
環境・安全・健康への取り組み

レスポンシブル・ケアレポート



●本レポートの対象範囲：本レポートのデータは当社の全事業場の2001年1月～12月の実績を対象としています。

レスポンシブル・ケアとは
レスポンシブル・ケアとは、化学物質の開発から製造、流通、使用を経て廃棄に至る

全ライフサイクルにわたって「環境・安全・健康」に配慮し、

その改善を図っていく自主管理活動です。

また、「環境・安全・健康」とは地域環境を含む全地球的な

環境保全、保安防災、労働安全衛生、化学品安全の全てを包括する概念です。

RRCONTENTS

レスポンシブル・ケアに関する
行動指針……………………………………2

レスポンシブル・ケアの実施経過
および推進体制……………………………3

レスポンシブル・ケアの推進……………4

社会とのコミュニケーション……………5

環境保護への取り組み……………………6

地域の安全確保への取り組み………… 13

従業員の安全確保への取り組み……… 14

化学品・製品安全への取り組み……… 15

環境に配慮した製品・技術の開発…… 18

国際事業における取り組み…………… 20

会社概要………………………………… 21

レスポンシブル・ケアとは



'02 

CC
地球温暖化問題をはじめ身近な廃棄物問題など様々

な環境問題は、人類共通の課題であり、その計画的な

解決が求められています。本年9月には、10年ぶりに

ヨハネスブルグにおいて「地球環境サミット」が開催

され、持続可能な開発についての新たな「地球憲章」

が採択される見通しです。

国内では、「地球温暖化対策推進大綱」が改訂され、

産業、民生、運輸部門ごとの目標が設定されました。

また、廃棄物対策については、循環型経済社会を構築

するための法整備が進み、リデュース、リユース、リ

サイクルの具体的取り組みが開始されました。

当社は、温室効果ガスの削減のために前年比1％削

減を全社目標とする省エネルギーを推進してまいりま

したが、更に新大綱に定める目標達成に向けて諸対策

を実施していきます。また、発生量の削減、再資源化

などを中心に廃棄物対策を進めておりますが、特に

「アルミニウム缶リサイクル」については、レスポン

シブル・ケア（RC）委員会に専門の推進委員会を設

置して、昭和電工グループ全体の取り組みとして、活

動を強化いたしました。そのほか、安全・安定操業、

化学物質の排出量削減、環境に配慮した製品・技術の

開発など多岐にわたる活動を展開しております。

本レポートでは、2001年におけるRC全般の活動状

況と成果についてご紹介しておりますが、今後とも当

社のRC活動にご理解をいただくために、情報公開と

コミュニケーションに努めてまいります。

皆様の率直なご意見をお寄せいただければ幸い

です。

2002年7月

取締役社長

ごあいさつ
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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。



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 、 研究開発センター等 )

社　長 

RC企画委員会 

ア ルミ 缶 リ サ イ ク ル推進委員会 

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 (環境安全部 )
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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。

2002年6月現在の推進体制は、本社、

5事業部門(15事業部、11事業所)、3支店、

研究開発センターおよび関係会社18社で構

成されております。

2001年10月にアルミ缶リサイクル推進

委員会をレスポンシブル・ケア委員会に設

置し、昭和電工グループ全体のアルミニウ

ム缶リサイクルの取り組みを強化いたしま

した。

レスポンシブル・ケアの実施経過
および推進体制

推進体制

レスポンシブル・ケア委員会



レスポンシブル・ケアの推進
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● 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。

監査体制

継続的改善

PDCA cycle
経営方針
目標設定

内部監査／
成果評価(C)

経営者による
見直し (A)

行動計画 (P)

実施 (D)
▲

▲

▲

▲

▲

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。

事業場監査（書類）

事業場監査（現場）



社会とのコミュニケーション

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、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、

レスポンシブル・ケア地域対話等に参加して

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、川崎、徳山など各地区におけるレ

スポンシブル・ケア対話集会

◆研究開発センター（千葉市）におけるオー

プンラボ（毎年開催）

◆近隣地区、学校との連携によるアルミ缶

回収活動

◆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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研究開発センターにおけるオープン・ラボ

第3回大分地区レスポンシブル・ケア地域対話

秩父事業所と地域共催の夏祭 アルミ缶回収イベント

徳山事業所と
地域共催の夏祭



環境保護への取り組み
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PRTR

有害大気汚染物質排出量の削減

PRTR（ Pollutant Release and

Transfer Register）とは、環境汚染物質排

出・移動登録制度のことで、事業者が化学物

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、大気・水域・土壌・廃棄

物へ排出しているかを把握し、報告する制度

です。

1999年、化学物質管理促進法（PRTR

法）が成立し、事業者は法で指定された

354物質について前年度の排出・移動量を

調査し、2002年から国に報告することに

なりました。

2002年、当社が国に報告した物質数は

57物質です。

一方1996年以来、当社は自主的にPRTR

の調査結果を（社）日本化学工業協会（日化協）

に継続して報告しています。

2002年（2001年度の実績）は、PRTR法

対象物質を含む480物質について排出・移

動量の調査を行い、91物質の結果を日化協

へ報告しています。

当社は、年間排出量が10トンを越える化

学物質について、事業場毎に削減目標を立て

自主削減に取り組んでいます。

当社は、有害大気汚染物質のうち化学業界

が選定した12物質＊について、自主管理計

画を策定（1999年を基準年とし、2003年

度末までに30％削減）し、優先的に排出量削

減の取り組みを進めています。

このうち、当社が取り扱う9物質の2001

年総排出量は約360トンで、昨年より約

200トン増加しました。これは製品の生産

量増加に伴いジクロロメタンの使用量が増加

したこと及び昭和アルミニウム株式会社との

合併に伴う増分によるものです。

今後、代替物質への転換、回収・リサイク

ル率の向上等を一層推し進め、2003年度

末の削減目標達成に向け、着実な自主削減を

進めていきます。

大  気 

337.9 

48.8 

68.0 

─ 

0.1 

14.0 

10.5 

9.2 

9.1 

7.2

ジクロロメタン 

メチルアルコール 

酢酸エチル 

リン及びその化合物 

ホウ素及びその化合物 

プロピルアルコール 

ベンゼン 

ナフタレン 

アクリロニトリル 

アンモニア 

 

水  域 

0.1 

30.4 

6.9 

25.0 

14.3 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

土  壌 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

合  計 

338.0 

79.2 

74.9 

25.0 

14.4 

14.0 

10.5 

9.2 

9.1 

7.2

排出量（トン／年） 
物質名称 

145 

 

 

 

304 

 

299 

 

7

21 

207 

113 

259 

251 

190 

199 

151 

68 

227

75-09-2 

67-56-1 

141-78-6 

 

 

71-23-8 

71-43-2 

91-20-3 

107-13-1 

7664-41-7

PRTR法 
政令番号 

日化協 
物質番号 

CAS No

日化協PRTR対象物質の調査結果（2001年） 

 

※上記の表は当社が2001年に排出した物質のうち排出量の多い上位10物質についてまとめたものです。
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＊12物質とは、（社）日本化学工業協会が自主管理を進め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いいます。

アクリロニトリル 

排出量（t） 
25 

20 

15 

10 

5 

0
’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’03
（年） 目標 

アセトアルデヒド 

排出量（t） 
25 

20 

15 

10 

5 

0
’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’03
（年） 目標 

クロロホルム 

排出量（t） 
10 

8 

6 

4 

2 

0
’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’03
（年） 目標 

トリクロロエチレン 

排出量（t） 
25 

20 

15 

10 

5 

0
’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’03
（年） 目標 

0t 
↓ 

0t 
↓ 

ジクロロメタン 

排出量（t） 
500 

400 

300 

200 

100 

0
’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’03
（年） 目標 

テトラクロロエチレン 

排出量（t） 
10 

8 

6 

4 

2 

0
’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’03
（年） 目標 

ベンゼン 

排出量（t） 
25 

20 

15 

10 

5 

0
’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’03
（年） 目標 

ホルムアルデヒド 

排出量（t） 
25 

20 

15 

10 

5 

0
’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’03
（年） 目標 

1,3-ブタジエン 

排出量（t） 
25 

20 

15 

10 

5 

0
’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’03
（年） 目標 

有害大気汚染物質排出量の推移
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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

● 2001年は昭和アルミニウムとの合併に

より3事業所の排出量が加わり、NOxな

どがやや増加しました。

● ダイオキシン法の対象施設については、

現行の排出基準に適合していることを確

認しています。

水質環境負荷の低減

ＣＯＤ（化学的酸素要求量）、窒素、りん等

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。

◆ 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

ＳＯx 排出量の推移 

排出量（t／y） 
5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’01（年） ’00’99

NOx 排出量の推移 

排出量（t／y） 
5,000 

 

4,000 

 

3,000 

 

2,000 

 

1,000 

 

0
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’01（年） ’00

ばいじん排出量の推移 

排出量（t／y） 

’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’01（年） ’00’99

1,000 

 

800 

 

600 

 

400 

 

200 

 

0

COD排出量の推移 

排出量（t／y） 

’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’00’99 ’01（年） 

1,400 

1,200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

0

全りん排出量の推移 

排出量（t／y） 
100 

80 

60 

40 

20 

0
’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’00’99 ’01（年） 

全窒素排出量の推移 

排出量（t／y） 

’90 ’91 ’93’92 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’00’99 ’01（年） 

1,400 

1,200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

0

環境保護への取り組み



環境管理

当社の環境管理への取り組みは、規制値

を上回る自主管理値を設定し、法を上回る

日常管理をしています。

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

の構築に全事業場で取り組んでおり、

2002年5月までに11事業場および関係会

社12社（16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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信州事業所　大町 (1997年)

川崎事業所 (1997年)

信州事業所　塩尻 (1998年)

彦根事業所 (1998年)

大分コンビナート (1998年)

秩父事業所 (1999年)

徳山事業所 (2000年)

小山事業所 (2000年)

研究開発センター

分析物性センター (2000年)

安全性試験センター

会津事業所　東長原 (2000年)

堺事業所 (2001年)

昭和興産㈱ (1997年)

昭和エンジニアリング㈱ 京浜事業所 (1997年)

大分事業所 (1998年)

昭和アルミエクステリア㈱ (1998年)

昭和電工パッケージング㈱ (1998年)

日本ポリオレフィン㈱ 大分工場 (1998年)

昭和電工プラスチックプロダクツ㈱ 大分工場 (1998年)

鶴崎共同動力㈱ (1998年)

太平洋液化水素㈱ (1998年)

昭和炭酸㈱ 技術・開発本部 (1999年)

川崎工場 (1999年)

四日市工場 (1999年)

昭和軽合金㈱ (1999年)

昭和アルミニウム缶㈱ 彦根工場 (2000年)

昭和キャボット㈱ 千葉工場 (2001年)

下関工場 (2001年)

ISO１４００１取得事業所 ISO１４００１取得関係会社

ISO14001登録証（信州事業所　大町）
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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、アルミ缶リサイクル推

進委員会が中心となり、アルミニウム缶の回

収に取り組んでいます。2001年の回収数は

15億6千万缶と、1990年（基準年）の約

170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倍の水

準を維持しています。

廃棄物削減

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、有効利用の取り組みを進

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）

◆ ボーキサイト残渣の発生量削減

2001年の最終埋立処分量は、1990年

（基準年）の約44％まで削減しました。

また、中間処理・最終処分場84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。

回収アルミニウム使用量の推移 

回収アルミ使用量比（％） 
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最終埋立処分量の推移 
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回収アルミ缶数の推移 

回収アルミ缶数（百万個） 
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環境保護への取り組み

回収量の多い上位者は、表彰を行います、 
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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。

2001年のエネルギー原単位は、1990年

（基準年）と比較して約86%まで削減してい

ます。

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

20％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。

湯野上発電所

＊1 オゾン層保護とは、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 温室効果ガスとは、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（二酸化炭素、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（％） 
110 

100 

90 

80
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目標 
（年） 

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、エアゾールの使用を全

面的に停止し、冷媒等については代替物質へ

の転換を計画的に進めています。

温室効果ガス削減の取り組みとして、一酸

化二窒素（亜酸化窒素、N2O）および代替フロ

ン等（HFC、PFC、SF6）については、製造、

充填工程の排出抑制対策を計画的に推進して

います。

なお、当社は代替フロン、炭化水素系洗浄

剤等の代替物質の開発、PFC除害（分解）装

置、医療用亜酸化窒素分解処理システム等の

開発を行い、市場に提供しています。

オゾン層保護＊1及び温室効果ガス＊2削減の取組み
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環境会計

当社は、環境負荷低減や省エネルギーのた

め継続的に投資を行なっており、それらの環

境投資、費用及び効果を、2000年度から環

境会計として評価しています。

2001年度は大分、横浜、小山などの事業

所で、蒸気削減、熱回収及び省電力などの投

資を行っています。資源循環に関わる有価物

の売却額及び廃棄物削減による処理費用削減

額は昨年並みです。

大気、水質、廃棄物などについて環境負

荷低減の効果が得られています。

環境投資額（90年からの累計値） 

累計投資額（百万円） 
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地球環境保全 

資源循環 

 

 

 

 

 

合　計 
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その他　　　　　　　　　　    　  54 

合　計　　　　　　　　　　　　479

金銭的効果 単位（百万円） 
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ばいじん 
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全窒素 
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廃棄物埋立処分量 
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2001年 

1,371t 

1,778t 
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33t 

6,700t 

85％ 

環境負荷低減効果  
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─ 

2001年の合併 
による増分 

 

 

1,452t 

2,777t 

240t 
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622t 

34t 

7,616t 

─ 

2001年 
総排出量 

環境負荷低減効果 

2001年環境会計

環境保護への取り組み



地域の安全確保への取り組み
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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。

◆ TPM等の活動を推進し、設備の不具合

改善、危険度低減につとめています。

◆リスク管理及び地震対策を計画的に推

進しています。

◆大分コンビナート・エチレン製造設備

の自主保安への取り組みに対して高圧

ガス保安法に基づく経済産業大臣認定

（完成・保安検査実施者）を取得いたし

ました。

緊急時対応

万一の場合に備えて、日頃から緊急時対応

の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

川崎事業所の防災訓練

安全・防災投資額（90年からの累計値） 

累計投資額（百万円） 
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彦根事業所と地域との合同消防訓練



従業員の安全確保への取り組み

安全表彰

各事業場は労働安全成績の向上を目指し諸

活動を展開してきましたが、これら推進過程

の中で各種の賞を受賞しています。

2001年度には次の受賞がありました。

厚生労働大臣優秀賞 ：徳山事業所

労働基準監督署長無災害記録賞：秩父事業所

昭和電工グループ安全優秀事業場

（無災害1万日達成）：

（株）エス・ディー・エス　バイオテック
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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

◆ はさまれ巻き込まれによる重大災害に対

応し、特別安全プロジェクト活動による

再発防止対策

◆協力企業を含めた安全活動の展開

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 
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徳山事業所が厚生労働大臣優秀賞を受賞



化学品・製品安全への取り組み
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化学物質の事前評価

当社では、新たに化学物質を製造・使用す

るときや新たな実験を行うときには、それぞ

れの事業場で安全審査会を開催し、ハザード

およびリスクアセスメントを行うことによ

り、化学物質のリスク管理・リスク低減に努

めています。

ハザードアセスメントとは化学物質固有の

危険有害性を調査・評価することです。また、

リスクアセスメントとはその物質の取扱いに

よるヒト健康影響や環境影響について定量的

に評価することです。

安全性情報の収集

化学物質の安全な取り扱いのためには、各

種の安全性情報を収集することが必要です。

安全性試験センターでは、各種安全性試験

の実施、データベース等を利用した安全性情

報の収集と評価を行っています。

ＨＰＶ化学物質・環境ホルモン・LRI

当社は、年間生産量が1000トンを越え

るHPV（High Production Volumeの略）既

存化学物質の安全性データの収集と評価を行

うICCA（国際化学工業協会協議会）HPVイニ

シアティブに積極的に参加しています。参加

表明した物質は13で、このうち1物質はリ

ーダーカンパニーとして国際コンソーシアム

を作り、評価文書作成等に取り組んでいます。

環境ホルモン（外因性内分泌撹乱物質）とし

て懸念される物質については、現在該当する

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・研究等に取り組ん

でいます。また、LRI（The Long-range

Research Initiativeの略、日米欧の化学産

業界が進めている化学物質の健康・安全・環

境に与える影響に関する自主的長期研究計

画）にも参加しています。

化学物質の総合安全管理を担う研究開発センター、安全性試験センター、分析物性センター（千葉市）
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ＭＳＤＳ（製品安全データシート）

MSDS（Material Safety Data Sheetの

略）とは、化学物質の名称、有害性情報、物

理的・化学的性質、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消費者（顧客）に渡される

資料です。

当社は、法律でMSDSの提供が義務付け

られている化学物質だけでなく、ほぼ全て

の製品についてMSDSを作成し、顧客に提

供しています。

MSDSの様式はJISに準拠した（社）日本化

学工業協会の作成指針に基づく様式を採用

しています。

品質保証管理

品質保証については、社内及び社外から

の品質監査により、その信頼性を確認してい

ます。

当社は、全ての事業所で国際品質保証規

格であるISO9000シリーズの認証を取得

し、品質管理に取り組んでいます。

関係会社では、43の事業場が取得してい

ます。

信州事業所（大町） （1995年）

秩父事業所 （1995年）

川崎事業所 （1995年）

徳山事業所 （1996年）

大分コンビナート （1997年）

ショウティク事業部 （1997年）

熱交換器事業部（自動車） （1998年）

押出品事業部 （1998年）

会津事業所　東長原 （1999年）

信州事業所（塩尻） （1999年）

圧延品事業部 （1999年）

熱交換器事業部（電算機） （2000年）

アルミ機能材事業部 （2001年）

エレクトロニクス開発部SC部 （2001年）

横浜事業所 （2002年）

ISO9000シリーズ取得事業所・事業部

化学品・製品安全への取り組み
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警告表示

物流業者や顧客が化学物質の誤った取り扱

いを避けるため、取扱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

イエローカードとは、化学物質等の道路輸

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

述した緊急連絡カードです。

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。

物流における環境負荷の低減

ＳＣＭ(Supply Chain Management)セ

ンターが、受注、原料調達、製造及び出荷を

一元管理し、製品の輸送にあたって環境負荷

の低減や燃料使用量の削減のため、大量一括

輸送、戻り車の活用、物流拠点の効率化等を

推進しています。



環境に配慮した製品・技術の開発
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昭和電工グループは、長年培った無機化学・アルミニウム加工技術と有機化学技術を融合させ、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・新技術

● 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、メンテナンス

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。

● 鉛フリーアルミニウム快削合金

成分として鉛を含まず、しかも切屑処

理性に優れた合金です。

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」 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®PF」

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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● 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。

● 余剰麻酔ガス分解処理システム
「アネスクリーン」

亜酸化窒素（笑気ガス）と揮発性麻酔薬の

余剰麻酔ガスを分解・吸着除去する装置

です。

● フッ素発生機「エフ・ジェネ®」
フッ素を吸脱着させることにより、フッ

素ガスの発生と再生が繰り返しできる装

置です。

●「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

不導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。

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

「エフジェネ®Ｅ」



国際事業における取り組み
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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。

ショウワ・アルミナム・コーポレーション・オブ・アメリカ

（オハイオ州）

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12月末日現在）
5,594名（平成13年12月末日現在）

大分コンビナート、徳山事業所、川崎事業所、横浜事業所、
信州事業所、会津事業所、堺事業所、彦根事業所、千葉事業所、
小山事業所、秩父事業所

大阪支店、名古屋支店、福岡支店

研究開発センター（千葉、川崎、秩父、小山）、生産技術センター、
分析物性センター、安全性試験センター、加工技術開発センター

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　　（ハードディスク、化合物半導体、特殊ガス、

レアアース、その他電子関連材料）
無機材料部門　　　（セラミックス、炭素・金属）
アルミニウム部門　（アルミニウム圧延品、アルミニウム押出品、

アルミ二ウム機能材、熱交換器、ショウティック）

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

本社・支店

研究所

国内事業所・本社・支店・研究所展開



本報告書は再生紙を使用しています。

本レポートに関するお問合せ先

昭和電工株式会社　環境安全部

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

E-mail Sdk_Environment&safety@sdk.co.jp 
ホームページ http://www.sdk.co.jp/


