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地球温暖化や廃棄物の急増などの環境問題は、21世紀に早急に解決すべ

き重大な課題となっております。現在の便利で豊かな生活を維持しながら

社会全体が持続可能な発展を続けるために、産業界は一段と環境負荷の少

ない事業活動の実現と循環型経済システムの構築に取り組む必要があります。

昭和電工株式会社は、製品の開発・製造から廃棄に至る全ての過程で

「環境・安全・健康」に配慮するレスポンシブル・ケアに取り組んでおりま

すが、特に環境においては、省エネルギー、産業廃棄物の削減、再生資源

の活用、化学物質の排出管理、環境負荷の少ない製品の開発など多岐にわ

たる活動を展開しております。

本報告書は、2000年の環境をはじめとして、安全、健康を含むレスポンシ

ブル・ケア全般について活動状況と成果を具体的に記載したものです。

当社は、本年3月昭和アルミニウム株式会社と合併いたしましたが、技

術･研究開発における相乗効果を発揮して、環境負荷の少ない製品の開発な

どを更に促進して行きたいと考えます。

市民と従業員の安全と健康の確保および環境の保護を前提に事業活動を

行うことが、社会的責務であると認識し、レスポンシブル・ケアを推進し

てまいります。

2001年 9月
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レスポンシブル・ケアに関する行動指針

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

レスポンシブル・ケアに関する
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。以来、継

続して全ての部門がこの行動指針に基づいて活動しています。
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実施経過

1995年「レスポンシブル・ケアに関する
行動指針」並びに「レスポンシブル・ケアに
関する行動計画」を策定し、具体的な活動を
開始しました。以降現在に至るまで、継続的
な改善を図りながら活動を推進しており
ます。

推進体制

「レスポンシブル・ケア委員会」が中核と
なって、全社のレスポンシブル・ケアを推進
しています。また、関係会社へのレスポンシ
ブル・ケアの普及に努め、昭和電工グループ
としてレスポンシブル・ケアを推進していま
す。2001年3月に昭和アルミニウム（株）、
さらに同年7月に（株）ショウティックと合
併いたしました。2001年9月現在、本社、
6事業部門(16事業部、13事業所)、3支店、
研究所および関係会社20社の体制で、レス
ポンシブル・ケアを推進しています。

推進体制

レスポンシブル・ケアの実施経過
および推進体制

保安対策委員会

レスポンシブル・ケア委員会

監査室

事業部門(事業部、事業所、関係会社等)

レスポンシブル・ケア総括者
（推進委員会）

スタッフ部門(本社、支店、研究所等)

社　長

企画委員会

省エネルギー分科会

省資源・リサイクル分科会

廃棄物削減分科会

オゾン層保護および
温室効果ガス削減分科会

化学物質排出管理分科会

労働安全衛生分科会

事務局(環境保安部)



PDCA cycle
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PDCAのサイクル

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。

行動計画

5年毎に中期行動計画を策定し、それに基づ

いて毎年の行動計画を策定しています。

監査体制

●自己監査

事業場自らが実施状況を自己評価し、次年

度の目標、計画に反映させ、継続的改善を

目指しています。

●事業場監査

保安対策委員会が事業場での取り組み状

況を現地にて監査し、その結果をレスポ

ンシブル・ケア委員会が審議して全社の

経営方針、目標、計画に反映させています。

● 全体監査

監査室が全事業場の実施状況の集約結果を

監査しています。

▲

レスポンシブル・ケアの推進

経営者による見直し(Ａ)

内部監査／成果評価 (Ｃ)

▲ 実 施 (Ｄ)

行動計画 (Ｐ)

▲

経営方針
目標設定

▲

継続的改善

PDCA cycle

▲



レスポンシブル・ケアレポートの発行

事業全般におけるレスポンシブル・ケア推進

状況をご理解いただくために、レスポンシブ

ル・ケアレポートを作成し、発行しています。

また、ホームページにもレスポンシブル・ケ

ア推進状況について掲載しています。

ホームページ　 http://www.sdk.co.jp/

日本レスポンシブル・ケア協議
会への参加

日本レスポンシブル・ケア協議会の会員会社

として、各種検討グループに参加し、他社との

交流を深めて、レスポンシブル・ケアの輪を広

げています。また、協議会の活動を通じて、レ

スポンシブル・ケアに関する地域説明会、意見

交換会等に参加しています。

地域社会と手を携えて

昭和電工は、次のような地域活動を通して

地域に根ざした事業活動を行っています。

◆大分地区をはじめ、各コンビナート地区に

おけるレスポンシブル・ケア地域説明会

◆総合研究所(千葉市)におけるオープンラボ　　

(毎年開催)

◆事業所見学会の開催

◆体育館、グラウンド、クラブ等の施設

開放

◆地域との交流

(納涼祭への招待、町内会との意見交換会)

◆町内会行事への参加

(清掃活動、賀詞交換会、慰霊祭)

◆消防団活動への参加

◆地域団体行事への参加

(文化・体育祭、ボランティア活動、講演会)
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総合研究所におけるオープン・ラボ

社会とのコミュニケーション

川崎地区における

レスポンシブル・ケア地域説明会

秩父事業所と地域共催の夏祭



環境管理

環境保護に関する取り組みは、法遵守はもと

より、規制値に上乗せした自主管理値を設定し、

日常管理を強化しています。

また、ISO14001（環境マネジメントシス

テムの国際規格）による環境管理システムの取

得に全事業場で取り組んでおり、2001年 7月

までに 12事業場および関係会社12社(17事業

場)が認証を取得しました。

全事業場での取得をめざし、引き続き環境管

理のシステム化を推進していきます。
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環境会計

環境負荷低減や省エネルギーのため継続的に

投資を行なっており、それらの環境投資、費用

および効果を、環境会計としてまとめました。

2000年度は大分エチレンプラントの統合に

よる省エネルギー、川崎発電プラントの廃棄物

の有効利用拡大等を推進しました。

生産技術センター

大 町 事 業 所

川 崎 事 業 所

塩 尻 事 業 所

彦 根 事 業 所

大分コンビナート

秩 父 事 業 所

徳 山 事 業 所

小 山 事 業 所

総 合 研 究 所

会津事業所 東長原

堺 事 業 所

ISO１４００１取得事業所

(1997年)

(1997年)

(1997年)

(1998年)

(1998年)

(1998年)

(1999年)

(2000年)

(2000年)

(2000年)

(2000年)

(2001年)

(1997年)

(1997年)

(1998年)

(1998年)

(1998年)

(1998年)

(1998年)

(1998年)

(1998年)

(1999年)

(1999年)

(1999年)

(1999年)

(1999年)

(2000年)

(2001年)

(2001年)

昭和興産㈱

昭和エンジニアリング㈱

日本ポリオレフィン㈱

昭和電工プラスチックプロダクツ㈱

鶴崎共同動力㈱

太平洋液化水素㈱

日立エス・シー㈱

昭和炭酸㈱

昭和キャボットスーパーメタル㈱

昭和軽合金㈱

昭和アルミニウム缶㈱

昭和キャボット㈱

京浜事業所

大分事業所

大分工場

大分研究所

大分工場

大分事業所

技術・開発本部

川崎工場

四日市工場

東長原工場

彦根工場

千葉工場

下関工場

ISO １４００１取得関係会社

環境保護への取り組み

環境対策投資額（90年からの累計値）�

累計投資額（百万円）�
10,000�

8,000�

6,000�

4,000�

2,000�

0
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’00（年）�’99
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大気環境負荷の低減

● SOx(硫黄酸化物)、NOx(窒素酸化物)の削減のため、

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

◆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

● ダイオキシン法の対象施設は全て排出基準に

適合していることを確認しています。

ＳＯx 排出量の推移�

排出量（t／y）�
4,000�

3,000�

2,000�

1,000�

0
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’00（年）�’99

NOx 排出量の推移�

排出量（t／y）�
3,500�

3,000�

2,500�

2,000�

1,500�

1,000�

500�

0
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00（年）�

水質環境負荷の低減

COD(化学的酸素要求量) 等の水質環境負荷低

減のため、次のような対策を実施しています。

◆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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設備投資　　　経費�

事業エリア内コスト　　公害防止　　　　　349　　　　1,362�

　　　　　　　　　　　地球環境保全　　　212　　　　　210�

　　　　　　　　　　　資源循環　　　　　213　　　　1,344�

管理活動コスト　　　　　　　　　　　　　  40　　　　　246�

研究開発コスト　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　105�

社会活動コスト　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　  65�

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　161　　　　　109�

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　980　　　　3,441

コスト� 単位（百万円）�

金銭的効果　　　　　　省エネルギー　　　1,024�

　　　　　　　　　　　資源循環　　　　　　148�

　　　　　　　　　　　その他　　　　　　　　6�

　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　1,178

効果� 単位（百万円）�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1990年　　　  2000年�

環境負荷低減効果　　Sox        　　　　　3,484t　　　　1,739t�

　　　　　　　　　　Nox             　　　  3,278t   　　    2,212t�

　　　　　　　　　　COD　　　　     　    786t 　　         634t�

                                　エネルギー原単位　100％　　　　  86％�

　　　　　　　　　　廃棄物埋立処分量 17,351t               9,016t

2000年環境会計

COD排出量の推移�

排出量（t／y）�
1,000�

800�

600�

400�

200�

0
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00（年）�
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省エネルギーの推進

地球温暖化防止および資源保護の観点から、

省エネルギーを重要課題としてとらえています。

2005年の全社目標を定め、プロセスの見直

しや設備改造等により、省エネルギーを推進し

ています。

2000年は、大分コンビナートの省エネルギ

ー化および各事業所の生産性向上等により、

1999年に比べ約2％エネルギー原単位が向上

しました。

クリーンエネルギーの活用

内陸の事業所近傍に水力発電所を保有してお

り、その発電量は当社使用電力量の約30％を占

めています。

今後もこのクリーンエネルギーを大切にしてい

きます。

オゾン層保護＊1及び
温室効果ガス＊2 削減の取り組み

オゾン層保護の取り組みとして、オゾン層破

壊物質による洗浄、エアゾールを全面廃止する

とともに、温室効果ガスの削減を計画的に推進

しています。

また、代替フロン、炭化水素系洗浄剤等の代

替物質の開発並びにパーフルオロカーボン除害

装置の開発を行い、市場に提供しています。

広津水力発電所

＊1 オゾン層保護
クロロフルオロカーボン等のオゾン層破壊物質の排出を

抑制すること

＊2 温室効果ガス
地球表面からの赤外線を吸収し、その一部を地表に放射

するガス（炭酸ガス、メタン等）

エネルギ－原単位の推移（相対値：1990年基準）�

エネルギー原単位（％）�
120�

110�

100�

90�

80
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99’00 ’05�

目標�
（年）�

地球温暖化防止への取り組み
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省資源・リサイクルの推進

全事業場で省資源・リサイクルの活動に取り

組んでいます。

代表的な例として、アルミニウム缶回収の取

り組みでは、2000年の回収数量が1200百万

缶となり、1990年(基準年)の約130倍に達し

ています。

また、アルミニウム合金製造における回収ア

ルミニウム使用量は、1990年の約2倍に達し

ています。

廃棄物削減

廃棄物発生量の削減、再使用、再資源化によ

り廃棄物処分量を削減するため、

◆廃酸、廃アルカリの再資源化

◆廃油の燃料化（熱回収）

◆無機性汚泥の有効利用（セメント等）

等に取り組んでいます。

2000年の最終埋立処分量は、1990年（基

準年）の約半分に削減しました。

また、中間処理・最終処分場60箇所を査察し、

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。

循環型社会構築への取り組み

回収アルミニウム使用量の推移�

回収アルミ使用量比（％）�
260�

240�

220�

200�

180�

160�

140�

120�

100�

80
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00（年）�

最終埋立処分量の推移�

最終埋立処分量（t/y）�
18,000�

16,000�

14,000�

12,000�

10,000�

8,000�

6,000�

4,000�

2,000�

0
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99’00 （年）�’05

目標�

回収アルミ缶数の推移�

回収アルミ缶数（百万個）�
1,400�

1,200�

1,000�

800�

600�

400�

200�

0
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00（年）�
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地域の安全確保への取り組み

設備安全・保安防災

設備事故ゼロを目標に、各種の取り組みを

行っています。

新設・改造時には「環境・安全・健康」に関す

るリスクアセスメントを実施しています。

◆自主保安に向けての取り組み

◆設備の新設、改造時の事前審査の充実

◆リスク管理の計画的推進

◆地震対策の着実な実施

緊急時対応

万一の場合に備えて、日頃から対応訓練を

行っています。

◆緊急連絡網の整備

◆防災訓練の定期的な実施

◆コンビナート防災協議会への積極的参加

◆地震防災活動への参画

◆地域共同防災活動への参画 大分コンビナートの消防訓練

安全・防災投資額（90年からの累計値）�

累計投資額（百万円）�
3,500�

3,000�

2,500�

2,000�

1,500�

1,000�

500�

0
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00（年）�

彦根事業所と地域との合同消防訓練
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従業員の安全確保への取り組み

労働安全

昭和電工における労働災害は、長年の安全活

動の中で大きく減少してきました。

目標のゼロ災害に向けて、さらなる取り組み

を行っています。

◆安全行動規範に則った安全風土づくり

◆災害事例の活用による危険の芽の摘み取り

◆協力企業を含めた安全活動の展開

◆危険予知活動の推進

◆安全管理教育の推進

衛生・健康

業務上疾病の発生防止、心と身体の健康の保

持・増進に向けた施策の充実、さらに従業員自

らが行う健康づくりを支援しています。

◆整理・整頓の行き届いた明るく、快適な職　

場づくり

◆健康診断と健康指導の充実

◆メンタルヘルスケアの推進

◆スポーツと“歩け歩け運動”を基本にした健

康づくり

近江八幡地区をウォーキング

休業度数率の推移�

度数率�

全産業�

化学工業�

昭和電工�

12.0�

10.0�

8.0�

6.0�

4.0�

2.0�

0

’69 ’73 ’77 ’81 ’85 ’89 ’93 ’97 ’00（年）�

彦根事業所の鴨池
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化学物質の安全な取り扱い

PRTR＊1への取り組み

1996年以来、化学物質の排出・移動量の調

査結果を、自主的に（社）日本化学工業協会に

報告しています。昭和電工が取り扱っている

2000年度PRTR対象物質は86物質です。

化学物質の排出量削減の取り組みは、有害大

気汚染物質を優先的に行っています。2001年

までに全体として1995年対比60％削減を目

標に推進しています。

アセトアルデヒド�
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化学物質の安全管理は、レスポンシブル・ケアにおける中心テーマのひとつです。

昭和電工は、化学物質の安全な取り扱いのために、次のことを実施しています。
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HPV化学物質＊2・環境ホルモン
への取り組み

HPV化学物質は、年間の生産量が1,000トン

以上の既存化学物質のことです。これらの物質

のうち11物質について、安全性データの収集と

評価を行うOECD（経済開発協力機構）のプロ

グラムに参加しています。

外因性内分泌撹乱物質（環境ホルモン）とし

て懸念される物質について、当社は該当する物

質を製造しておりませんが、（社）日本化学工業

協会と連携して調査・研究を行っています。

＊ 1 ＰＲＴＲ
Pollutant Release and Transfer Registerの略。環境汚染

物質排出・移動登録制度のこと。化学物質を生産、使用・

貯蔵している各段階で、化学物質をどの程度環境中へ排出

しているかを把握し、報告(登録)する制度。

2001年4月より特定化学物質の製造、取り扱い事業者に適用さ

れる。

＊ 2 ＨＰＶ化学物質
High Production Volume (高生産量) 化学物質のこと。
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排出量（t）�
20�

15�

10�

5�

0
’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’01　（年）�’00

目標�

ホルムアルデヒド�

排出量（t）�
20�

15�

10�

5�

0
’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01　（年）�

目標�

また、有害大気汚染物質以外の化学物質につ

いても、削減計画を立て推進しています。
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ハザードアセスメントの実施　

ハザードアセスメントは、化学物質が本来の

性質としてどのような危険有害性を持つかを調

査・評価することです。

昭和電工は、新しい物質を取り扱うときや新

たな実験を行うときに、事前審査会を開催し、

物質のハザードアセスメントを実施しています。

安全性試験センターは、各種安全性試験の実

施、安全性データの収集と評価のために、総合

研究所の中に設置され、化学物質の総合安全管

理の中心的な役割を担っています。

リスクアセスメントの実施

リスクアセスメントは、物質本来が持ってい

る危険有害性に対し、その物質が実際に製造・

使用されるときに、ヒトや環境に与える影響を

評価するものです。

昭和電工は、化学物質を新規に製造・使用す

るときに、それぞれの事業場で事前審査会を開

催し、ハザードアセスメントおよびリスクアセ

スメントを行い、事故の防止に努めています。

生産技術センターは、生産技術の開発と応用

並びに新製品開発における技術開発を行うとと

もに、他事業場への技術支援やプロセス安全評

価技術の開発を行っています。

昭和電工は、これらのハザードアセスメント

およびリスクアセスメントを実施することによ

り、適切なリスク管理、リスク低減に努めてい

ます。

総合研究所

化学物質の安全な取り扱い
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製品安全への取り組み

品質保証管理

品質保証審査を確実に行い、品質保証管理を

徹底しています。

2000年の社内、顧客及び認証機関による品

質審査件数は、277回となりました。

当社は、ISO 9000シリーズ品質保証マネジ

メントシステムの認証を、2001年7月までに、

8事業所6事業部で取得しています。関係会社

では、39の事業場が取得しています。

大町事業所　　　　　　　　（1995年）

秩父事業所　　　　　　　　（1995年）

川崎事業所　　　　　　　　（1995年）

徳山事業所　　　　　　　　（1996年）

熱交換器事業部　　　　　　（1997年）

〃　　　　　　　 （2000年）

大分コンビナート　　　　　（1997年）

会津事業所　　　　　　　　（1997年）

押出品事業部　　　　　　　（1998年）

会津事業所東長原 （1999年）

塩尻事業所　　　　　　　　（1999年）

圧延品事業部　　　　　　　（1999年）

箔事業部　　　　　　　　　（1999年）

情報機器部品開発部　　　　（2001年）

ISO 9000シリーズ取得事業所・事業部

ISO 9000シリーズ取得関係会社

昭和電工は、「顧客における使用トラブル発生ゼロ」を確保するため、最新の安全性情報を収集・整

備し、顧客に提供しています。

日本ポリプロ（株） 水島工場　 （1993年）

ハイモールド・プライベート・

リミテッド （1993年）

昭和キャボットスーパーメタル（株）

東長原工場 （1994年）

（株）エス・ディー・エスバイオテック

横浜工場　 （1995年）

昭和電工カーボン（株） （1995年）

昭和電工エイチ・ディー（株） （1995年）

日本ポリオレフィン（株）

大分工場 （1995年）

川崎工場　 （1995年）

ユニオン昭和（株） 四日市工場 （1996年）

ハイモールド蘇州　　　　　　 （1997年）

ハイモールド・タイランド　　　 （1997年）

昭和ディー・ディー・イー製造（株）

川崎工場 （1997年）

昭和エンジニアリング（株） （1997年）

昭和炭酸（株） 川崎、四日市工場（1997年）

昭和電工プラスチックプロダクツ（株）

大分工場　　（1998年）

東京液化酸素（株） （1998年）

昭和高分子（株） 竜野工場　 （1998年）

伊勢崎工場 （1998年）

昭和タイタニウム（株） （1998年）

（株）メディックス昭和　　　　　 （1998年）

平成ポリマー（株） 福岡工場　（1998年）

茨城工場　（1998年）

奈良工場　（1999年）

柳川工場　（1999年）

ショウワ・アルミナム・コーポレーション・オブ・アメリカ （1998年）

昭和軽合金（株） （1999年）

昭和アルミニウム缶（株）

彦根工場　（1999年）

大牟田工場（2000年）

小山工場　（2000年）

新潟昭和（株） （2000年）

スカイアルミニウム（株） （2000年）

昭和電工建材（株） 本社　　 （2000年）

石岡工場　（2000年）

名古屋研磨材工業（株） （2000年）

ショウワ・アルミニウム・チェコ （2000年）

ショウワ・アルミナム・マニュファクチャリング・フィリピン（2000年）

ショウワ・アルミナム・タイランド （2001年）

ショウワ・アルミナム・マレーシア（2001年）
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MSDS＊1 の作成・提供

2000年4月から労働安全衛生法、また

2001年1月から毒物劇物取締法および化学物

質管理促進法（PRTR法）の対象となる化学物

質について、危険・有害性情報の提供が義務化

されました。

昭和電工は、MSDSが必要とされる製品

（713品目）について既にMSDSを作成・提供

しています。

2000年の顧客へのMSDS提供数は4,910件

です。

製品安全への取り組み

＊1 ＭＳＤＳ
Material Safety

Data Sheetの略。

化学物質の名称、

危険・有害性情報、

物理化学的性状、

取り扱い上の注意

事項、応急措置な

どを記載した書類。

製品安全データシ

ートともいう。化

学品の供給者から

消費者（顧客）に

渡される。



適正表示

物流業者や顧客が化学物質を取り扱う際の誤

りを避けるため、取り扱い者が一目で理解でき

る「絵文字の警告表示」を採用しています。

更に必要な情報について、ラベルに記述し、

容器に添付しています。

イエローカードの作成

化学物質の道路輸送時の事故に備えて、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ものが、イエローカード

です。危険な物質や有害な物質について作成し、

タンクローリー等の運転手に常時携帯させてい

ます。

2000年のイエローカードの作成・見直し件

数は234件です。

物流の環境負荷の低減

SCM＊1センターは、目標を掲げて物流の効

率化を推進しています。大量一括輸送、戻り

車の活用、物流拠点の効率化等により、燃料

使用量を削減し、環境負荷の低減に貢献して

います。

17

物流の安全確保

警告表示の例

イエローカードの例

＊1 SCM
Supply  Chain  Managementの略。

受注、原料調達、製造および出荷の一元管理

昭和電工は、「物流における環境・安全に係わるトラブル発生をゼロ」にするため、適正な表示の

実施、物流業者に適切な安全性情報の提供および教育を実施しています。また、物流の効率化（環境

負荷の低減）にも取り組んでいます。

有害性

引火性

混合禁止

火気厳禁

保護メガネ着用

保護手袋着用
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環境に配慮した製品・技術の開発

生分解性プラスチック

「ビオノーレ®」使用製品

燃料電池の「セパレーター、ポーラスカーボン」

昭和電工グループは、長年培った無機・有機の技術とアルミニウム加工技術を駆使し、環境に配慮

した新製品、新技術の開発に努めています。その中のいくつかの製品・技術を紹介します。

新製品

● 生分解性プラスチック「ビオノーレ®」

最先端を行く生分解性プラスチックです。

● 生分解性キレート剤「グルダ」

産業用洗浄剤等に使用される金属イオン封鎖

剤です。一般の活性汚泥処理設備で微生物

分解され、自然界でも経時的に生分解し

ます。

● 熱安定性ビタミン「ホスピタン®C」

成形餌、浮餌への使用により、水質汚濁の

防止に寄与しています。

● 燃料電池の部材

「セパレーター、ポーラスカーボン」

クリーンエネルギーの供給に寄与しています。

● パーフルオロカーボン除害装置

「クリーンエス®」

エレクトロニクス産業等で使用されているパ

ーフルオロカーボン等の温室効果ガスを分

解除去する除害装置です。

● 有機溶剤系洗浄剤「ソルファイン®」

脱フロン、脱塩素系洗浄剤です。

● アルミニウム構造材

土木・建築業界において、メンテナスフ

リー・長寿命設計による安心安全な社会 の

形成に寄与します。

有機溶剤系洗浄剤「ソルファイン®」

パーフルオロカーボン除害装置

「クリーンエス®」

エレベータ外枠に当社アルミニウム形材を使用した

高層ビル
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新技術

● 鉛フリーはんだ「ジャフィット®E」

独自の技術により開発したSn-Zn系の鉛フ

リーソルダペーストです。

●「スーパージャフィット®法」

はんだ付け材料から鉛を追放する画期的なは

んだ実装技術です。

●「自動車の軽量化」

カークーラー用SCコンデンサ・エバポレー

ター、サスペンションアーム部材のアルミニ

ウム使用による軽量化で、燃費が向上し、地

球温暖化防止に役立ちます。

●「エピクロルヒドリン新法」、
「酢酸新法」、「酢酸エチル新法」

いずれの製造方法もシンプルなプロセスであ

るため、エネルギー原単位に優れ、廃棄物が

極めて少ない特徴があります。

●「クリーンエス処理」

バルブ、配管等の表面にフッ化ニッケル不働

体膜をコーティングする技術で、半導体産業

における配管等に使用されています。

● 光触媒チタニア

「ジュピター®」、「ナノチタニア®ゾル」

独自の製法による高純度チタニア微粉で光触

媒機能を持つ製品群です。

脱臭機のフィルター等に用いられます。

「ジャフィット®Ｅ」技術使用のノート型パソコン

鉛フリーはんだ「ジャフィット®Ｅ」

アルミニウム製自動車部品

光触媒による脱臭
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海外事業および技術輸出

アジア、アフリカ、ヨーロッパ、北アメリ

カ、南アメリカなどで海外事業を展開してい

ます。

立地している国の「環境・安全・健康」に関す

る法律並びに基準等を十分遵守し、経済・社会

の発展に貢献しています。

化学製品の国際取引

化学製品の国際取引に際して、国際規則、手

続き、相手国の法令等を遵守するとともに、相

手国の言語で作成した安全性情報の提供を行っ

ています。

国際事業における取り組み

ショウワ・アルミナム・マレーシア

海外事業展開

海外関係会社

海外営業拠点
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昭和電工株式会社
〒105-8518 東京都港区芝大門一丁目13番9号
昭和14年 6月
1,104億51百万円（平成 13年 6月30日現在）
5,743名（平成 13年 6月30日現在）

大分コンビナート、徳山事業所、川崎事業所、横浜事業所、塩尻事業所、
大町事業所、会津事業所、堺事業所、彦根事業所、千葉事業所、小山事
業所、那須事業所、秩父事業所

大阪支店、名古屋支店、福岡支店

総合研究所（千葉、川崎、秩父）、生産技術センター（川崎）、
アルミニウム技術研究センター（堺、小山）

石油化学部門　　　（オレフィン、有機化学品）
化学品部門　　　　（ガス・化成品、特殊化学品）
電子・情報部門　　（HD・半導体、電子関連材料）
無機材料部門　　　（セラミックス、炭素・金属）
アルミニウム部門　（アルミニウム材料、アルミニウム加工品）

会社概要

社 名
本 社
設 立
資 本 金
従 業 員

事 業 所

支 店

研 究 所

主な事業内容

事業所

支　店

研究所

国内事業所・支店・研究所展開
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昭和電工株式会社　環境保安部

TEL  03-5470-3762
FAX  03-3434-1753
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