーの貯蔵を通して、資源・エネルギー、環境問題への貢献が期待される「次世

代電池」。昭和電工グループは2009年9月、先端電池材料部を新設し、未来を拓くリチウムイオン二次電池や燃料電池の開発にグループの

総力を結集しています。

電池の進化が未来を変える

環境問題への対応が叫ばれて久しく、近年は特に地球温暖化の要因とされ

る二酸化炭素（CO2）の排出削減に向けた活動が盛んになってきました。

そうした中、日本を例にCO2の排出量（右図）を見ると、運輸部門の占める割

合が大きいことがわかります（日本のCO2排出量の部門別内訳）。今後、新

興国の経済成長に伴い世界的に自動車の保有台数が増えていけばCO2排

出量がさらに深刻化するのは必至で、環境先進国とされるEUでは、2015年

までに1km走行時のCO2排出量を120gに削減することが法制化されました。

今話題のハイブリッドカー（HEV）のCO2排出量が100g/km程度なのを考える

と、この数値はかなり先進的なものですが、EUはさらに、2020年までに95g

/kmへハードルを上げようという議論も始めています。

右図の日本の発電源と1日の電力消費パターンは、日本における1日の電

力使用量の変化と発電源の割合を示したものですが、昼間の使用量が増え

た分を主に火力発電が補う形になっています。火力発電は他の発電源に比

べてCO2の排出量が多いため、環境負荷の低減には火力発電の比率を下

げ、原子力発電の比率を高めていくのがもっとも効果的だと考えられます。

加えて、太陽光や風力など自然エネルギーの活用も必要です。しかし、原子

力発電は昼と夜で発電量を変えるといった微妙なコントロールが難しく、自

然エネルギーもコンスタントな発電が困難なため、これらの発電源をもっと活

用する上では、使用量のピークに備えて電気をどこかに蓄えておかなければ

なりません。

このような用途におけるCO2の発生を削減させる有効な手段として期待され

るのが、リチウムイオン二次電池（LIB）や燃料電池（FC）で、今、世界中で開

発が活発化しています。先端電池材料部は、まさにこのLIBとFCを対象に、

昭和電工グループが持つ独自かつ幅広い技術を集めた関連部材の開発・

販売を加速し、次世代電池の実現に寄与することを目指して設立されまし

た。
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■ リチウムイオン二次電池の原理 ■ 昭和電工グループの個性派製品

燃料電池

燃料電池は水素と空気中の酸素から化学反応によって直接電気を取り出すクリーンなエネルギーシステムです。従来の発電方式に比べ

て、排熱が利用でき、エネルギー効率が高く、CO2の排出を減らせる静かで環境に配慮された装置です。将来は、自動車用、定置用、携帯

端末用など、さまざまな用途での活躍が期待されています。

リチウムイオン二次電池

リチウムイオン二次電池は、正極にリチウム酸化物、負極に黒鉛を用いた二次電池です。充電時にはリチウムイオンが正極から負極黒鉛

層間に移動し、放電時には黒鉛層間からイオンが抜け出して正極に戻ります。充放電に伴う変化はリチウムイオンの移動だけですので電

極や電解液は化学反応しません。最大の特長は二次電池の中で最もたくさんのエネルギーを蓄えられることであり、電気自動車をはじめ、

電力貯蔵用途等の大きな蓄電システムへの適用も期待されています。
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先端電池材料部　大川開発センター

飯野 匡

先端電池材料部　大川開発センター

山田 祐輔

先端電池材料部　技術開発部

吉岡 俊介

4つの戦略と4つの想い

セパレーター

カーボンセパレーターで燃料電池を身近に

水素と酸素の反応で電気を生み出す燃料電池は、発電時に排出するのがほぼ

水だけというクリーンエネルギーで、将来的に自動車への搭載が期待されてい

ます。その燃料電池の重要な部品となる「セパレーター」を、軽くて腐食に強い

カーボンで作る研究に取り組んでいます。現在、自動車用の燃料電池セパレー

ターの開発で主になっているのは金属に表面処理を施したもので、長期間の使

用での腐食やコストという課題を抱えています。一方、カーボンは薄くしたときに

強度を保つのが難しく、この課題を乗り越え、燃料電池の普及に弾みをつけたい

と努力している毎日です。

導電助剤「VGCF®」

導電助剤の高性能化で電池を長寿命化

信州大学の遠藤教授と昭和電工が共同で開発した「VGCF®」は、カーボンナノ

チューブの一種ですが、繊維径が太く分散しやすいといった特性があり、リチウ

ムイオン二次電池の正極や負極に添加することで電池自体のサイクル寿命を

伸ばす効果を発揮します。自動車用など電池が大型化すれば、買い換え時期を

伸ばす長寿命化はより重要になり、VGCF®への注目も今後さらに高まるに違い

ありません。電池メーカーそれぞれのニーズにきめ細かく対応し、品質もさらに

向上させて、リチウムイオン二次電池の用途を広げ、普及を後押しすることに貢

献できればと思っています。

負極材「SCMG®」

黒鉛で培ってきた技術で高品質な負極材を

ノートパソコンや携帯電話など、モバイル機器ではすでに一般的になっているリ

チウムイオン二次電池ですが、電気自動車や風力・太陽光発電の蓄電池などよ

り広い用途が期待され、そのために一層の高性能化が求められています。そう

した期待に応え、電池の高容量化とサイクル寿命（充放電が可能な回数）を伸

ばすことに貢献する負極材が昭和電工の開発した「SCMG®（人造黒鉛負極

材）」です。SCMG®は昭和電工が培ってきた高温熱処理技術（黒鉛化技術）と炭

素粉体処理技術を活用することにより、国内外の車載リチウムイオン二次電池

にも適用され始めています。今後も自動車向けなどの大きな需要にも応えられ

るよう生産能力の増強とさらなる品質向上とコストダウンに取り組んでいます。
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先端電池材料部　伊勢原開発センター

横内 仁

カーボンコート正極

グループの総合力で実現した低抵抗の正極

エコカーの本命のひとつとして、電気自動車の本格的な販売が始まりました。電

気自動車の中で重要な存在になるのが電池ですが、私たちは一般的なアルミ箔

の正極材にカーボンコートを施すことで抵抗を抑え、高容量化やコンパクト化に

つながるリチウムイオン二次電池用正極材の製品化に成功しました。この技術

は、理論は以前から知られていたものの具現化には難しい点が多く、アルミや

カーボンの材料知識、高速でカーボンを塗布する「ロール・ツー・ロール」技術な

ど、昭和電工グループが持つ幅広い知識と技術を結集することで、今回の製品

化に結びつけました。

グループの総力を挙げたCO2排出量の削減 2/2  

16



エコ・プラントの見学者数が21,673人に アルミ缶回収で地域とつながる 人を支える

見学会ではガラス越しにリサイクルの様子を見ることができます

■ プラスチック・ケミカルリサイクル施設の累計見学者数

昭和電工グループは本業と連動したリサイクル事業を通して持続可能な社会の実現への貢献を図るとともに、使用済みプラスチックのリサ

イクルやアルミ缶リサイクルなどを通して社会との対話、地域との共生を目指しています。川崎事業所の使用済みプラスチック・ケミカルリサ

イクル施設は分別回収されたプラスチックのリサイクルの見学を一般開放しており、市民の環境意識への啓発にも貢献しています。

使用済みプラスチックからアンモニアを作る

川崎事業所は、1931年に日本で初めて国産法によるアンモニアと硫安（硫酸アンモニウム）の製造に成功した、長い歴史と多くの実績を持

つ昭和電工化学品部門の製造拠点です。今も化学繊維の原料や火力発電所などから排出される窒素酸化物の浄化剤などに使われる工

業用アンモニアの中心的な製造拠点であり続けていますが、プラスチックの回収・再利用が社会的に浸透してきた2003年、使用済みプラス

チックを原料にしてアンモニアを作り出す、先進的なプラスチック・ケミカルリサイクル施設を立ち上げました。

プラスチックのリサイクルには、熱エネルギーとして回収する「サーマルリサイクル」、材料として再利用する「マテリアルリサイクル」と、もとの

化学品原料に戻して利用する「ケミカルリサイクル」があり、川崎事業所のプラントはケミカルリサイクルのひとつとして、使用済みプラスチッ

クから取り出した水素でアンモニアを製造。加圧二段式ガス化炉という世界でも珍しい方法を使い、プラント自体の省エネ化を図るとともに、

製造過程で出る炭酸ガスも製品として再利用しています。また、使用済みプラスチックに含まれる他の成分も全て再利用することができま

す。

そして川崎事業所はこのプラントが稼働を始めた当初から、家庭で分別され回収された使用済みプラスチックがどのように再利用されるの

か、その現場を見ていただくために施設の見学を積極的に受け入れてきました。
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質疑応答では「汚れていても再生可能ですか？」など積極

的な質問が寄せられます

プラスチック・ケミカルリサイクルの流れ

一般家庭や事業者から使用済プラスチッ

クを回収

破砕し鉄等の金属を除去した後に減容成

形品（RPF）に加工

低温と高温の加圧二段式ガス化炉で合

成ガスに改質

合成ガスを高温高圧下で触媒と反応させ

アンモニアを製造

環境調和型アンモニア「ECOANN®」とし

て全国各地へ出荷

クリア系樹脂、アクリル繊維、接着剤、窒

素系肥料、ナイロン繊維へ

社外との対話の場にもなる見学会

プラスチック・ケミカルリサイクル施設の見学は現在、基本的に11名以上の団体で、月

に1度、第3木曜日だけは個人での参加も受け付けています。見学を始めた2003年か

らしばらくは、ここで作られるアンモニアを購入する需要家の方たちの受け入れが主で

した。しかし環境意識の広がりに伴って、4年ほど前から一般の方々からの申し込みが

増え、今で は市民グループや修学旅行生、ご家族など一般の方々や、自治体・企業

の方たち、海外からの視察などで、見学会は毎日フル稼働の盛況となっています。

リサイクルの工程は、工場に運び込まれた使用済みプラスチックの破砕・成形と、それ

を水素と一酸化炭素に熱分解するためのガス化プラントの２つの施設に分かれてお

り、見学の一行は破砕・成形施設で全体の説明と同施設の見学、質疑応答を行ったの

ち、事業所内をバスで移動してガス化プラントへ。最初は、お馴染みの食品トレーなど

の形をとどめていたものが、破砕されて減容成形品（RPF）となり、20階建てのビルほどもあるガス化プラントを経て、最終的にアンモニアに

なる一連の流れを見ていただいています。

文字や言葉でどんなに説明を重ねるより、実際に現場を見ていただくことで、廃棄物の分別やプラスチック・リサイクルを行うことの意義がよ

り深く理解できるもの。普通は足を踏み入れることのない化学工場の中を知り、工場に親近感を持っていただくことにもつながります。また工

場側にとっても、一般の方々の見学会が日常化したことで、地域社会の一員であることをより強く意識する風土が生まれてきました。

プラスチック・ケミカルリサイクル施設の見学会を始めてから7年。私たちの環境への取り組みをより多くの方に知っていただくのはもちろん、

子供から大人、学生、主婦、会社員の方たち、海外からの方たちなど、さまざまな方々とのコミュニケーションを広げる機会にもなることを、こ

の間の取り組みで実感しています。

関連リンク プラスチックケミカルリサイクル見学
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横浜市の市民グループメンバー

松永 康子さん

分別の成果を確認でき、意欲が高まりました

以前この施設を見た方から勧められて、今回、一緒に活動している市民グループのメン

バーたちと見学会を申し込みました。日頃からプラスチックの分別には気をつけているつ

もりですが、その努力がこうした形で活きていることを確認できたのは大きな成果でした。

プラスチックが再利用される過程を実際に自分の目で見ると分別をする意欲も高まりま

すし、他の方にもこの工場の見学を勧めたくなりました。

一般の方々に近い目線でのご説明を心がけています

見学の申し込み受け付けと当日のご案内を担当しています。担当になって日が浅いため

つたない点も多いのですが、そのぶん一般の方々に近い目線でご説明できればと考え

ています。見学前に勉強されている方も多く、さまざまな質問を受けるのは自分にとって

も良い経験になっています。施設内を見て私たちスタッフと話すことで、工場に親近感を

持っていただけるのも、見学会の良い点ではないでしょうか。

プラスチックケミカルリサイクル推進室

見学担当

 1/2 アルミ缶回収で地域とつながる 人を支える

19



エコ・プラントの見学者数が21,673人に アルミ缶回収で地域とつながる 人を支える

小学校から寄せられた工場見学へのお礼

■ アルミ缶リサイクル活動寄付金額（累積）

市町村での資源ごみとしての回収など、社会的なシステムも整ってきたアルミ缶のリサイクル。そうした中、アルミ缶のメーカーでもある昭和

電工グループは、従業員たちやお取引先、また地域の方たちとの協力の輪を広げ、独自にアルミ缶を回収し原料として再利用する活動を

続けています。

1972年から続くアルミ缶リサイクル活動

昭和電工グループのアルミ缶回収活動のスタートは、1972年に行った従業員へのリサ

イクルの呼びかけにまで遡ります。その後、1982年に小山（栃木）と堺（大阪）の工場

に、周辺地域の方々から直接アルミ缶を買い取る窓口を開設し、1990年にはその規模

を本社とアルミ関連の全工場に広げました。そして1995年には株式会社 昭和アルミ缶

リサイクリングセンターを設立し、アルミ缶のリサイクルを事業化して活動を続けていま

す。

昭和アルミ缶リサイクリングセンターは現在、小山、彦根（滋賀）、八千代（千葉）に出張

所を置き、アルミ缶の回収・選別・プレスおよび、社外への委託による溶解・再生地金

化までを行っています。そして同社の事業の大きな特色となっているのが、従来からの

リサイクルの取り組みを引き継ぎ、地域に密着した回収活動を中心にしていること。特

に出張所周辺の福祉関連施設や学校に1次回収を呼びかけ、そこからアルミ缶を引き

取る活動に力を注いでいます。これによって施設や学校に収入が生まれ、障がい者の経済的な自立や、学校・生徒会の運営の一助になれ

ばと考えています。

リサイクルを通じて地域の方たちとの輪を広げる

より多くの福祉関連施設や学校に参加してもらいたいとの考えがあって、回

収先の件数としてはこれらの施設が多い一方、回収の量で多くを占めるの

がスーパーマーケットなどの事業者です。これは地域のスーパーと協力関係

を結び、店頭に回収ボックスを設置するとともにお客様への回収の呼びかけ

を行うもので、リサイクルの輪をより多くの方々に広げることにつながってい

ます。

さらに、長年にわたって続けてきた昭和電工グループ社員たちからの回収活

動も広く浸透し、2009年には参加率93.7％に達して約689万缶が集まり、そ

の収益金の一部154万円を各地域の福祉関連団体に寄付しました。

アルミ缶のリサイクルは、資源の有効活用や生産工程での使用エネルギー

の節約など、地球環境の保全に結びつく活動であるのは間違いありません。

それに加え、昭和電工グループは地域のためになる活動として、草の根的

にアルミ缶リサイクルの輪を広げることにも努めています。
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アルミ缶リサイクルは人と地域の優しさで支えられています

多くの障がい者の方々に日々の仕事として地域のアルミ缶収集に携わっていただいて

います。アルミ缶を回収に伺うのが私達の仕事となります。数多くの障がい者福祉施設

へ回収に伺いますが、いつも、必ず変わらない出来事があります。それは、施設利用者

さんよりの心からの笑顔と「ありがとう」の一言です。そしてこの「ありがとう」の背景に

は、施設運営にアルミ缶を役立ててもらいたいという地域住民の方々の優しさと支えが

あります。アルミ缶リサイクルは人と人の優しさで結ばれています。　私たちは、環境面

のリサイクル以上に社会貢献の手助けが出来ることに幸せを感じています。

今後も微力ながら社会貢献の意識で仕事に取り組んでいきます。

昭和アルミ缶 リサイクリングセンター

業務部長 榎本 秀和

アルミ缶リサイクルの流れ

スーパーや学校、福祉施設などからアル

ミ缶を回収

スチール缶など異物を取り除いてから圧

縮

鉄、ガラス、石、砂などを除去してから高

温で溶解

溶かしたアルミを鋳型に流し込んで再生

地金を作る

ロール状のアルミニウム板になりアルミ缶

の製造工場へ

使用済のアルミ缶から再び新しいアルミ

缶が誕生
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学校と共同でのアルミ缶回収活動（喜多方事業所）

琵琶湖松原水泳場での清掃・アルミ缶回収活動

「くれよん」と共同でのアルミ缶回収（東長原事業所）

各事業所や関係会社の取り組み事例

CASE1 学校や自治会等と共同でのリサイクル活動

昭和電工グループの多くの事業所が近隣の学校や自治会と共同で回収に取り組んで

おり、活動を環境教育の一環として取り入れている学校もあります。喜多方事業所で

は、ふたつの小学校で生徒が家庭からアルミ缶を持ち寄り、そのリサイクル収益金を

学校の備品購入費等に充てています。2009年には2校合わせて約2万5千缶を回収し

ました。その他、地域の子供会やスポーツクラブとも共同で回収を進めています。同様

の活動は、大町事業所、東長原事業所、徳山事業所でも行なっており、大町事業所で

は近隣の12校の小中学校と共同で、2009年に53万缶のアルミ缶を回収しました。

CASE2 地域の清掃活動でアルミ缶回収

滋賀県彦根市にある彦根事業所、昭和電工パッケージング、昭和アルミニウム缶、三

洋昭和パネルシステムは、行政と地域、企業が参画する地域の清掃活動に参加して、

路上や湖岸に放置されたアルミ缶を回収しています。「淡海エコフォスター事業」は滋

賀県内の公共スペースの美化を推進する活動で、彦根地区事業所では2002年よりこ

の事業に参加し、2009年は延べ200人以上が、清掃活動とアルミ缶回収を通して地域

との交流を深めました。彦根事業所は「アルミ缶リサイクル活動による環境意識の向

上」が認められ、本年、日本レスポンシブル・ケア協議会の第4回レスポンシブル・ケア

賞を受賞しました。

CASE3 障がいのある方への支援活動

ユニオン昭和四日市工場は、2009年8月から障がいのある子供たちの自立を支援する

「あいプロジェクト」と共同で回収を行い、収益金を同プロジェクトに還元することで、活

動を応援しています。同じく、障がいのある方の作業所「くれよん」や、障がい者福祉活

動を行っている「ふれあいづスマイル」を福島県にある東長原事業所が支援。両作業

所が地域住民などに呼びかけて回収したアルミ缶のリサイクル収益金を事業資金や

作業する方々の給与にしています。「くれよん」ではアルミ缶を回収し始めて10年にな

り、2009年には3万缶以上を回収しました。
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アルミ缶の圧縮作業

働くということ

「あいプロジェクト」とは、2005年に障がいのある子供をもつ家族と支援者の勉強会から

始まり、その後NPO法人を立ち上げ、2009年10月には社会福祉法人へ移行して恒久的

な支援を目的に毎日奮闘を続けている団体です。なるべく生まれ育った地域で生活が営

め、障がいの軽重を問わず一生懸命働くことで大人になるための応援をしています。今

回ご縁を頂き、障がいの重い人たちは、アルミ缶を圧縮する作業を通して、少しずつ働き

方がわかりやすくなったように思います。アルミ缶は、ご近所の方や近隣のお店、老人施

設などから回収し、圧縮機にセットし、ステップに乗せた足に体重をかけてひとつずつ潰

していきます。あいプロジェクトの利用者にとっては大切な仕事になります。そしてたくさ

ん潰したものをユニオン昭和四日市工場で搬出していただいています。ゆっくりとした動

きですが、目標ができたことで少しずつペースが上がってきました。もっとお給料が稼げ

るように、たくさん潰していきたいと思います。

社会福祉法人「あいプロジェクト」理事長 今村 博之さん

エコ・プラントの見学者数が21,673人に 2/2  

23



昭和電工グループにおける、CSR推進体制と2009年のCSR実績に

ついてご紹介します。

経営の健全性、実効性、透明性を確保し、企業価値を持続的に向

上するための内部統制の仕組みなどについてご報告します。

経営の最重要事項であるリスク管理とコンプライアンスの取り組み

をご紹介します。

「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

の行動指針や推進体制、PDCAサイクル、監査体制などについてご

紹介します。

レスポンシブル・ケア中期行動計画に基づく環境保全、保安防災、

労働安全衛生、化学品安全、品質保証における実績と目標につい

てご紹介します。

昭和電工グループは製品・サービス・事業を通じて社会から評価・信頼される企業グループ「社会貢献企業」を目指して、CSR（企業の社会

的責任）を推進しています。
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昭和電工グループはCSRを経営の基軸に据え、すべての施策をCSRの視点で見ています。

そのためにCSR会議を経営戦略・施策を審議する経営会議より上位に位置づけ、議長は社長が務め、経営会議の構成員がCSRの方針、

計画、実績について審議する体制を築いています。

当社グループのCSRの基本は「企業行動規範」の誠実な実践であり、その取り組みや実績はステークホルダーの皆様とのさまざまな対話

（コミュニケーション）を通じてご理解をいただくとともに頂戴するご意見を取り入れて当社グループの発展を目指すことです。

CSR会議の傘下には、経営の諮問機関として「リスク管理」、「企業倫理」、「安全保障輸出管理」、「レスポンシブル・ケア」、「保安対策」、

「IR」の委員会を設け、業務執行を横断的に見る体制をとっています。

関連リンク CSRレポート（PDF）ダウンロード

■ コーポレート・ガバナンス体系図
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2009年のCSR実績と課題

◎ 達成／○ 達成度80%以上／△ 達成度80%未満

画計年0102価評績実年9002画計年9002 

コンプライアンス

RC（レスポンシブル・

ケア）活動＋他領域

のコンプライアンス

PDCAの定着

RC監査でのコンプライアンス体制の確認

事業場のチェックリストに基づく、コンプラ

イアンス実施状況のヒアリング（事業所、

国内関係会社）

○

RC活動＋他領域の

コンプライアンス

PDCAの定着

関係法令の整理

個別法令教育の継

続

倫理教育の体系化と

ツール導入

担当法令一覧表作成

法務、輸出管理等個別法令教育継続

倫理教育を階層別研修で実施

◎

階層別研修における

倫理教育の整理

個別法令教育継続

リスクマネジメント

リスクマネジメントの

PDCA化徹底

リスク定期見直し（3回目）とRC監査時に

おけるヒアリング
○

リスクマネジメントの

充実

未認識のリスク抽出

リスク低減計画の推

進

BCP新型インフルエ

ンザ対応推進

各事業所・関係会社の行動計画への組

み込み

BCP策定

－新型インフルエンザ対策に特化

新型インフルエンザ対策推進

－（H1N1）行動計画策定と適切かつ効率

的な実地対応

－（H5N1）行動計画見直し

◎

BCP全事業所策定

－地震、爆発・火災

リスク

新型インフルエンザ

対策推進

－（H5N1）行動計画

の見直し

財務報告に係る

内部統制

財務報告に係る内

部統制推進

財務報告に係る内部統制基盤の整備

財務報告に係る内部統制の整備・運用

状況評価実施

◎

財務報告に係る内部

統制の効率的および

効果的推進

企業統治
企業統治体制メンテ

ナンス

業務執行に対する取締役会の監視監督

機能を強化

中国グループ各社のガバナンス強化を

支援する「中国室」を新設

◎
企業統治体制メンテ

ナンス

ステークホルダーとの

対話

顧客・消費者

取引を通じた顧客と

の対話継続

クレーム件数の削減

品質保証のレベルアップ活動継続

クレーム件数は再び減少傾向に

関連リンク お客様との関わり

 

取引を通じた顧客と

の対話継続

クレーム件数の削減

株主

IR活動の継続（海外

IRの推進）

IR計画どおり推進

関連リンク 株主・投資家との関わり
 

IR活動の継続

（海外IRの推進）
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従業員

CSRに対する労働組

合との協働テーマ開

発と推進

労働組合との対話継続

CO2ダイエット活動継続
○

CSRに対する労働組

合との協働テーマ開

発と推進

企業行動指針の浸

透

経営職層対象のe-ラーニング実施

企業倫理月間での企業行動指針再確認
◎

企業行動指針の浸

透

社員意識調査の実

施とその分析

社員意識調査の実施（2009年2月、回答

率69.8%）とその分析
◎

分析結果に基づく対

策の検討と実施

パートナー

CSR調達に関するア

ンケート調査開始

パートナーへのCSR調達説明会実施

パートナー約600社への自己診断表の送

付・回答受領

◎

2009年自己診断実

施パートナーへの

バックフィード

特に重要なパート

ナーへのCSR訪問の

開始

社会

双方向の対話の推

進

川崎・富山・大分地区でのRC地域対話に

参加（2009年度）

工場見学会等での地域との対話継続

◎
双方向の対話の推

進

「パッション･エクステ

ンション」（連結中期

経営計画）の推進

昭和電工グループ温室効果ガス排出削

減目標達成

事業買収、生産体制の最適化などを実

行

先端電池材料部を新設

◎

「パッション･エクステ

ンション」（連結中期

経営計画）の完遂

（RC）
RC 中期計画推進

計画に基づき推進

関連リンク レスポンシブル・ケア行動計

画・実績

◎ RC中期計画推進

サイト版CSRレポート

の拡大・充実

サイト版CSRレポート発行：2008年比10

事業場増

関連リンク 各種レポート（工場・事業所

版）PDFダウンロード

◎

サイト版CSRレポート

の地域コミュニケー

ションでの活用

従業員
女性活躍推進のプロ

グラム推進

女性活躍推進プログラム推進

教育・啓発実施

男性育休取得キャンペーン（⇒17名取

得）

女性社員の積極採用・配置

外国籍社員採用の実施（7名）

◎

女性活躍推進プログ

ラム推進

教育・啓発活動の継

続実施

育児支援関連施策

の定着・活用

女性社員の職域拡

大

女性社員のキャリア

開発支援

企業価値向上

レスポンシブル・ケア

社会との関わり

外国籍社員採用の

継続
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人権教育のグループ

展開

人権教育のグループ展開

関係会社3社との協働体制構築
◎

人権教育のグループ

展開のさらなる拡大

を検討
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コーポレート・ガバナンス

当社は、経営の健全性、実効性、透明性を確保し、企業価値を持続的に向上させるために、以下の観点からコーポレート・ガバナンスの充

実を図っています。

コンプライアンスの強化

経営の監督・監視機能の強化

経営責任の明確化

意思決定および業務執行の実効性・迅速性の確保

ディスクロージャー（情報開示）の強化

グループ経営

昭和電工グループの経営理念、企業行動規範、中期経営計画、経営方針、年間実行計画は、関係会社の自主性を尊重しながらグループと

して策定しています。当社グループの関係会社は所管部門と連携を図りながら業務を推進し、グループ経営規程に従って業務執行報告をし

ます。

リスク管理はグループリスク管理規程に従ってグループで推進し、コンプライアンスは、関係会社で業種・業態にあわせた企業行動指針を制

定し、グループ全体で浸透を図っています。

昭和電工の監査役および内部監査部門は、必要に応じて関係会社を対象に監査や診断を行っています。また、監査役は主要関係会社の

監査役と定期的な会合などの連携を図っています。

経営理念

当社グループは2002年1月に、経営理念を制定しました。また、2005年7月のCSR体制構築に合わせて、すべてのステークホルダーの皆様

とより良い信頼関係を築くために、「国際社会の一員としての責任を果たし」の語句を加えました。

企業行動規範・指針

当社は、1998年に企業として取るべき行動、企業人として心がける基本的な事項を「企業行動規範」として制定しました。「企業行動規範」は

グループ経営理念に基づき、CSRを進める上での当社グループの原則と位置づけ、その実践に努めています。1999年には、その内容をより

具体的に例示した「企業行動指針」を制定し、2005年、2008年に改訂を行っています。また、グループ会社においても、「企業行動指針」を各

社の特性にあわせて制定しています。
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当社の経営管理組織

取締役会

当社は、重要な意思決定および経営の監督機能を取締役会が、業務執行機能を執行役員が分担しています。

取締役会は8名（うち社外取締役は1名）で構成され、社長が議長を務め、会社の基本方針を決定するとともに、会社法および定款で定めら

れた事項や重要な業務執行案件について審議し決定しています。また、各取締役の業務執行を監督しています。

監査役会

当社は監査役制度を採用しています。監査役会は監査役5名（うち社外監査役は3名）で構成されています。監査役は、取締役会および社内

の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べ、また業務執行に対する監査を行い、健全な会社運営にするための提言、助言を行って

います。また、グループ会社の監査を充実し、連結経営の強化に取り組んでいます。

執行役員

当社は、業務執行の意思決定迅速化と活性化を図るために、執行役員制度を導入しています。

CSR会議

当社はすべての経営施策をCSRの視点で見るために、CSR会議を最上位に位置づけています。CSR会議は経営会議メンバーで構成し、社

長が議長を務めています。

経営会議、研究開発会議

経営会議は、取締役会に諮る事項および経営に関する全般的な重要事項を協議、決定する機関であり、原則として毎週1回開催していま

す。また、研究開発に関わる重要事項については、研究開発会議で審議、決定しています。

事業部門制

当社は、実行責任体制を明確にするため、事業部門制を導入しています。また、成果重視の業績評価を徹底するため、事業部門業績評価

制度を併せて実施しています。

委員会

当社は、業務遂行上必要な特定事項に関して、リスク管理委員会、企業倫理委員会、レスポンシブル・ケア委員会、安全保障輸出管理委員

会、IR委員会などの委員会を設置しています。各委員会は、それぞれの事項に関して調査、研究、審議などを行っています。

内部監査室

社長直轄の組織として、内部監査を行っています。グループ会社を含む会社の業務執行状況を調査し、正確さ・妥当性・効率、およびグ

ループ経営方針・計画との整合性・健全性を検証しています。また、「財務報告に係る内部統制」の評価を行い、その水準を向上・維持する

ための諸施策を企画・立案・実施しています。
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顧問弁護士

当社は顧問弁護士から法律的な課題に対し、随時アドバイスを受け、適法性の確保に努めています。

会計監査

当社は公認会計士から定期的に会計監査を受け、会計の健全性確保に努めています。
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リスクマネジメント

昭和電工では、リスク管理（リスクマネジメント）を経営の最重要事項として捉え、その体制を整備し、維持・推進しています。

昭和電工は、全社的リスク管理を推進する組織としてリスク管理委員会を設置しており、会社方針、計画や全社にわたるリスクについて影響

度と発生頻度の評価に基づく優先順位づけおよび対策と推進の支援を行います。また、全社に関わる重要課題はCSR会議に諮り、さまざま

な角度から審議・決定しています。

また、環境保全、保安防災、化学物質、品質、知的財産、公正取引、輸出管理や契約に関わる個別リスクは、社内規則に基づき、事前審査

や決裁制度を通じてリスク管理を行っており、事故・災害発生などの危機発生時は、緊急事態措置要領などの社内規程により対応します。

リスク管理のPDCA

2007年から全社的リスク管理を進めるためにグループ全社でリスクの棚卸し、重要度評価、対策立案と推進、毎年定期的なレビューを行っ

ています。 その結果はリスク管理委員会に集約され、全社で取り組むべき課題を整理し、必要に応じて全社横断的な取り組みを行います。

全社横断的な取り組みの例としては、2007年から2008年にかけて大規模地震を想定した事業継続計画（BCP）と新型インフルエンザ

（H5N1）対策を、2009年は国内外で発生した新型インフルエンザ（H1N1）への実際的な対応があります。

さらに2010年のレビュー時には今まで認識していなかった視点や観点からのリスクを広範囲から抽出できるように社内事例を全社に展開し

ました。

■ リスク管理のPDCA
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事業継続計画

2007年から事業部門ごとに取り組んでいます。まず推進体制を構築し基本方針を策定後、影響度分析（BIA）などを行い、事業部門ごとに重

要（優先）業務を特定しました。次に優先業務のボトルネックを特定するなどプロセス分析を行い、戦略・対策を検討しました。その後文書化

して教育・訓練により定着を図っています。2009年から2010年にかけては継続的改善をさらに進め、対象製品群を拡大しています。

新型インフルエンザ（H5N1）および（H1N1）対策

2008年に基本方針として策定した「新型インフルエンザ（H5N1）対策に関する基本計画」に基づき、グループ全社はそれぞれ行動計画を作

成して、警戒レベルに応じた具体的な対策を立案しました。具体的な対策は、従業員の感染予防・感染拡大防止対策および事業継続計画

を中心としており、行動マニュアルを細部にわたって取り決め、教育・訓練により定着を図っています。2009年からは新型インフルエンザ

（H1N1）が実際に発現したために、（H5N1）型に備えていた計画を基に国内外の各種情報を的確に把握して効率的かつ適切に運用してい

ます。2010年は新型インフルエンザ（H5N1）対策について（H1N1）対策での経験を基に継続的改善を行っております。

情報セキュリティー

インターネットの発達により、扱われる情報の質・量・スピードは飛躍的に向上しましたが、その一方で個人情報の流出や事業上の秘密情

報漏えい、ホームページの改ざんなど、情報に関する事件・事故も起こりやすくなっています。当社は情報セキュリティー基本方針、情報セ

キュリティー規程および個人情報保護方針を制定し、情報に関わる事故を抑制して事業の損害を最小限にするとともに、事業の継続を確保

する制度を構築しています。そしてそれらの基本方針や規程の浸透を図るためe-ラーニングによる従業員教育を行い、従業員の意識を高

める活動を進めています。

情報セキュリティーに関するシステムの整備としては、外部からの不正侵入、情報漏えい対策強化および海外グループ各社の情報セキュリ

ティーガバナンス強化を進めており、特に2009年にはコンピュータウィルスに対する感染対策および感染拡散防止対策をさらに強化しまし

た。当社が保有する情報資産については、BCP（事業の継続計画）の観点で、2009年にはネットワーク信頼性強化、災害時の在宅勤務環境

の整備等の対策を実施し、さまざまな脅威から情報資産を保護することにより、ステークホルダーの信頼を保持していきます。

コンプライアンス

昭和電工グループは、「社会正義と企業倫理の遵守」を経営の最重要事項と位置づけ、コンプライアンス重視の経営を進めています。遵法

経営の推進・定着を図るために、「企業倫理委員会」を2003年1月に設置、さらに2005年以降は部門、事業所ごとにコンプライアンス組織体

制の強化、関連法令のリストアップおよび徹底などに努めてきています。2009年には法令分野ごとの本社支援機能を整理し、グループへの

サポート機能強化を図っています。

安全保障に関わる貿易管理については、1987年に安全保障輸出管理委員会を設置し、その強化に取り組んでいます。

企業倫理ホットライン

法令・社内規則などの諸ルールに抵触したり、企業倫理に反したりするような事象を、未然に防止あるいは早期に是正することを目的とし

て、昭和電工グループ従業員を対象に「企業倫理ホットライン」を設置しています。イントラネット、電子メール、電話、手紙などさまざまな手

段で、何かおかしいと感じることを、個人がダイレクトに企業倫理委員会に通報できる仕組みです。匿名での受付も可能としていますが、顕

名での通報であっても、通報者のプライバシーは尊重され、通報を理由に不利益を被ることはありません。また、通報者への結果フィード

バックを重視しており、その十分な実施に努めています。

なお、2006年1月からは、窓口を社外の弁護士事務所にも開設しています。
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企業倫理ツール：ポスター、企業行動規範・企業行動指針

冊子

企業倫理月間

2004年より毎年１月を「企業倫理月間」と定めています。

この期間中に、昭和電工グループの全役員、全従業員が「企業行動規範」「企業行動

指針」を熟読し、一人ひとりが自身の行動を再点検するようにしています。また、全役

員、全管理職は「企業行動規範」「企業行動指針」遵守誓約書の署名、提出を毎年

行っています。企業倫理月間中にはイントラネット等を活用したケーススタディによる

学習を継続して実施しています。さらに、2009年には管理職を対象にｅ-ラーニングを導

入し、以降も昇格者に対する必須の学習項目として継続実施しています。

安全保障輸出管理

グローバル化や情報化の進展、不正事案の増加などの情勢の変化を受け、昨年、外為法の改正が22年ぶりに行われました。特に技術提

供については居住者から海外にいる居住者への提供も含め全ての対外取引が規制対象となりました。仲介貿易取引規制や技術の仲介取

引規制が強化され、罰則の強化も図られました。

昭和電工グループは、今回の法改正を受けて社内管理体制や管理規程等の見直しを行い、安全保障輸出管理を一層徹底してまいります。

昭和電工グループでは、輸出される全ての製品や技術について、1）規制対象品目か否かの判断、2）用途の確認、3）顧客の確認を特に重

要な管理項目として慎重に多段階の審査を行い、疑義がある場合は当局に相談を行い、違法輸出の未然防止に取り組んでいます。

輸出業務を担当する者は、社内研修会、e-ラーニング、外部研修会、実務能力認定試験といった教育プログラムに積極的に参加し安全保

障輸出管理に関する意識を高めています。

2009年は、厳格な輸出管理と関係者の取り組みにより安全保障輸出に関わる外為法違反はありませんでした。
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レスポンシブル･ケア世界憲章認証書

レスポンシブル・ケア行動指針

昭和電工は、「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1995年3月に策定し、レスポンシブル・ケアの実施宣言を行いました。

すべての部門がこの行動指針に基づき活動を推進しています。また、この活動は昭和

電工グループ各社にも展開しています。

2005年には世界的な活動の指針である「レスポンシブル・ケア世界憲章」に署名し、そ

の支持と実行を表明しました。

また、レスポンシブル・ケアを具体的に推進するために、社内規程類を整備していま

す。

レスポンシブル・ケアに関する行動指針

化学物質の全ライフサイクルにおいて、安全および健康を確保し環境を保護する観点から、事業活動を見直すとともに改

善に努める。

1.

生産活動において、従来型の環境保全はもとより、原料転換、省エネルギー、廃棄物の減量・再資源化、化学物質の排

出量削減等を推進し、地球環境に対する負荷の低減に努める。

2.

新製品開発、新規事業、設備の新設・増設・改造において、安全および健康の確保と環境の保護に配慮する。3.

安全および健康の確保と環境の保護に寄与する研究開発、技術開発を推進し、代替製品・新製品の事業化の推進を図

る。

4.

製品や取り扱い物質の安全・健康・環境面の影響に関する調査を行い、安全な使用と取り扱いに関する情報を、従業員

に周知するとともに顧客に提供する。

5.

海外事業、技術移転、化学製品の国際取引において、安全および健康の確保と環境の保護に配慮する。6.

国際規則および国内関係法令等を遵守するとともに、国際関係機関、国内外の行政機関等への協力に努める。7.

環境の保護に関する諸活動に積極的に参加するとともに、社会との対話を深め、理解と信頼の向上に努める。8.

推進体制

昭和電工は、「レスポンシブル・ケア委員会」が中核となって、全社およびグループ会社のレスポンシブル・ケアを推進しています。

2010年7月現在の推進体制は、本社、6事業部門（13事業部、15事業所）、3支店、研究開発センターおよび主要グループ会社14社で構成さ

れています。

また、昭和電工グループのレスポンシブル・ケア強化の一環として、上記14社以外の国内および海外グループ会社（製造業）についても、レ

スポンシブル・ケアに関わる実績の把握と現地指導を行い、対象範囲の拡大を進めています。

CSR会議のもとに、レスポンシブル・ケア委員会およびリスク管理委員会を配置し、CSRの主要な活動としてレスポンシブル・ケアを推進して

います。
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レスポンシブル・ケア委員会（2010年6月）

■ レスポンシブル・ケア推移体制

PDCAサイクル

昭和電工グループは、レスポンシブル・ケアに関する行動計画を立て（Plan）、実行し

（Do）、結果を監査し、評価を行い（Check）、経営者による見直しを経て、次の目標、行

動計画に反映する（Action）というPDCAサイクルを活用し、継続的改善に努めていま

す。

■ PDCAサイクルの図
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監査体制

昭和電工グループは、レスポンシブル・ケアに関する行動計画が計画どおり実施されていることを確認するため、次のような監査を各段階で

実施しています。

自己監査

昭和電工および主要グループ会社事業場は、レスポンシブル・ケアのシステムおよび実施状況をチェックリストに基づき自己評価し、保安対

策委員会に報告するとともに次年度の目標と行動計画に反映させて継続的改善を進めています。

事業場監査

保安対策委員会は、昭和電工および主要グループ会社の事業場の取り組み状況を現地で監査し、必要な指導を行うとともにそれらの結果

をレスポンシブル・ケア委員会に報告します。レスポンシブル・ケア委員会は、それらの結果を審議して全社の方針、目標および計画に反映

します。

なお、その他の国内および海外グループ会社（製造業）についてもレスポンシブル・ケアに関わる取り組み状況を現地確認し指導を行ってい

ます。

全体監査

内部監査室は、昭和電工全体のレスポンシブル・ケア実施状況を監査し、その結果をレスポンシブル・ケア委員会に報告します。

第三者検証

昭和電工は、レスポンシブル･ケア活動やデータ集計の正確性などを対象とした第三者検証を受審しています。この「CSRレポート2010」に記

載の内容については、SGSジャパン株式会社に依頼し、検証を受審しました。

今後も、第三者検証を積極的に取り入れ、昭和電工レスポンシブル・ケアのシステムやパフォーマンスの継続的改善に取り組んでいきます。
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昭和電工グループは、2、3年ごとにレスポンシブル・ケア中期行動計画を定め、それに基づいて年間行動計画を定めています。

全事業場は本行動計画に基づいて、事業場の実態に合った具体的な行動計画を作成し、レスポンシブル･ケアを推進しています。

おもな取り組みについての2009年の目標・実績・評価、および2010年の目標は以下のとおりです。

目標の達成に向け、今後とも取り組みを活性化していきます。

環境保全

◎目標達成または順調に推移（100%）　○ほぼ目標達成(80%以上）　△目標未達成（80%未満）

（数値データは昭和電工単体の値）

2009年の方針・計画 2009年の結果・実施状況 評価 2010年の方針･計画

環境管理

【方針】

環境問題の発生ゼロ

【計画】

「創る安全」の定着と周知（環境トラ

ブル未然防止チェックリスト活用）

潜在リスク低減の計画と実行

環境問題発生ゼロで目標達成

法規制情報の適宜提供および法対

応の精査実施

環境トラブル未然防止チェックリスト

活用の取り組み実施

◎

【方針】

環境問題の発生ゼロ

【計画】

「創る安全」の定着と周知（環境トラ

ブル未然防止チェックリスト活用）

潜在リスク低減の計画と実行

地球温暖化防止対策

【方針】

エネルギー原単位目標80％以下

【計画】

省エネの創造

エネルギー原単位：92%（90年比）で

08年比1%増

定期報告を各事業所ごとに実施
△

【方針】

エネルギー原単位目標80%以下

【計画】

省エネの創造

【方針】

昭和電工グループ京都議定書目標

自力達成

【計画】

各事業所の削減計画実行

温室効果ガス排出実績：90年比単体

16%減、グループ16%減

燃料転換実施（大町）、温室効果ガス

分解設備稼働（川崎）等

特定荷主のエネルギー消費原単位

08年実績、09年削減計画行政報告

◎

【方針】

昭和電工グループ京都議定書目標

自力達成

【計画】

各事業所の削減計画実行

産業廃棄物の削減

【方針】

ゼロエミッション達成

【計画】

汚泥有効利用拡大等による埋立処

分量の削減

埋立処分量：単体1,632ｔ（08年比

-85ｔ、90年比8%）、グループ会社

1,120ｔ（08年比-221ｔ）で目標達成

◎

【方針】

ゼロエミッション達成

【計画】

汚泥有効利用拡大等による埋立処

分量の削減

目標：単体　2,000t以下

グループ会社　1,300t以下

目標：単体　1,900t以下

グループ会社　1,200t以下
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【方針】

循環社会への貢献

【計画】

リサイクルの推進

目標：使用済みプラスチックのケミカ

ルリサイクルプラント安定運転

－オフィスでの紙廃棄物削減

－アルミ缶リサイクル：グループﾟ参加

率100%、持込缶数100缶/人・3ヶ月

ケミカルリサイクル生産実績：08年比

2%増

紙廃棄物削減（本社）：08年比　0.3ｔ

増

アルミ缶リサイクル：グループ参加率

94%、持込缶数222缶/人・3ヶ月

△

【方針】

循環社会への貢献

【計画】

リサイクルの推進

保安防災

2009年の方針・計画 2009年の結果・実施状況 評価 2010年の方針･計画

設備安全

【方針】

設備事故ゼロ

【計画】

「創る安全検討会」開催と活用

変更管理体制強化

自主保安の推進

昭和電工設備事故１件（08年6件）

簡易リフトのワイヤーロープ切断

「創る安全チェックリスト」の活用が、

ほぼ定着

現地安全審査に本社スタッフ参加

自主保安活動継続

◎

【方針】

設備事故ゼロ

【計画】

「創る安全」運用の完全定着

変更管理体制強化

自主保安の推進
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労働安全衛生

2009年の方針・計画 2009年の結果・実施状況 評価 2010年の方針･計画

労働安全

【方針】

休業・不休災害ゼロ

化学企業トップの安全管理体制の構

築

【計画】

安全に強い職場と人づくり

設備･作業の不具合是正

安全管理レベルの向上（労働安全衛

生マネジメントシステム認定取得拡

大）

昭和電工従業員休業災害3件（08年3

件）、不休災害3件（08年0件）発生

従業員休業災害度数率：0.34（08年

0.34）

「創る安全チェックリスト」を活用し、

設備・作業改善を推進

昭和電工エレクトロニクス（株）、大分

コンビナート、昭和アルミニウム缶

（株）大牟田工場が外部安全表彰受

賞

川崎事業所、研究開発センター土

気、秩父事業所、東長原事業所

（2010年上期）で労働安全衛生マネ

ジメントシステム認定取得

○

【方針】

休業・不休災害ゼロ

【計画】

安全に強い職場と人づくり

設備･作業の不具合是正

安全管理レベルの向上（労働安全衛

生マネジメントシステム認定取得拡

大）

健康管理

【方針】

業務上疾病の発生ゼロ

【計画】

衛生管理体制の充実

作業環境・作業方法の改善

業務上疾病の発生ゼロで目標達成

◎

【方針】

業務上疾病の発生ゼロ

【計画】

衛生管理体制の充実

作業環境・作業方法の改善

【方針】

昭和電工グループ健康21プランの推

進

【計画】

健康支援体制の充実

事業所におけるメンタルヘルスケア

の取り組み推進

健康21プラン推進による生活習慣病

予防活動の実践

特定健診、特定保健指導を、外部特

定保健指導機関に委託して実施 （先

行4事業所　川崎・横浜・千葉地区・

本社　合計201名）

健康21プラン事業所事例発表会・推

進会議および保健師・看護師研修会

の実施

入社時、昇格時メンタルヘルスケア

研修・メンタルヘルス講習会開催

◎

【方針】

昭和電工グループ健康21プランの推

進

【計画】

健康支援体制の充実

事業所におけるメンタルヘルスケア

の取り組み推進
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化学品安全

2009年の方針・計画 2009年の結果・実施状況 評価 2010年の方針･計画

化学物質管理

【方針】

化学物質関連の法違反・事故・災害

ゼロ

【計画】

コンプライアンス、教育、管理体制の

定着

安全性情報の収集・評価・提供

（REACH対応他）

GHS対応MSDSの改訂推進

化学物質管理者を通じた法情報周

知・再教育を実施

REACH/CLP他、化学物質規制への

対応準備実施
◎

【方針】

化学物質関連の法違反・事故・災害

ゼロ

【計画】

コンプライアンス、教育、管理体制の

定着

安全性情報の収集・評価・提供

（REACH/CLP対応他）

【方針】

化学物質排出量削減

【計画】

事業所ごとに削減計画を立て実施

目標：対前年比10％以上削減

PRTR総排出量：284ｔで08年比22％

削減で目標達成

有害大気汚染物質排出量：46ｔで08

年比25％削減で目標達成

◎

【方針】

化学物質排出量削減

【計画】

事業所ごとに削減計画を立て実施

品質保証

2009年の方針・計画 2009年の結果・実施状況 評価 2010年の方針･計画

品質保証

【方針】

お客様が安心して使える製品づくり

製品事故、重大クレームゼロ

【計画】

製品安全の確保（開発製品・特定製

品のリスク評価の的確な実施）

品質管理の徹底（顧客クレームの大

幅削減に向け挑戦的な目標値を設

定）

製品事故ゼロ、重大クレーム1件

製品安全審査会等の必要なリスク評

価を実施

08年目標に対して削減を設定した事

業所は1/3で挑戦的とは言い難い状

況
○

【方針】

お客様が安心して使える製品づくり

製品事故、重大クレームゼロ

【計画】

製品安全の確保（開発製品・特定製

品のリスク評価の的確な実施、人体

摂取・接触製品審査基準の遵守）

品質管理の徹底（大幅な顧客クレー

ム削減の挑戦的な目標値設定と実

施）
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昭和電工グループが目指しているステークホルダーとの関わりや、

ステークホルダーの皆様からいただいたご意見をご紹介します。

化学・環境教育への取り組みや、安心・安全な街づくり、レスポンシ

ブル・ケア（RC）地域対話、および海外での取り組みをご紹介しま

す。

製品安全の徹底や、環境・社会に関する要請への取り組み、品質

保証・品質管理レベルの向上についてご紹介します。

サプライチェーン全体で社会・環境に配慮するための、CSR調達の

活動についてご紹介します。

情報開示に関する基本方針や、株主・投資家とのコミュニケーション

をご紹介します。

昭和電工グループの人権の方針・体制や、人事制度・人材育成、グ

ローバルな人材の採用と育成についてなど、多様な人材を活かす

職場づくりについてご紹介します。

昭和電工グループは事業活動を通じてすべてのステークホルダーの皆様に信頼をいただき、応援していただけること、社員が誇りを持って

働ける場を築き上げることがCSRの基本と考えています。
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私たちが目指しているステークホルダーとの関わり

ステークホルダーの皆様からいただいたご意見

お客様

当社グループの製品・サービスに満足し、繰り返し購入していただく。

対話の場

品質定例会

表面品質の向上に向けて、継続的に製造プロセスの見直しをして欲しい

当社の対応と課題

製造プロセスについて設計開発まで遡り、表面品質の向上を図り、定期的に進捗状況を報告

お客様と合意した計画通りに開発推進

関連リンク お客様との関わり

43



株主・投資家様

当社グループの業績に満足し、安定的に株を保有していただく。

対話の場

株主総会

連結中期経営計画「プロジェクト・パッション」期間の事業構造改革、今後の事業の方向性、今後注力する事業について知りた

い

昭和電工グループの利益確保に対する考え方を知りたい

昭和電工グループの自然エネルギーの事業利用について知りたい

当社の対応と課題

事業構造改革は、アルミニウム事業の一部撤退と固定費削減、他部門を含めた減損処理を実施しました。今後は現在の主力

事業であるハードディスクに加え、超高輝度LED、電気自動車向け電池用部材、有機EL事業等に注力します。アルミニウム・有

機化学・無機化学を進化･融合させた、市場のニーズにかなう先端の材料・素材を開発し提供することで社会貢献企業を目指し

ます

社会の進化に合った製品を提供することによって、より良い社会の創造に貢献することが、市場の評価を得、利益につながると

考えています

当社グループは水力発電を積極的に利用してきました。太陽光発電や風力発電は発電量が少なく不安定であり、当社単独で

の採用は困難であると考えています

SRI評価フィードバック

サプライチェーン・マネジメントの観点からの環境対策が必要

グローバル市場への的確な対応が必要

企業財団設立や市民団体に対する支援活動、本来業務の仕組みを活かした寄付活動などの社会貢献活動が課題

環境パフォーマンスについては、一定の取り組みがなされているものの、成果が見えない分野も多く、まだ改善の余地がある

当社の対応と課題

2009年からCSR調達を開始しました。今後、調達先との対話を深め、サプライチェーンを含めたCSR活動を推進します

中国でのマーケッティング、中国現地法人の管理部門を部門横断的にサポートする本社組織「中国室」を2009年に新設し、グ

ローバル市場への対応を進めています

当社グループはアルミ缶リサイクリング事業を通した福祉団体等への経済的支援に積極的に取り組んでいます

環境パフォーマンスの開示範囲は順次拡大していきます。本年からCSRレポートに排水量の記載を追加しました。また、工場ご

とのレポート発行も充実させていきます

関連リンク パートナーとの関わり アルミ缶回収で地域とつながる 人を支える
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パートナーの皆様

当社グループとの取引に信頼感を持ち、共存共栄の関係を維持していただく。

対話の場

CSR調達での対話

法令理解が不十分だった下請法など、CSR訪問をこれからの取り組みのきっかけにしたい

当社の対応と課題

自己診断票やCSR訪問を通じて、意識していただくきっかけにしてもらっています

個別に対話をする中で、パートナーの皆様の実情に合ったCSRの取り組みを考えていただいています

地域・行政の皆様

当社グループの安全・安定操業に信頼をお寄せいただく。

対話の場

レスポンシブル・ケア地域対話

現在の工場は防災にも気を配っておりすばらしい環境になっている。企業には、何かあっても情報公開して、住民との対話から

共存共栄を図ってほしい（大分地区）

緊急時や災害情報などをどのようにして住民に届けるか教えて欲しい（富山地区）

当社の対応と課題

地域の方とともに発展していくことを考えない企業は淘汰されるとの認識を持っており、「CSRレポート」や「サイト版CSRレポー

ト」を地域の方にお配りして、積極的に情報公開しています。防災に関しては、「創る安全」活動で事故の未然防止に取り組んで

おり、また、コンビナートでは構成各社で共同防災組織を整備して、万が一に備えています

工場では緊急防災訓練を徹底させています。そのなかで、緊急連絡、消防、地域センターへ通報する訓練を実施しています

川崎プラスチック・ケミカルリサイクル施設見学会

私の出したものが役立つものへと変わっていくことに驚きと希望を持てた。すばらしい化学の世界を見せてもらい、少しでも広報

して活かしたいと思いました

この十年間の間に世の中が大きく変化したのを実感でき、ケミカルリサイクルがよく理解できた。これからも捨てるときには、この

理解のうえに立ってよく分別するべきと思った

当社の対応と課題

一般の方のプラスチックケミカルリサイクル施設見学会をホームページにて案内しています

関連リンク プラスチックケミカルリサイクル施設見学について

研究開発センター「オープンラボ」

実験が大好きで、お父さんがこの会社でとてもうれしかった

生活に化学がなくてならないものと感じました

普段足を踏み入れない工業団地に入り、中の見学ができて楽しかった

当社の対応と課題

千葉の研究開発センターでは1994年から当センターを公開して、見学や子供向けの実験、ミニコンサートなどを実施しておりま

す。当社グループは今後も化学・環境教育を通じて、化学への理解活動、地域への貢献に取り組んでいきます
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CSRレポートワークショップ

原料を輸入する際の配慮、資源採掘による生物多様性への影響など、原料調達時の環境負荷についてどの程度配慮している

のか。取り組みを「CSRレポート」で報告して欲しい

温室効果ガス排出量について数値目標を設定したが、自力達成、排出量取引の利用について知りたい

当社の対応と課題

2009年からCSR調達を開始しました。今後、調達先との対話を深め、サプライチェーンを含めたCSR活動を推進します。取り組

みをCSRレポートで報告していきます

温室効果ガス排出削減目標を達成する戦略において、環境・エネルギー技術の開発、排出権取引などの社会制度の活用を検

討していきます。CSRレポートでの報告を継続します

関連リンク グループの総力を挙げたCO2排出量の削減 パートナーとの関わり

CSRレポートアンケート

化学会社として環境負荷を低減する、安全を確保しながらの製品製造をしてほしい。CSR活動の強化を期待します

社内だけでできない低炭素社会の構築や生物多様性配慮などに関し、NPO、自治体等の外部との協働、援助などの実行を期

待します

当社の対応と課題

当社グループのレスポンシブル・ケア体制強化と共に、地域対話やサイトレポートによる社会との双方向の対話を深め、信頼を

いただける企業グループを目指します

社員およびご家族

働きがいのある職場、誇りの持てる企業である。

対話の場

労働組合との対話

昭和電工グループのCSR活動を分かりやすく従業員に伝えてほしい

当社の対応と課題

グループCSRの啓発活動を継続

女性社員に対するアンケートとヒアリング

女性のキャリアのあり方について考える機会がほしい

当社の対応と課題

外部キャリアカウンセラーによる「女性社員と上司向けセミナー」を実施
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学校での講義（SAT）

工場見学会での化学実験体験

化学・環境教育への取り組み

昭和電工グループは、製品・サービスの提供で社会に貢献するとともに、「化学」へのご理解をいただくことに努めています。特に次世代を

担う子供たちへの教育には積極的に参加し、化学実験や環境教育で地域への貢献を図っています。

大分コンビナートの「出前授業」では、6年間で延べ24校の小中学校を訪問し、約1,900名の生徒と交流を深めました。千葉の研究開発セン

ターが1994年から実施している｢オープン・ラボ｣では延べ8,000名以上の見学者をお迎えし、子供たちに化学実験を体験していただきまし

た。他の事業場でも、化学･環境教育を通した地域との対話を進めています。

学校へ講師として従業員を派遣

小山事業所ではアルミニウム加工技術や、アルミニウム製品に関する大学の講義に

講師を派遣しています。タイのShowa Aluminum Thailand（SAT）では、5Sや安全・環境

管理から、仕事への取り組み姿勢、就職、人事制度に至る幅広い分野で学校や近隣

の企業へ講師として従業員を派遣しており、地域に貢献しています。

工場見学会での化学実験

富山の昭和タイタニウムでは毎年小学校の生徒を招いた工場見学会を開催し、その

中で化学実験を行っています。2009年は液体窒素や、昭和タイタニウムで開発した光

触媒や色素増感型太陽電池を使った実験を、近隣の小学校5年生57名と引率の先生

に体験していただきました。毎回、生徒以上に先生も夢中になっています。
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酸性雨を作る実験ブース

横浜事業所地域防災拠点訓練

川崎地区RC地域対話

環境展等での化学・環境教育

2009年11月に山形県東根市で開催された「環境週間ひがしね2009」の実験イベント

「大森だんじろうの環境実験室」に、昭和電工HD山形が東根大森工業団地連絡協議

会環境部会の会員として参加しました。このイベントは、将来を担う子供たちに環境に

対する興味を持ってもらいたいとの想いから企画されました。昭和電工HD山形は「吐く

息で酸性雨を作る」実験を担当して、子供たちに環境の大切さを伝えました。

安心・安全な街づくり

横浜事業所は、震災などの災害時に水や食料、フォークリフト等を提供し、地域の復興

を支援する防災協定を近隣自治会と結んでいます。2009年11月の地域防災拠点訓練

では、フォークリフトの出動訓練や無線による連絡訓練を近隣自治会と合同で実施し

ました。また、秩父事業所は秩父市と地域安全に関する協定を結び、通学時の防犯パ

トロールを通して、地域と共同で安全な街づくりに取り組んでいます。

レスポンシブル・ケア(RC)地域対話

日本レスポンシブル・ケア協議会（JRCC）主催のRC地域対話は、企業が合同で行政

や地域の皆様と地域の安全・環境を守る対話を行う取り組みです。昨年度は、川崎・

大分・富山地区でのRC地域対話に当社も参加しました。参加企業の環境への取り組

み事例の発表や住民の皆様も参加したパネルディスカッションが行われた川崎地区で

のRC地域対話には、川崎事業所と昭和炭酸川崎工場が参加して地域の皆様と意見

交換しました。
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「Miracle League of Summerville」：ヒットを打ち一塁へ向か

うプレーヤー

企業のマネジメント能力や社会貢献等が認められ、タイ労働

省から「Best Working Woman Award」を受賞しました。

「Angel Tree Party」運営委員メンバー

海外での取り組み

海外においても、良き企業市民として、また、地域や従業員との信頼関係を築くため、地域の習慣や文化に即して地域との交流を深めてい

ます。

Showa Denko Carbon

米国サウスカロライナ州のShowa Denko Carbonでは、動物愛護協会やボーイスカウ

ト、癌撲滅の募金イベント、障がいのある子供たちに野球をプレーする機会を与えよう

と設立された「Miracle League of summerville」などをボランティアが支援しています。ま

た、「Trident United Way」に参加しており、2009年の「Day of Caring」では、学校でのペ

ンキ塗りや体育館のブース修理をしました。

連雲港昭菱磨料

中国江蘇省の連雲港昭菱磨料では、連雲港市の日本語を勉強する有志の会「連雲港市青年日本語協会」との交流を始めました。また、同

市で毎年行われている大学生の日本語スピーチコンテストに協賛して、地域との交流を深めています。

Showa Aluminum Thailand

タイのアユタヤ県にあるShowa Aluminum Thailand（SAT）では、奨学金制度や学生の

工場見学に積極的に取り組んでおり、2009年は80名以上の学生を受け入れました。毎

年1月には近隣学校の恵まれない生徒を文房具や食料で応援しています。また、仏教

儀式の支援やエイズ基金へのチャリティ活動、毎年発生する洪水被害の援助などに取

り組んでいます。SATは市から安全や福祉、人権等に関する委員会メンバーに指名さ

れるなど、信頼される企業として地域に根付いています。

Showa Aluminum Corporation of America

米国オハイオ州にあるShowa Aluminum Corporationof Americaでは毎年12月に、地域

の恵まれないご家族をご招待する「Angel Tree Party」を社員のボランティアと寄付金で

開催しています。2009年はマディソン地域の11家族28名の子供たちを招待し、コートや

ブーツ、大きなフードバスケットなどのプレゼントやランチ、巨大滑り台などを楽しんで

いただきました。
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CSRレポートを読む会

CSRレポートを読む会

2009年11月に開催された、みなと環境にやさしい事業者会議主催の「企業と環

境展2009」でCSRレポートを読む会が行われました。当社もこのCSRレポートを

読む会に参加して、企業のCSR活動に関心の深い皆様に当社のCSRレポートを

ご紹介しました。

参加された皆様からは、原料調達時の環境配慮や気候変動問題への取り組み

についてご意見、ご質問をいただきました。また、レポート方法に関しても貴重な

ご感想をいただきました。頂戴したご意見はその後のCSR活動に反映させてい

ただくとともに、「CSRレポート2010」の作成にも反映させております。今後もこの

ような活動を通じてステークホルダーの皆様とコミュニケーションを図ってまいり

ます。

50



昭和電工分析物性センター

製品安全の徹底

関連法規と社内ルールの遵守

昭和電工グループの製品をお客様に安心してお使いいただくために、安全な製品の提供は企業活動の優先課題のひとつと考えています。

そのために、社内ルールとして「品質保証･品質管理規程」（下図参照）を制定し、さらに現状にあうよう見直し改定を行い、関連法規とともに

遵守しています。

上記の規程は、製品の設計・開発、上市・製造、販売、市販後の情報管理などを通じ、製品安全活動を組織的、体系的に実施するための基

本ルールです。

特に医薬品・化粧品の原料など、その製品または成分の一部が直接的または間接的に人体に摂取や接触する可能性があるものに関して

は、上市にあたっての厳しい審査を行うとともに、製造条件を変更する場合には制限等を設け、常に安全な製品をお客様にお届けするよう

有効な仕組みをつくり運用しています。

審査は、その製品自体の安全性の確認だけではなく、製品の持つ特性、用途、使用形態、使用されるお客様の特徴および廃棄時の問題等

々、いろいろな角度から、想定される危険性、想定される危機の回避方法について審査会などで十分に検討を行っています。

■ 品質保証・品質管理規程

環境・社会に関する要請への取り組み

生産から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通して「地球にやさしく」を基本に、可能

な限り環境に与える負荷が少ない製品を選択し、調達する取組みが、情報機器、電気

電子製品、自動車関連のお客様を中心として世界全体でますます広がりをみせていま

す。

当社グループは、お客様からの環境負荷物質の削減、欧州規制などによる有害化学

物質の不使用・不含有保証の要求に対し、誠実に対応しています。また、お客様から

のCSRに関するお問い合わせ、アンケートにも誠実にお答えしております。
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■ クレーム件数の年別推移（2003年を100とした場合）

品質保証･品質管理レベルの向上

品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）

昭和電工グループは、不具合の発生防止といった守りの品質保証ではなく、お客様の喜びをみずからの喜びとする攻めの品質保証を目指

し、お客様にご満足いただける製品を開発、提供しています。

事業所および海外を含むほとんどのグループ会社は、ISO 9001やISO/TS16949などの品質マネジメントシステム国際規格の審査・登録を

受け、同システムの有効性を継続的に向上させ、効果的な運用によって、製品およびサービスの品質の向上に努めています。

クレーム削減

お客様にご迷惑をおかけしないよう、当社グループ一丸となってクレーム件

数の削減に努力し、これまで着実に減少させてきました。2008年の件数は、

下げ止まりとなりましたが、2009年は再び大幅に減少することができました。

本年は品質マネジメントシステムの確実な実行を推し進め、よりいっそうのク

レーム件数の低減と製品事故ゼロの継続に努めます。そして、お客様からさ

らなる信頼を得て、企業価値を向上させるよう、努めてまいります。

レベルアップ活動

当社グループは、全社横断的に各事業部・事業所などの定期的な監査を実施し、グループ全体のレベルアップを図っています。

その視点は、組織ビジョン、管理者のリーダーシップ、顧客満足活動、品質保証活動、製品安全・リスク管理、日常管理、人材育成など多岐

にわたります。

2009年は58事業場の監査を精力的に実施し、課題の抽出と改善に向けた提言を行いました。本年も昨年に引き続き、品質マネジメントシス

テムの有効性の向上に焦点をあわせた監査を行います。

さらに、内部監査員養成セミナー、品質保証・品質管理規程の解説、製品リスクセミナーなどを毎年定期的に開催するとともに、内部監査員

のレベル向上を目的としたセミナーを事業所などにおいて開催するなど、年間を通して幅広い教育・啓発を行っています。

52



川崎事業所での説明会

CSR調達の活動開始

昭和電工グループは、サプライチェーン全体で社会・環境に配慮することが重要であ

ると考えています。購買・調達部門では、主要なステークホルダーのひとつである

パートナー（お取引先）にも協力を要請し、協働で『昭和電工グループCSR調達ガイド

ライン』を遵守するCSR調達を推進しています。

2009年には、当社グループが考えるCSR調達についてパートナーの皆様にご理解・

ご賛同いただくために説明会を開催いたしました。8月20日から9月14日の期間に全

国13事業所で開催し、約500社、610名のご参加を賜りました。

10月には、パートナー600社に『自己診断票』を送付し、CSRの取り組みについて、ご

自身で確認いただくよう要請を行い、80%にあたる約500社から返信をいただきまし

た。

2010年5月には、『自己診断』の集計結果を各パートナーにフィードバックしました。これは、【企業倫理・コンプライアンス】【品質・製品安全】

【環境保全】等の社会的責任の分類ごとに、全社平均、業種平均と各パートナーの位置付けを示すレーダーチャートおよび各パートナーの

取り組みについてのコメントを記載したものです。

また、4月から当社の調達担当者が相互の事業活動継続のために特に重要なパートナーを訪問し、対話を通じて取り組み状況を確認する

『CSR訪問』も開始しています。『CSR訪問』は年間を通じて実施し、できるだけ多くのパートナーと信頼関係の構築強化を目指しています。

2010年は、新たなパートナーを対象とした『自己診断』、『CSR訪問』、およびパートナーと協働でCSRの課題解決を図る『フォローアップ』にも

取り組む予定です。

当社グループのCSR調達の活動は緒に就いたばかりですが、今後もパートナーのご賛同を得ながら、着実に進めていきます。

関連リンク CSR調達の推進について
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機関投資家･証券アナリスト向け研究開発進捗状況説明会

IR&ECOフォーラム

情報開示に関する基本方針

昭和電工は、情報開示とIR活動を、「株主や投資家の皆様に当社の企業経営、企業活動、戦略をご理解いただき、当社の企業価値を正当

に評価いただくための活動」と考え、以下の方針で取り組んでいます。

株主や投資家の皆様との積極的なコミュニケーションを図り、経営の透明性の向上を図ります。1.

当社に対するご理解と信頼を深めるため、当社に関する企業情報を、わかりやすく、公平に、タイムリーに、かつ正確に開示いたしま

す。

2.

株主・投資家とのコミュニケーション

機関投資家・株主の皆様と

国内の機関投資家や証券アナリストの皆様に対しては、本決算および中間決算時の

説明会、第1および第3四半期決算時のネット･カンファレンス、そして経営計画や研究

開発の進捗状況説明会を開催しています。

海外の機関投資家・株主の皆様に対しても、決算発表資料やネット・カンファレンスの

英語版の配信などを行うとともに、年に数回、社長や担当役員が欧州、北米、東南ア

ジアで当社グループの業績や経営計画などを直接説明しています。

この他、個別取材やスモールミーティングにも積極的に対応しています。

個人の株主･投資家の皆様と

個人の株主･投資家の皆様に対しては、本決算、中間決算時に報告書をお送りするほ

か、ウェブサイトを通じて決算説明会などで用いた資料や説明会の映像・音声を迅速

に公開するとともに、ウェブサイト上にIR専用のお問い合わせ窓口を設置しています。

また、個人投資家向け「IR&ECOフォーラム」に参加するなど、コミュニケーションの充実

に取り組んでいます。
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株主総会

定時株主総会は、毎年3月末に開催します。当社は、株主総会の招集通知を総会の約4週間前にお送りするとともに、ウェブサイトにも掲載

し、株主の皆様に十分に議案をご検討いただけるように努めています。議決権行使に際してはインターネットによるご投票のシステムを導

入しており、より多くの株主の皆様に決議いただけるようにしています。

株主総会の会場では、大型スクリーンによる事業報告を行い、わかりやすい説明を心がけています。また、中期経営計画の進捗状況、事業

のトピックスをご説明すると同時に、製品展示スペースを設けて、当社グループの製品･技術をご紹介しています。
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人権の方針・体制

昭和電工グループの経営理念に謳われている「社会貢献企業」の実現に向けて、人権尊重はその根幹にあります。当社グループでは、人

権に対する取り組みを企業倫理向上やCSR推進の一環として位置づけ、2008年、従来の人権推進体制を発展・拡大させた、人権委員会を

新たに設けました。

同委員会は1年に一度開催し、当期の活動報告と次期の活動計画について審議・承認しています。昨年度の同委員会では女性活躍推進や

外国籍社員の採用、障がい者雇用など人材の多様性といった視点から議論を行いました。また、各事業所人権担当者で構成される人権推

進会議も年1回開催し、人権委員会で決めた方針を確認するとともに、各事業所での取り組みに反映しています。

今後は、（1）多様性の尊重、（2）グローバルな取り組みの推進、（3）人権意識を高める人権研修の継続、なども新たな視点として加えて、人

権への取り組みを推進していきます。

人事制度・人材育成

昭和電工の人事制度では、意欲と能力のあるものに活躍の場を与え、その貢献度の大きさに対し適切な処遇を行うことを、基本コンセプトと

して掲げています。会社と個人は仕事を通じた対等な契約関係にあることを基本に、Win-Winの関係を築き、ともに成長することを目指して

います。

これらの基本思想に基づき、昭和電工では従業員が今後どのような職務を経験し、どのようなキャリアデザインを描きたいかという思いを大

切にし、自らが主体的、継続的にキャリア形成に取り組むための支援ツールとして、2008年にキャリアプラン制度を刷新しました。また、目的

にあった能力を高めていけるよう、各種階層別教育や専門教育に加え、留学制度や語学学習支援などを整備し、従業員の積極的な能力開

発を支援しています。
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■ 昭和電工の教育体系図

グローバルな人材の採用と育成

昭和電工グループの海外における事業展開を円滑化させ、国際競争力を強化する上でもグローバルに活躍できる人材の採用と育成は重

要な企業戦略のひとつです。

当社では国籍に関係なく優秀な人材に活躍してもらうため、近年グローバルな採用活動を推進しています。国内の外国人留学生の他、中国

やタイの大学で直接リクルート活動を行い、継続的に外国籍新卒採用を行っています。入社後は、必要に応じ日本語研修を実施した上で、

それぞれの職場で高度な専門知識を発揮し、活躍してもらっています。

また、人材の育成面では、これまで取り組んできた日本人従業員の中長期的な育成に加えて、外国籍社員も含めた、グローバルな人材育

成に取り組み始めました。その一環として、今年度から中国において、現地プロパー従業員のマネージャー層を対象にした集合研修を実施

しています。

昭和電工（上海）有限公司

人事総務部長 任 育新

VOICE　中国マネージャー研修について

中国で事業展開する昭和電工グループ各社におけるコア人材の育成、組織運

営の効率化、人材の現地化推進のため、本年度、初めての取り組みとして、中

国マネージャー研修を上海にて開催しました。研修は年3回実施し、当社グルー

プの事業概要や、CSR、品質保証、環境安全についての方針や取り組みの他、

外部教師の指導によるグループワークなどを通じて、「マネジメント」、「リーダー

シップ」、「問題解決」に関する知識・スキルを理解・習得していきます。

参加者は、同研修に参加し、当社グループの歴史、経営理念、事業展開などの

理解を深めることによって、これまで以上に一体感、使命感を高めることができ

ると確信します。また、マネージャーとしての役割、責任、能力を改めて認識し、

リーダーシップ、問題解決スキルなど今回の研修で身につけたものを今後の業

務に活用し、実践することにより、マーケットの拡大が期待される中国において、

当社グループのより一層の発展と進歩に貢献していけることと思います。
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多様性の尊重

女性活躍推進の取り組み

昭和電工は、「社員の多様性を尊重した経営」の一環として、2008年から2012年まで5カ年の基本方針「Fプラン」に基づき、女性社員を対象

とした活躍推進に取り組んでいます。 2009年は、学識者による経営幹部向け講演会や外部のキャリアコンサルタントによる女性社員と上司

向けセミナーの実施などを通じて、多様性を尊重したマネジメント実現に向けた啓発活動を継続的に行ってきました。

採用については、女子学生向けの就職活動セミナーや採用Webの拡充を実施、昭和電工の認知度向上などの活動に努めてきました。その

結果、2009年4月入社の大卒新卒採用での女性比率は約25％、高卒新卒採用では約15％に向上、2009年末時点の女性社員比率は、昭和

電工単体で6.8％（前年同期比+0.7％）、国内連結で8.9％（同+1.0％）に上昇しました。《ご参考》グローバル連結女性社員比率19.0％

（同+0.4％）

女性の経営職層（管理職）についても、昭和電工単体で1.2％（同+0.1％）、国内連結で1.8％（同+0.3％）と少しずつ上昇傾向にあります。《ご

参考》グローバル連結女性管理職比率3.7％（同+1.0％）

今後も、女性をはじめとする多様な人材が活躍できる土壌づくりを進めていきます。

■ Fプランの概要

昭和電工グループ人員推移

 昭和電工単体+ 出向者 国内連結 グローバル連結

 従業員 内、女性 従業員 内、女性 従業員 内、女性

2005 年 6,020 337 - - - -

2006 年 5,747 318 - - - -

2007 年 5,557 311 6,026 414 11,329 2,206

2008 年 5,440 333 6,247 496 11,756 2,191

2009 年 5,278 361 6,449 575 11,564 2,200
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■ 障がい者雇用率推移

障がい者の積極的な雇用

—秩父事業所—

秩父事業所では2009年より知的障がい者の雇用に積極的に取り組んでいます。

自分の個性と仕事を照らし合わせ、本人が高いパフォーマンスを発揮できる仕

事を選択するために2年間の育成期間を設けています。育成期間では社会生活

のリズムを確立する期間や、軽作業から製造の難易度の高い作業まで多くの作

業を実習する期間など細かいステップを踏み、成長した実感を得た上で自分の

強みを生かせる、個性に合った仕事を見つけられるよう配慮しています。また、

受け入れる職場スタッフも、スムーズに作業ができるように一目でわかるように

工夫した作業手順書や交換日誌を取り入れて、お互いが理解し合い協働できる

環境を目指しています。

作業の様子

■ 労働時間推移（一人あたり） ■ 年休取得率推移（一人あたり）

障がい者雇用について

昭和電工では、さまざまな個性をもった方がともに働ける職場でありたいと

考え、障がい者の雇用推進、活躍推進に積極的に取り組んでいます。障が

い者雇用率は2006年から法定雇用率を達成しています。また、長期就労を

支援するために、入社前に特別支援学校からインターンシップを実施した

り、ハローワークとの連携を深めるなどして、ジョブマッチングを図っていま

す。さらに入社後は、個々の特性を活かした仕事や職域の開発に取り組ん

でいます。

働きやすい環境づくり

「ワークライフバランス」の尊重により、従業員一人ひとりが活き活きと仕事に取り組み、社会と調和し、ひいては社会のニーズに鋭敏に応え

ていけるようにすることは、昭和電工の将来のためにも必要であると考えています。

そのための取り組みの第一歩として、昭和電工では労働時間の削減に取り組んでいます。年次有給休暇の取得率は年々向上しています

が、さらに総労働時間の削減に結びつけるため、働き方の見直しを含めた取り組みを進めていきます。
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次世代育成支援認定「くるみん」マークを取得

メンタルヘルスセミナー

仕事と生活の両立への支援

従業員の多様なライフスタイルに合わせた働き方を支援するため、昭和電工は以下のような

両立支援制度を設けています。

こうした制度の職場での運用を支援してきた結果、2009年は女性の育児休業取得率100％、

男性の育児休業取得者が20人を数えるなど、制度活用が進みました。

今後も、すべての社員が仕事と仕事以外の生活の調和を実現可能にするための環境整備

を進めていきます。

主な制度 内容

育児休業 2歳に達しない子と同居し扶養する勤続1年以上の従業員が対象。子の2歳の誕生日前日まで取得可。

介護休業
家族が要介護状態にある勤続1年以上の従業員が対象。介護欠勤（3カ月間に通算30日）と介護休職（連続

12カ月または2年間に通算12カ月）取得可。

育児・介護短時間勤務
小学校入学前までの子を養育する、あるいは介護休業対象者である勤続1年以上の従業員が対象。1 日2

時間を限度に1 日の所定労働時間よりも短い勤務時間を選択可。

積立休暇
積立休暇（繰越年休）を保有する従業員が対象。小学校卒業までの子の保育所、幼稚園、小学校等の学校

行事等への参加、あるいは小学校卒業までの子の看護のための休暇取得可。

子の看護欠勤
小学校卒業までの子を持つ勤続6カ月以上の従業員が対象。年間1子あたり8 日を限度に欠勤として取り扱

い可。

（青字部分は法定を上回る制度）

こころとからだの健康づくり

従業員が個を活かして組織や社会に貢献するためには、「こころ」と「からだ」の健康保

持・増進が重要です。

こころの健康づくりでは当社グループとして、メンタルヘルスケアの取り組みを推進して

います。セミナーの開催や、入社時・昇格時等の研修において必須科目としてメンタル

ヘルスケア教育を実施しています。また、昭和電工健康保険組合では外部機関と契約

して無料電話相談・カウンセリング制度を、本社地区（京浜地区含む）・千葉地区・研究

開発センター（土気）では精神科医によるメンタルヘルス相談を実施しています。
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川崎事業所では従業員とその家族による、芋掘りと

地引網のイベントを兼ねた「健康21歩け・歩け大会」

を実施しました

千葉地区では社内食堂メニューを見直し、低カロリー

でバランスの良いメニューを採り入れています

地域マラソン大会への参加・貢献

—昭和電工HD山形（株）—

昭和電工HD山形（株）は、東北地方では最大規模の「果樹王国ひがしね さくら

んぼマラソン大会」に協賛しています。6月6日に開催された2010年の第9回大会

では初めて1万人を超えるエントリーがあり、晴天の下、全国から集まったラン

ナーが鮮やかに色づいたさくらんぼの間を駆け抜けました。

昭和電工HD山形では、大会に向けてハーフマラソンコースとなった工場の周辺

道路や大会スタッフへ提供した駐車場の清掃を行うとともに、当日は衛生救護

班のボランティアとして17名が協力。氷水で冷やしたタオル5,000本を準備し、ラ

ンナーにサービスしました。タオルを配るのは珍しいということですが大変好評

で、タオルを絞って手にマメを作った苦労も吹き飛びました。昭和電工HD山形か

らは選手としても9名がマラソンの部、5名がウォークの部に参加し大会を盛り上

げ、「さくらんぼ生産量日本一」の東根市のアピール、地域おこしに一役買ってい

ます。

さくらんぼマラソン

健康21プラン

からだの健康づくりでは2005年から「昭和電工グループ健康21プラン」を推進しており、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し

て「運動」と「食事」の両面から生活習慣病の発症や重症化の予防に重点をおいて活動しています。

社員意識調査

会社で働く従業員の目には、昭和電工という会社や自分の職場、上司はどのように映っているのか、その中で従業員はどう感じ、何を思っ

ているかを知り、今後の経営改善のための示唆を得るために、昭和電工では2004年より継続的に社員意識調査を実施しています。 昭和電

工内の変革を推進し、持続的成長を実現する原動力は従業員ですので、従業員のモチベーションを高め、創造性を発揮してもらうために、こ

の調査は非常に重要と考えています。 3回目となる2009年実施の意識調査では、前回、前々回の調査結果と同様、仕事に対する誠実な取

り組み、お客様のニーズやご要望を優先する姿勢、高品質の製品を安定して供給することに対する強い使命感が表れています。また、今回

はお客様へのインタビューを並行して実施した結果、意識調査を裏付ける内容の声をいただいています。

一方で、依然として人事制度に対する満足度が低いという結果も出ており、上司のマネジメント・スキルの強化、長期キャリア開発のための

仕組みや教育体系の充実、人事制度の運用見直し・強化等を継続して進めることが必要であると考えています。さらに今回は職場の状況

にあった、よりきめ細かい施策に結びつけるために、マネージャーが改善のための具体策の立案・実行をサイクルとして継続的に回していく

ための施策の検討も始めました。
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労働組合との関わり

昭和電工と昭和電工の労働組合は、長年、対話を通じて信頼関係を築いてきました。両者は、（1）話し合いによる解決、（2）雇用の安定と働

きがいの追求、（3）共に会社の成長と収益力の向上を実現することで労働条件を向上させる、を労働協約の基本方針としています。

労使共同レスポンシブル・ケア研修会（2010年6月大町事業所）。2010年は組合側、会社側合わせて約90名が出席しました。

この取り組みは事業所を変えて毎年開催しています。
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省エネルギーの推進や、温室効果ガス削減の取り組み、SCM活動

における環境負荷低減についてご紹介します。

昭和電工の事業活動に伴う主な資源の利用と環境への負荷をご報

告します。

グループ全体のPRTR法対象物質の調査結果や排出量について、

また、事業所ごとの排出量をご報告します。

有害大気汚染物質の排出削減、大気環境負荷の低減、水質環境

負荷の低減、土壌・地下水汚染対策についてご報告します。

廃棄物処分量を削減するための発生量の抑制、再使用および有効

利用などの取り組みをご紹介します。

環境負荷低減や省エネルギーのための環境投資、費用および効果

をご報告します。

昭和電工グループは、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）、環境への化学物質・廃棄物などの排出削減に

取り組んでいます。
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■ エネルギー原単位の推移（昭和電工単体）

エネルギー原単位目標80％以下

昭和電工グループ京都議定書目

標自力達成

エネルギー原単位：92%（90年比）

で08年比1%増

定期報告を各事業所ごとに実施

温室効果ガス排出実績：90年比単

体16%減、昭和電工グループﾟ16%

減

特定荷主のエネルギー消費原単

位08年実績、09年削減計画を行政

報告

【方針】

エネルギー原単位目標80%以下

昭和電工グループ京都議定書目

標自力達成

【計画】

省エネの創造

各事業所の削減計画実行

省エネルギーの推進

昭和電工グループは、地球温暖化防止や資源保護の観点か

ら、省エネルギーを重要課題として捉え、生産プロセスの見直

し、最適化や設備改造などによる省エネルギー施策を推進して

います。

2009年は、生産設備の改善、エネルギー回収強化などの取り組

みを行いましたが、本年も生産減による影響が大きく、エネル

ギー原単位は基準年（1990年）比の92％となりました。エネル

ギー原単位に関する2010年の目標を「90年比80%以下」とし、引

き続き省エネルギ一を推進していきます。

また、当社は内陸の事業所近くに水力発電所を保有しており、

当社使用電力量の約21%を発電しています。今後もクリーンエネ

ルギー源としての水力発電を維持していきます。

温室効果ガス削減の取り組み

2009年は京都議定書約束期間の2年目でしたが、川崎事業所に建設した温室効果ガス分解処理設備の稼動や燃料転換等の環境対策の

推進および減産の影響により、約束期間（5年間の内の最初の2年間）の平均で基準年比11%減という実績となりました。

エネルギー原単位においては、一昨年同様、減産の影響により基準年比92%という結果になりました。

2010年以降は、大分コンビナートにおいて更新工事を進めていた高効率ナフサ分解炉（熱回収強化と前蒸留系の改造を含む）が稼動し、そ

の省エネ効果（年間5万9,000ｔのCO2削減）等が顕現することで、2008年～2012年の期間の削減目標を自力達成（排出権取引を行わない）

できる見込みです。

また、来年からの中期経営計画に向けて、長期的道標達成のための省エネ、高効率化等の施策を検討中です。
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■ 輸送トンキロ ■ 輸送部門におけるCO2排出量と輸送エネルギー消費原単位

液化アンモニアの新物流基地（相馬港）

SCM活動における環境負荷低減

輸送部門における環境負荷低減

当社は、原材料の調達から生産およびお客様への輸送・納品まで、物の流れを一貫して効率的にコントロールし、あらゆる無駄を排して、物

流面での環境負荷低減や輸送効率化に努めています。

2009年度は世界経済の激変による輸送量の大幅な減少の影で、エネルギー原単位が前年度対比で約3％悪化しました。これは部門間・事

業部間の構成差や、輸送手段の構成の変動が主な原因と考えられます。

■ 2009年度輸送手段構成比率

輸送に関しては、トラックやタンクローリーから、環境負荷が小さく大量輸送に適した船

舶や鉄道に切り替える「モーダルシフト」を継続して推進しています。2010年3月には輸

送効率とサービスレベル向上を目的として、福島県の相馬港に船舶輸送が可能な液

化アンモニアの新物流基地（新地町）を設置しました。これにより、従来川崎事業所か

ら東北地方のお客様までタンクローリーで輸送していた液化アンモニアを、新物流基地

まで船舶輸送に切り替えることで環境負荷を大幅に低減できました。

当社は今後とも、モーダルシフトや交錯物流の削減など、物流の効率化を図ると同時

に、CO2排出量の削減、交通渋滞の緩和に努力していきます。

このほかにも、お客様の理解を得ながら、納入ロットの拡大やトラックおよびコンテナの

積載率向上、同業他社との共同輸送などに取り組んでおります。また、輸送会社と連

携・協働し、低燃費車やデジタルタコグラフ・GPSの導入などによるエコドライブの奨励

を積極的に行い、エネルギー消費量を削減するとともに、安全輸送の徹底にも力を入れています。
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改正省エネ法への対応

昭和電工は特定荷主として、改正省エネ法で義務づけられている、輸送に伴うエネルギー消費量ならびにCO2排出量の実績報告と輸送エ

ネルギー消費原単位の削減計画の提出を行うと同時に、積極的に輸送エネルギー消費原単位の向上に取り組み、CO2排出量削減に努め

ていきます。
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昭和電工の事業活動に伴う主な資源の利用と環境への負荷は以下のとおりです。

環境負荷低減のため、それぞれについて取り組みを進めています。

昭和電工グループ会社※4の代表的な環境負荷指数

年9002年8002年7002年6002 

524104034374）2OC－ｔｋ（量出排スガ果効室温

廃棄物埋立処分量※5（ｔ） 1,715 1,540 1,341 1,120

96098667）ｔ（量出排質物象対RTRP

※1 温室効果ガス排出量

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量です。2008年度までは大規模事業所のみが対象となっていましたが、法

改正により企業全体が対象となったことから、2009年度は本社、支店等を含む製造設備等のない小規模な拠点までデータに含めています。

なお、この数値には輸送による排出量は含まれません。輸送部門の温室効果ガス排出量は、下記を参照ください。
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関連リンク 気候変動への取り組み

※2 日化協有害大気汚染物質排出量は、日化協PRTR対象物質に含まれる。

※3 特定排水量：水質汚濁防止法に定める特定事業場からの排出水の量。

※4 昭和電工グループ会社の範囲：

連結対象関係会社のうち、以下の国内製造業10社の合計。昭和高分子、昭和炭酸、昭和タイタニウム、昭和アルミニウム缶、昭和電工パッ

ケージング、昭和電工建材、新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装、東北金属化学。

ただし、温室効果ガス排出量は、昭和電工エレクトロニクス、鶴崎共同動力を含み、温対法特定排出者として報告義務のない新潟昭和、日

本ポリテック、昭和電工研装を除く。

※5 廃棄物埋立処分量は、その年の生産活動に由来した廃棄物のみ対象とした。
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■ PRTR対象物質 排出・移動量 ■ PRTR対象物質 総排出量

化学物質排出量対前年比10％以

上削減

PRTR総排出量：284tで08年比

22％削減で目標達成

事業所ごとに排出量削減計画を立

て実施

PRTR

昭和電工は、社団法人日本化学工業協会（以下、日化協）のメンバーとして1996年より化学物質の排出・移動量の調査を自主的に実施して

います。2009年度は、PRTR法対象物質を含む480物質について調査を行い、104物質（うち法対象物質は79物質）の結果を日化協へ報告し

ています。対象物質の総排出量は約284tで、前年度に比べて約61t減少しました。今後もPRTR法対象物質および年間排出量が多い物質に

ついては事業場ごとに削減計画を立て、重点的に排出量の削減に取り組んでいきます。また、事業場周辺地域への影響を把握・評価すると

ともに、地域住民の皆様や行政とのリスクコミュニケーションを図りながら、相互理解のもとに排出量の削減を進めます。

2010年(2009年度実績）PRTR調査結果まとめ

ダイオキシンを除くPRTR法規制対象：79物質　（排出量、移動量が1t以下の物質は省略）

日化協

物質番号

政令指定

番号
CAS No

物質

名称

09年排出量（t/y） 08年

排出量

(t/y)

対08年

増減量

(t/y)

09年

移動量計

（t/y）

08年

移動量

(t/y)
大気への

排出

水域への

排出

土壌への

排出

排出量

合計

1.7117.8720.21-9.249.030.00.09.03ンエルト3-88-801722051

21 145 75-09-2
ジクロロメタン（別名塩化メチ

レン）
22.5 0.0 0.0 22.5 55.5 -33.0 64.6 4.5

177 268 106-99-0 1,3-ブタジエン 10.4 0.0 0.0 10.4 11.6 -1.2 0.0 0.0

2.4535.3339.2-8.210.010.00.00.01ンゼンベ2-34-17992991

0.00.06.3-0.84.40.00.04.4ルーノェフ2-59-801662671

251 304 * ほう素及びその化合物 0.1 2.9 0.0 2.9 3.8 -0.9 4.6 6.4
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89 43 107-21-1 エチレングリコール 0.0 2.1 0.0 2.1 1.6 0.5 0.1 0.1

0.00.00.1-0.30.20.00.00.2ンレシキ*36201

 132 1717-00-6
1,1-ジクロロ-1-フルオロエタ

ン（別名ＨＣＦＣ-141ｂ）
1.8 0.0 0.0 1.8 2.1 -0.3 0.0 0.0

 24 *

直鎖アルキルベンゼンスルホ

ン酸及びその塩（アルキル基

の炭素数が10から14までのも

の及びその混合物に限る。）

0.0 1.6 0.0 1.6 1.5 0.2 2.8 2.4

73 11 75-07-0 アセトアルデヒド 1.2 0.0 0.0 1.2 1.1 0.1 147.0 205.9

1096 283 *
ふっ化水素及びその水溶性

塩
0.1 1.1 0.0 1.2 1.2 0.0 12.5 3.1

244 232 * ニッケル化合物 0.0 1.1 0.0 1.1 0.4 0.7 12.6 11.5

225 1 * 亜鉛の水溶性化合物 0.0 1.0 0.0 1.0 0.8 0.2 13.4 8.6

137 172 68-12-2 N,N-ジメチルホルムアミド 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.8 0.0

0.640.641.05.06.00.00.06.0ンレチス5-24-001771931

0.07.620.00.00.00.00.00.0ンジリピ1-68-011952 

1068 207 * 銅水溶性塩（錯塩を除く。） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 8.0

263 335 98-83-9 α-メチルスチレン 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0

5.76.60.02.01.00.00.01.0ムルホロロク3-66-765911

4.40.60.02.02.00.00.02.0酸ルリクア7-01-97346

1117 22 107-18-6 アリルアルコール 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.2

248 252 * 砒素及びその無機化合物 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 1.3

1.44.40.03.03.00.00.03.0ルニビ酸酢4-50-801201511

246 99 1314-62-1 五酸化バナジウム 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.5

 309 9016-45-9
ポリ(オキシエチレン)=ノニル

フェニルエーテル
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 2.6

0.06.20.00.00.00.00.00.0酸ルリクタメ4-14-97413502

82 16 141-43-5 2-アミノエタノール 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 2.3 0.8

0.01.20.00.00.00.00.00.0ンジイルト-p0-94-601622892

9.06.14.0-5.01.00.00.01.0ルリトニトセア8-50-572147

 307 *

ポリ（オキシエチレン)=アルキ

ルエーテル（アルキル基の炭

素数が12から15までのもの及

びその混合物に限る。）

0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1 1.0 1.4

7.4974.503,15.35-3.8419.490.01.018.48計合の記上

2.1456.313,18.62-4.5127.8810.05.912.961計合の質物他のそ

9.533,10.916,23.08-8.3635.3820.06.920.452計合総

70



■ 大分（PRTR法対象物質総排出量8.9t） ■ 東長原（PRTR法対象物質総排出量21.0t）

■ 川崎（PRTR法対象物質総排出量46.8t） ■ 塩尻（PRTR法対象物質総排出量1.2t）

■ 大町（PRTR法対象物質総排出量15.9t） ■ 喜多方（PRTR法対象物質総排出量1.1t）

事業所ごとのPRTR対象物質排出量

■ 小山（PRTR法対象物質総排出量4.5t）
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東長原事業所説明会（2009年10月）

PCB管理

PCB（ポリ塩化ビフェニル化合物）廃棄物は、昭和電工のPCB管理チェックリストに基づき保管状況を定期的に点検し、PCB等が漏えいしな

いよう適正な保管施設で適切に保管を行っています。また、各事業場では「PCB特別措置法」に従って、PCB廃棄物の保管状況などを都道

府県知事に毎年届け出ています。

PCB廃棄物の処理は、日本環境安全事業株式会社の処理施設を有効に活用し、計画的に進めていきます。

ホスゲン漏えい事故　その後のご報告

2008年8月と11月の東長原事業所でのホスゲン漏えい事故の再発防止につきま

しては、行政諸機関のご指導をいただきながら、徹底した対策を実施していま

す。その結果は近隣の方を対象に、毎年開催しております事業所説明会や、定

期的に発行しております事業所だよりでご説明、ご紹介をしております。また、昭

和電工グループ全体でも、塩素ガスなどの漏えいリスクを想定した類似災害防

止の取り組みを着実に進めています。
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■ 有害大気汚染物質総排出量

■ ジクロロメタン ■ 1.3-ブタジエン ■ アクリロニトリル

■ ベンゼン ■ ホルムアルデヒド ■ アセトアルデヒド

化学物質排出量対前年比10%以上

削減

有害大気汚染物質排出量：46tで

08年比25％削減で目標達成

事業所ごとに排出量削減計画を立

て実施

有害大気汚染物質の排出削減

昭和電工グループは、日化協の有害大気汚染12物質第2期自主削減計画

終了後、大気排出量の比較的多い物質について前年度比10%削減を目標に

排出量削減に取り組んでいます。

このうち、昭和電工が取り扱う9物質の2009年度総排出量は46tで、前年より

15t減少しました。これは、川崎事業所におけるメタノールの回収・リサイクル

推進や、小山事業所におけるジクロロメタンの代替物質への転換などによる

結果です。

今後も、代替物質への転換、回収・リサイクル率の向上などをいっそう推し進

め、着実な削減に努めます。

（グラフは全て昭和電工単体）
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■ クロロホルム ■ トリクロロエチレン

■ 大気環境負荷物質排出量の推移

■ 水質環境負荷物質排出量の推移

大気環境負荷の低減

昭和電工グループは、SOx（硫黄酸化物）、NOx（窒素酸化物）およびばいじ

ん等を削減するため、次のような対策を実施しています。

燃料転換

燃焼法の改善（低NOxバーナーなど）

脱硫、脱硝装置の適切な運転管理

排熱回収による燃料の削減

監視体制の強化

SOx、NOx、ばいじんは2008年よりも減少しました。今後も、大気環境負荷の

低減に向けた取り組みを進めます。

水質環境負荷の低減

昭和電工グループは、COD（化学的酸素要求量）、全窒素、全りんなどの水

質環境負荷低減のため、次のような対策を引き続き実施しています。

製造プロセスの改善

排水処理設備の改善と適切な運転管理

水の循環利用の促進

監視体制の強化

COD、全窒素、全りんは、2008年よりも減少しました。今後も、水質環境負荷

の低減に向けた取り組みを進めます。

土壌・地下水汚染対策

昭和電工グループは、事業場敷地の用途変更や土壌排出などの契機を捉え、土壌汚染対策法および自治体の条例に則った調査、措置を

実施しています。尚、2006年11月から行っている東長原事業所の土壌改良工事につきましては、2009年5月に完了しました。

■ テトラクロロエチレン
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■ 最終埋立処分量の推移

※2007年以前のデータは1～12月、2008年以降のデータは2008年4

月～2009年3月の集計値です。（ただし、川崎事業所のデータはすべて

1～12月）

汚泥有効利用拡大等による埋立

処分量の削減

目標：単体　2,000t以下

グループ会社　1,300t以下

リサイクルの推進

埋立処分量：単体1,632ｔ（08年比

-85ｔ、90年比8%）、グループ会社

1,120ｔ（08年比-221ｔ）で目標達成

ケミカルリサイクル生産実績：08 年

比2%増

汚泥有効利用拡大等による埋立

処分量の削減

目標：単体　1,900t以下

グループ会社　1,200t以下

リサイクルの推進

産廃物削減の取り組み

昭和電工グループは、廃棄物処分量を削減するため、廃棄物発生量の抑

制、再使用および有効利用などの取り組みを進めています。

廃酸、廃アルカリの再資源化

廃油・廃プラスチックの燃料化（熱回収）

無機性汚泥の有効利用（セメント等）

2009年の最終埋立処分量は1,632tとなり、前年よりも85t減少しました。有効利用の推進や減産による廃棄物発生量の減少により、2009年

の目標（2,000t）を達成しました。一方、グループ会社も1,120ｔで目標（1,300t）を達成しました。2010年の目標は単体1,900t、グループ会社

1,200ｔに設定し、削減を進めます。一方ゼロエミッション（最終埋立処分量が発生量の1%以下）の達成事業場は約4割の13事業場となりまし

た。本年もゼロエミッション達成事業場の拡大に取り組みます。

また、中間処理、埋立処分の委託先を査察し、当社からの廃棄物が適正に処理、処分されていることを確認しています。

ボーキサイト残さの海洋投入につきましては2009年は2000年比38%削減となりました。2015年までに海洋投入処分を終了する計画ですが、

今後とも投入処分量の削減に努めていきます。
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単位(百万円)

2009年の結果

昭和電工は、環境負荷低減や省エネルギーのため継続的に投資を行っており、それらの環境投資、費用および効果を、2000年から環境会

計として評価しています。

2009年は川崎事業所での生産効率向上のための設備更新、大町事業所の水力発電関連の投資などを行っています。

環境負荷の値はすべての項目において2008年よりも削減されています。

コスト

費経資投備設  

事業エリア内コスト

公害防止
大気・水質・土壌汚染、騒音、振動、悪臭などの防止に関わる設備投

資・費用
381 396

地球環境保全 省エネ、温暖化防止、オゾン層破壊防止に関わる設備投資・費用 763 963

842,2241用費・資投備設るわ関に理処物棄廃、源資省環循源資環循源資

上下流コスト
事業活動の上下流で生じる環境負荷抑制のための環境保全コスト

（グリーン購入、製品・容器包装リサイクルの費用など）
0 165

管理活動コスト
管理活動における環境保全コスト（環境教育、環境マネジメントシステ

ムの運用、環境負荷測定費用など）
43 639

10383トスコ発開究研の術技・品製慮配境環トスコ発開究研

社会活動コスト
事業に直接関係のない社会活動における環境保全コスト（地域の自

然保護、地域対話、工場見学の費用など）
0 10

7420どな費償補害被康健害公他のそ

969,4763,1計合 

（昭和電工単体）
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)年/円万百(位単)ｔ(位単

■ 環境投資額（90年からの累計値） ■ 安全防災投資額（90年からの累計値）

環境負荷低減効果

494ｔ896,3xOS

983,1ｔ225,3xON

49ｔ382んじいば

334ｔ687DOC

475ｔ706素窒全

01ｔ15んり全

廃棄物埋立処分量 19,723ｔ １,632t

エネルギー原単位 100％ 92%

（昭和電工単体）

 

経済効果

101ーギルネエ省

834環循源資

97減削物棄廃

0他のそ

816計合

（昭和電工単体）

 1990年 2009年
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設備事故の防止策について、また地震への備えやMP（保全予防）

情報の活用についてご紹介します。

労働災害の撲滅への取り組みや活動内容のご紹介、また、アスベ

ストについてご報告します。

国内すべての製品における安全性情報や、Japanチャレンジプログ

ラム、国際的な活動・動向についてご紹介します。

昭和電工グループは安全・安定操業とレスポンシブル･ケアの徹底を経営方針のひとつに掲げ、グループ一丸となって事故・災害ゼロを目

指しています。
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「 創る安全検討会」開催と活用

変更管理体制強化

自主保安の推進

昭和電工設備事故１件（08年6件）

「創る安全チェックリスト」の活用

が、ほぼ定着

【方針】

設備事故ゼロ

【計画】

「創る安全」運用の完全定着

変更管理体制強化

自主保安の推進

設備安全

昭和電工グループでは設備事故ゼロを方針として、過去の事故・トラブルを解析して再発を防止する「創る安全」に2008年より取り組んでい

ます。この「創る安全」活動は、「創る安全チェックリスト」として体系化し、事故の未然防止の手段として全事業所で活用しています。今後も

継続し、より潜在的、本質的検討への深化と、関係会社および研究開発設備を含むグループ全体としての完全定着を推進します。このよう

な活動の継続により設備事故は減少傾向となっていますが、2009年は簡易リフト（荷物専用）のワイヤー破断および研究設備における小火

が発生しました（人的被害なし）。2件の設備事故ともに非常に軽微なものでしたが、対策を確実に実施し再発防止に努めています。

地震への備え

昭和電工グループでは、既設の設備や建物の耐震性評価および対策を計画的に推進しており、2009年も継続して、大分コンビナートでは浮

屋根式危険物タンクの液面揺動対策、川崎事業所では事務所の耐震補強、護岸の補強工事を行いました。なお、化学プラントが集中する

これらの事業所においては、事業所内に設置した地震計により、大規模地震発生時にプラントが自動停止することで、被害を最小限に留め

るシステムが以前から構築されています。 また、事業所、本社、支店、研究開発センター全19拠点で緊急地震速報システムを導入していま

す。

MP（保全予防）情報の活用

昭和電工グループでは、社内の事故・トラブル・重大なヒヤリハット、および、対策事例のデータベース化を続けています。2009年はそれらの

内、2008年までに収集された約1,400件の情報を、活用の視点で整理し、設備設計・審査、保全計画策定、改良保全等の設備管理全般に活

かすべく、情報のブラッシュアップを開始しました。今後も創る安全活動との連動性を意識し、本活動を活性化させていきます。
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■ 休業災害度数率の推移

安全に強い職場と人づくり

設備･作業の不具合是正

安全管理レベルの向上（労働安全

衛生マネジメントシステム認定取得

拡大）

昭和電工従業員休業災害3件（08

年3件）、不休災害件3件（08 年0

件）発生

「創る安全チェックリスト」を活用し、

設備・作業改善を推進。

4事業所で労働安全衛生マネジメ

ントシステム認定取得。

【方針】

休業・不休災害ゼロ

【計画】

安全に強い職場と人づくり

設備･作業の不具合是正

安全管理レベルの向上（労働安全

衛生マネジメントシステム認定取得

拡大）

労働安全

昭和電工グループは労働災害の撲滅を図るため、「創る安全」活動を推進し

ています。この活動は、リスクアセスメントに基づく危険源の特定と改善によ

り、労災の未然防止を図 るもので、2008年より実施されています。

具体的には、過去の災害事例を参考に独自に作成した「創る安全チェックリ

スト」を活用するほか、主要事業場ではリスクアセスメントに重点をおいた労

働安全衛生マネジメントシステムの導入を進めており、2010年5月現在、9事

業場で認証を取得しました。

従業員休業災害件数は、2009年は4 件（昭和電工3件、グループ会社1件）、

2010年は5月現在1件（昭和電工）発生しています。危険源の特定と改善をす

べての事業場で進め、今後さらなる徹底を図ります。

※グループ会社範囲（2009年12月現在）：鶴崎共同動力、東京液化酸素、昭

和タイタニウム、信州昭和、昭和電工パッケージング、昭和アルミニウム缶、昭和電工堺アルミ、昭和電工エレクトロニクス、昭和エンジニア

リング、昭和高分子、昭和電工建材、ユニオン昭和、新潟昭和、昭和アルミ缶リサイクリングセンター、ハイパック、昭和炭酸

労働安全衛生関係表彰受賞一覧

受賞事業所名 受賞年月 種類

昭和電工エレクトロニクス（株） 2010年2月 厚生労働省無災害記録証（電気機械器具製造業・第二種）

大分コンビナート 2010年5月 平成22年日化協・JRCC安全表彰　 優秀賞

昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場 2010年5月 平成21年度日本アルミニウム協会　労働安全表彰優良賞
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大分コンビナート担当者の皆さん シャットダウンメンテナンス中の安全活動

大分コンビナート

日化協・JRCC安全表彰　 優秀賞受賞

2010年5月、大分コンビナートが第34回日化協・JRCCの安全表彰（ 優秀賞）を受賞しました。 大分コンビナートは、「心に根づいた

安全活動」をスローガンに、全従業員が安全活動を自分の問題として受け止めて実践することを目指し、「管理者の安全意識自己

評価表」による到達度把握、失敗事例の伝承、「怖さ体感教育」の実施、安全教育ビデオの自主制作など、独自の安全活動を積極

的に推進しています。また、4年ごとに行われる延べ就業者数20万人規模のシャットダウンメンテナンスも、協力企業との協同した安

全活動により、無事故無災害を達成しました。
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昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場の皆さん

昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場　

日本アルミニウム協会安全表彰

昭和電工エレクトロニクス（株）　

厚生労働省無災害記録証授与

昭和電工エレクトロニクス（株）は2010年2月、厚生労働省労働基準局長から「厚

生労働省第２種無災害記録証」を授与されました。

この記録証は、厚生労働省にて業種別に設定されている無災害記録（延労働時

間数）の基準をクリアした事業場に授与されるもので、無災害期間により1種～5

種まであります。昭和電工エレクトロニクス（株）は操業開始以来無災害を継続

し、無災害延べ労働時間（従業員休業）は2009年5月に第2種基準（電気機械器

具製造業）の10,500千時間を超えました。

昭和エレクトロニクス（株）

厚生労働省無災害記録証授与

昭和アルミニウム缶（株）

大牟田工場アルミ協・「労働安全表彰優良賞」を受賞

昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場は2010年5月、4年間の従業員休業・不休無災害を達成し、日本アルミニウム協会より「労働安

全表彰　優良賞」を受賞しました。

これは大牟田工場の従業員一人ひとりが力を合わせて「安全職場づくり」活動を続けてきた成果だと考えています。

大牟田工場の安全衛生活動は、年間安全衛生活動計画に則り、各職場単位で実施しています。数年前からヒヤリハット活動にリス

ク評価項目を加え、必要な対策を実施、安全パトロールにて是正処置を確認しています。

今後とも、工場長以下全員で気を引き締め、労働災害を防止するために、職場の不安全状態、不安全行動を見逃さず、必要な安全

対策を的確に実施し、安全衛生活動を推し進めていきます。
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アスベストについて

昭和電工グループのアスベストに関する状況については以下の通りです。

アスベストの使用状況について

昭和電工グループでは、アスベストを使用した製品の製造・販売を行っておりません。

昭和電工グループでは、化学プラントなど製造設備の一部にアスベストが含まれるシール材等を使用していますが、それらについて

はアスベストを含まない材質への代替化を進めています。

健康被害の状況について

これまで、直接・間接を問わずアスベストを取り扱ったことのある従業員に対しては、関係法令に基づいた健康診断を定期的に実施し

ています。従業員の健康被害は発生していません。

昭和電工グループ退職者に対してもアスベストの健康診断を実施するとともに、各種のご相談にも対応しています。退職者における

2009年度の労災認定者は5名です。従業員・退職者のご家族や近隣住民の方から、健康被害等の申し出はありません。
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コンプライアンス、教育、管理体制

の定着

安全性情報の収集・評価・提供（

REACH対応他）

化学物質関連の法違反・事故・災

害ゼロ

化学物質管理者を通じた法情報周

知・再教育を実施

GHS、REACH/CLP他、化学物質

規制への対応準備実施

【方針】

化学物質関連の法違反・事故・災

害ゼロ

【計画】

コンプライアンス、教育、管理体制

の定着

安全性情報の収集・評価・提供

（REACH/CLP対応他）

安全性情報

昭和電工グループは、国内すべての製品についてJISに準拠したラベル・MSDSを作成し、お客様に危険・有害性情報を提供しています。ま

たすべてのラベル・MSDSはGHS情報を追加したものへ改訂を進めています。

また、海外製品についても、各国規制に準拠したラベル・MSDSのGHS対応を推進しております。

さらに、化学物質の道路輸送時の事故に備えてイエローカードを作成しており、タンクローリー等での危険物輸送の際には、イエローカード

の常時携帯を徹底しています。

Japanチャレンジプログラム

Japanチャレンジプログラム（官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム）は、産業界と国が提携して既存化学物質の安全性

情報の収集をすすめ、化学物質の安全性について広く国民に情報発信することを目的とした活動です。

当社は2005年9月にスポンサー登録を行った中の3物質については、2009年までに安全性情報の収集・評価・報告を完了しています。

国際的な活動・動向

国際的な化学物質管理活動

昭和電工グループは、WSSD（持続可能な開発に関する世界首脳会議）で合意された、「2020年までに化学物質の生産と使用が人の健康と

環境に与える悪影響を最小化する」という目標達成に向け、ICCA（国 際化学工業協会協議会）での化学物質総合管理に積極的に取り組ん

でいます。

日化協で進めている、サプライチェーンを考慮したリスク評価・リスク管理を強化する、化学物質管理の新たな自主活動に参加し、製造、販

売および使用・消費の段階での情報収集や安全性評価など、化学製品管理（ProductStewardship）の強化を進めています。

※2002年の国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ（SAICM）決議に呼応する形で、人の健康及び環境に対して化学物質の製

造と使用がもたらす著しい影響を最小限にする、GPS（Global Product Strategy）という化学物質管理戦略への対応を、2020年を目標に行っ

ていきます。
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HPVプログラム

HPV（High Production Volume：高生産量化学物質の有害性評価）プログラムは、年間生産量が1,000tを超える既存化学物質について、安

全性データの収集と評価を行う活動です。 当社は有機化学物質のアリルアルコールをはじめ12物質について、本プログラムに協力していま

す。現在、9物質について評価が完了しています。

これらの安全性評価結果は、Japanチャレンジプログラムの成果とあわせて、MSDSなどの改訂に反映させるとともに、広く社会に発信してま

いります。

海外法規制

欧州連合におけるREACH規則、CLP規則の施行に対応し、日化協において、REACH対応部会メンバーとして各種活動に参加するとともに、

グループ会社を含めた各事業部、本社・海外スタッフ部門からなるREACH推進グループを中心に、REACH/CLPへの対応を進めています。

EU輸出製品のうち、REACH該当製品については、本登録に向けて、国内外のコンソーシアムに参画するなど、SIEF内での登録作業に取り

組みつつ、サプライチェーンでの情報収集に努めています。また、REACH対象外のEU輸出製品については、ハザード評価・サプライチェー

ンの情報交換を進め、CLP届出が必要な製品については期限内に対応を完了します。さらに、韓国・台湾・中国・マレーシア他、各国の新た

な法規制の動きに確実に対応していきます。
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CSRレポート2010 第三者検証を受けて

当社グループのCSRレポートは1997年に発行したレスポンシブル・ケア報告書を前身とし、2005年のCSRレポートへの衣替えを経て本年は

14回目の発行になりました。 その間、的確かつ正確な情報開示に努めて参りましたが、2006年からはさらなる情報の信頼性向上とレベル

アップを図る目的で第三者検証および第三者意見を頂戴して参りました。 昨年からはグローバルに保証業務を展開されているSGSグルー

プの第三者検証を受け、情報開示範囲も順次拡大してきております。

本年は、より多くの皆様に当社グループのCSRを知っていただくようにレポートをダイジェスト版とフルレポートの二本立てとしました。その

為、CSRレポート編集工程が複雑化する中で、審査員の皆様には精力的に検証・審査をいただきました。この場を通して厚くお礼申し上げ

ます。

当社グループのCSR活動はトップメッセージにもありますように、社員一人ひとりの「人間力」が担っています。この「人間力」を駆動力として

それぞれの事業活動を通して社会に貢献する「社会貢献企業の実現｝を世界中で進めていますが、ご意見にありますようにグローバルな情

報収集、およびその開示範囲には課題があります。

現在、来年からの新しい中期経営計画にあわせたグループCSR計画を立案中ですが、その中のキーワードはまさに「グローバル」と「多様

性」です。この中には、当社の活動に対する様々なステークホルダーの皆様との双方向の対話も織り込まれています。これらCSRの情報に

ついてより広く、系統的、統合的に報告するように取り組んでまいります。

当社グループのCSRのレベルアップには様々なステークホルダーの皆様のご意見が大変重要と捉えています。本レポートと共にサイト版

CSRレポートも含め、皆様の忌憚のないご意見を賜れれば幸いです。

昭和電工株式会社

代表取締役　専務執行役員

高リスク管理責任者

井本憲邦
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5S：整理、整頓、清掃、清潔、躾の総称で、5つの頭文字のSを 
とったもの。

BCP：事業継続計画（Business Continuity Plan）。自然災害や大
火災などの緊急事態に備える企業の危機管理の手法であり、事業
活動を早期に復帰させるための計画。

CO2ダイエット：昭和電工グループは2008年から温暖化防止
運動である「CO2ダイエット」の取り組みを開始。この活動のポイ
ントは、従業員各人がCO2削減の取り組みを宣言し、毎月の自己
評価を社内ネットで記録しながら行動レベルを向上させていくこ
とで、現在も労使協働で進行中。

CLP：分類・表示および包装。（Classification, Labelling and 
Packaging）

COD（化学的酸素要求量）：水中の被酸化性物質を酸化するた
めの酸素量を示したもので、代表的な水質の指標のひとつ。

Day of Caring：「Trident United Way」に参加している企業
がボランタリーに地域を支援するイベント。

GHS：化学品の危険有害性を一定の基準に従って分類し、その
結果をラベルやMSDSに反映させ、災害防止および人の健康
や環境の保護に役立てようとするシステムのこと。（Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals）

IR：投資家向け広報。（Investor Relations）

ISO：国際標準化機構と訳される民間ベースの国際専門組織。も
のやサービスの国際的な標準化を推進するために1947年に設立
された。1987年に品質管理・保証のためのISO9000シリーズを
制定し、1996年から環境規格ISO14000シリーズの制定を始め
た。2010年には社会的責任の規格ISO26000の発効が予定され
ている。（International Organization for Standardization）

ISO26000：あらゆる組織における社会的責任の基準を定めた
国際規格。基本となる7つの原則（説明責任、透明性、倫理的な行
動、ステークホルダーの利害の尊重、法の支配の尊重、国際行動規
範の尊重、人権の尊重）と、社会的責任に関係する7つの中核主題

（組織統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業履行、消費者課題、コ
ミュニティ参画および開発）を定めている。

MSDS：製品安全データシート。化学物質の名称、取り扱い・保管
上の注意事項、応急措置などを記載した書面で、化学品の供給者か
ら顧客に渡される資料のこと。（Material Safety Data Sheet）

NOx：燃料や廃棄物の燃焼時に空気中の窒素が酸化して発生す
る。光化学スモッグの原因になるともいわれている。

PCB：電気の絶縁性、耐薬品性が高く、電気機器の絶縁油、塗料や
ノンカーボン紙などさまざまな分野に用いられていた。発がん性
などがあり、現在は製造・輸入・使用が禁止されている。（ポリ塩化
ビフェニル化合物）

REACH：化学品の登録・評価・認可および制限に関するEUの規
則。（Registration, Evaluation, Authorization & Restriction of 
Chemicals）

SCM：資材の調達から製品の生産、在庫管理、配送、販売まで一連
の物と情報の流れ（サプライ・チェーン）を、情報システムを活用
して総合的に管理・コントロールする企業活動のこと。（Supply 
Chain Management）

SIEF：物 質 情 報 交 換 フ ォ ー ラ ム。（Substance Information 
Exchange Forum）

SOx：呼吸器への影響があり、燃料中の硫黄分などから発生する。

Trident United Way：サウスカロライナ州のバークレー郡、
チャールストン郡、ドーチェスター郡のコミュニティーを活性化
するために、教育、収入、健康に重点を置いて支援している非営利
団体。

イエローカード：危険な物質や有害な物質について、輸送関係者
や消防・警察等が事故時に取るべき措置方法を簡明に記述した緊
急連絡カードのこと。

エネルギー原単位：製造に要したエネルギー使用量を生産量で
割ったもの。この数値が低いほど効率よく生産していることにな
り、環境への負荷も少ない。

温室効果ガス：大気中に含まれている温室効果を有するガス。人
間の活動によって大量に排出されると地球温暖化の原因になる。
CO2、メタン、亜酸化窒素、フロン類などがある。太陽光で暖めら
れた地表面から放出される赤外線は、地球から熱を宇宙に逃がす
作用があるが、温室効果ガスはその赤外線を吸収し地球の温度を
上昇させる働きがある。

環境会計 :企業などの組織が環境に与える影響を可能な限り貨幣
によって測定・管理し、その成果を報告する手法。

キャリアプラン：自分の将来の「あるべき姿、ありたい姿」を描
き、その状態を実現するためにたてる計画のこと。

京都議定書：地球温暖化を防止するための国際条約。1997年京
都で開かれたCOP3で温室効果ガス排出量について数値目標を
国別に設定した。1990年対比の2008年〜2012年の間の日本の
削減目標は6%である。

用語解説
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緊急地震速報システム：気象庁が提供している地震の震源地と
規模（マグニチュード）から、当社各拠点における地震到達時刻と
震度を予測し、従業員に知らせるシステム。

グループ会社14社（2010年7月）：昭和電工一体となってRC
を推進している、鶴崎共同動力、東京液化酸素、昭和タイタニウム、
信州昭和、昭和電工パッケージング、昭和アルミニウム缶、昭和電
工堺アルミ、昭和電工エレクトロニクス、昭和電工建材、ユニオン
昭和、新潟昭和、昭和アルミ缶リサイクリングセンター、ハイパッ
ク、昭和炭酸。（昭和高分子は2010年7月に昭和電工に合併されま
した。2009年のRC実績は、グループ会社に含まれています）

コーポレート・ガバナンス：狭義には株主と会社の経営者との関
係と会社の意思決定・業務執行の仕組み・構造を意味するが、広義
には企業とその利害関係者（ステークホルダー）との関係を意味し、

「会社は誰のために存在するのか」という問題にも関わっている。

ステークホルダー：企業の事業活動によって影響を受けるか、
企業の事業活動に影響を及ぼすか、いずれかの個人または集団。
株主・投資家、従業員、顧客・消費者、取引業者・納入業者、行政機
関・行政官庁、非政府組織（NGO）などがある。

ゼロエミッション：排出される廃棄物をいかに処理するかでは
なく、それを再利用しあらゆる廃棄物をゼロにすることを社会全
体で目指す構想。資源とエネルギーをできる限り有効に使用し、
環境への排出（エミッション）をゼロ（排出ゼロ）に近づけ資源循
環型の社会を目指すもので、国連大学が1994年に提唱した。

全窒素：無機性窒素（亜硝酸イオン、硝酸イオン、アンモニウムイ
オンなど）と、有機性窒素（たんぱく質をはじめとする種々の有機
化合物中の窒素）の総量。

全りん：無機・有機のりん化合物の総称。生物に必須の元素である
が、環境中に過剰に存在すると、藻類の異常繁殖などを引き起こす。

第三者検証：環境報告書やサステナビリティ報告書の情報や
データに対し、その企業や団体から独立した組織が内容を検証す
ること。

デジタルタコグラフ：タコグラフは自動車に搭載される運行記
録用計器の一種。走行速度や運転時間を記録し、そのデータを把握
することで、ドライバーや管理者は安全運転や経済的な運転に役
立てることができる。デジタルタコグラフは従来の記録紙を利用
したタコグラフよりも、詳細で厳密なデータの記録や解析が可能。

特定荷主：年度間の貨物の輸送量が、3,000万トンキロ以上の荷
主。

度数率：労働時間100万時間あたりに発生した労働災害による
死傷者数の割合を示すもので、次の式で表される。
度数率＝（死傷者数/延べ労働時間）×100万

内部統制：業務の有効性および効率性、財務報告の信頼性、事業
活動に関わる法令等の遵守ならびに資産の保全の4つの目的が達
成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、
組織内のすべての者によって遂行されるプロセス。

ばいじん：燃料やその他のものの燃焼に伴い発生する、すすや固
体粒子のこと。

ヒヤリハット：ヒヤリとしたり、ハッとしたりするなど、事故や
災害には至らないものの、事故に直結してもおかしくない危険な
事例のこと。

法定雇用率：障害者雇用促進法で規定された、常用労働者数に対
する障害者の最低雇用率。民間企業や国、地方公共団体は、それぞ
れ決められた雇用率に相当する数以上の障害者を雇用しなければ
ならないとされている。56人以上の規模の民間企業では1.8%。

ボーキサイト残さ：アルミナ製造工程でボーキサイト鉱石から
アルミナを抽出したあとの不要物。

モーダルシフト：物流に際して環境の保全と輸送の効率化を図
るために、貨物の主要な輸送手段をトラックや飛行機から鉄道や
船舶に切り替えること。

有害大気汚染12物質：化学業界が自主管理をする目的で選定し
た有害大気汚染物質で、アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩
化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、ジクロロ
メタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,3-ブタジ
エン、ベンゼン、ホルムアルデヒド、エチレンオキサイドを指す。

輸送トンキロ：貨物の重さ（t）×運ばれた距離（km）

リスクアセスメント：事業場における危険性や有害性を特定し、
それによって生ずる恐れのあるリスクを見積もった上で、対策の
優先度を設定し、リスク低減措置の決定および記録を行う一連の
プロセスのこと。

レスポンシブル・ケア：化学物質を扱う事業者が、化学物質の開
発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイ
クルにわたって「環境・安全・健康」を確保し、その改善を図ってい
く自主管理活動。

労働安全衛生マネジメントシステム：組織が従業員の業務上
の労働安全衛生に関するリスクを洗い出して対策を立て、これを
実施することで、問題発生の可能性を低減させることを目的とし
ている。

ワークライフバランス：国民一人ひとりがやりがいや充実感を
持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活
などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じ
て多様な生き方が選実現できること。従来の「仕事と家庭の両立」
という表現から一歩進んで、企業の側が社員の能力をフルに引き
出し、仕事に集中し、成果をあげることができるような環境の整備
を求められるようになっている。
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