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社会貢献企業の第一歩は、 

お客様に喜ばれる製品を提供すること 

磯部　まず昭和電工グループにおける、CSR（※1）

の位置づけについてお聞かせください。 

高橋　2005年に私が社長に就任したとき、“社会か

ら評価、信頼される企業グループをめざそう”と言い

ました。当時はまだCSRという言葉は前面に押し出

していませんでしたが、意識は同じですね。特に最近は、

企業も社会の一員であることが強く求められるよう

になり、企業もそれを意識しなくてはならない時代に

なっています。こうした流れの中で、一昨年からあら

ためてCSRを掲げ、組織づくりも含めて本格的な取

り組みをスタートしましたが、いいタイミングだった

のではないかと考えています。 

磯部　グループがめざす目標を「社会貢献企業」とし

ましたね。 

高橋　2006年にスタートしたグループの3カ年中

期経営計画「プロジェクト・パッション」の中で、

2010年までに我々がめざす姿を「社会貢献企業」

と定めました。これは“社会から認められる企業グル

ープになる”ということです。そして、それを実現す

るためには、日頃から企業として社会的責任を果たし

ていくこと、つまりCSR経営が欠かせません。 

石居　私たちが「社会貢献企業」となるためには、何

を行うべきなのでしょうか？ 

高橋　いろいろあり

ますが、中心となるの

は、“社会に貢献でき

る製品づくり”でしょう。

ただ我々のビジネス

はB to B（※2）なの

で、社会貢献といって

も具体的なイメージを持ち

づらいかもしれません。です

から、まずは直接のお客様で

あるメーカーさんなどに、「昭

和電工グループの製品はい

いね」と言っていただける製

品を数多く作ること。その結

果として、当社グループの素

材や部材が使われている商

品が消費者の皆様の役に立ち、

生活を豊かにすることで社

会に貢献していく。そのため

には、お客様と綿密なコミュ

ニケーションをとり、自動車

や電機製品などの最終的な商品を常に念頭において、

製品づくりを進めることが大切だと思っています。 

 

グループ全体にCSRを浸透させた2006年 

磯部　これまでのCSRの取り組みと、それに対する

社長の評価をお聞かせください。 

高橋　以前は、まず経営理念があって、企業行動規範

や企業行動指針があって、レスポンシブル・ケア（※3）

があってというように、必要に応じて理念や規範・指

針を掲げて経営を行ってきました。基本的にこれらは

変わらないのですが、社会との結びつきをより強めよ

うという思いで、CSRという大きな傘の下にこれらの

理念・規範と活動をまとめました。そして、こうした姿

勢を社内外にきちんとした形で示そうと、2005年に

グループのCSR活動を統括する「CSR会議」を起ち

上げ、さらに日々のCSR活動を推進する事務局とし

て「CSR室」を設けました。 

磯部　2006年がCSR活動の実質的な1年目でした。 
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人間力を活かして、「社会貢献企業」をめざします 

トップインタビュー 

石居 香菜子 
1997年入社。昭和アルミニウム缶株式会社 企画管理部で総務全般のほか、同社広報誌編集も担当。 

昭和電工グループが、CSRを経営の最上位に位置づけ、新たな体制で 

実践的な取り組みをスタートしたのは2006年。 

そこで、2年目を迎えたCSR活動の現状と今後の課題について、グループのトップである 

昭和電工株式会社 代表取締役社長、高橋恭平にインタビューを行いました。 

聞き手は、昭和電工株式会社 CSR室長の磯部裕次と、グループの従業員を代表して 

昭和アルミニウム缶株式会社 企画管理部の石居香菜子です。 
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昭和電工グループの個性的な製品・技術 

こんなところに ＳＨＯＷＡ ＤＥＮＫＯ！ 

 

2006年の事業トピックス 

 

ＳＰＳ改革活動 

 
連結中期経営計画「プロジェクト・パッション」進捗状況 

個性派製品・技術を創造する「社会貢献企業」をめざして 

 

 

 

■  コーポレート・ガバナンス 

■  企業倫理とリスク管理 

■  CSR計画と実績 

■  レスポンシブル・ケア マネジメント 

■  レスポンシブル・ケア行動計画 

 

■  お客様とのかかわり 

■  社会とのかかわり 

■  株主・投資家とのかかわり 

■  パートナーとのかかわり 

■  従業員とのかかわり 

 

■  環境会計 

■  資源の利用と環境の負荷 

■  地球温暖化防止の取り組み 

■  化学物質排出量削減の取り組み 

■  大気環境への配慮 

■  水質環境への配慮 

■  土壌・地下水汚染対策 

■  廃棄物削減の取り組み 

■  保安防災の取り組み 

■  労働安全衛生の取り組み 

■  化学品安全の取り組み 

■  マネジメントシステム取得事業場 
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［当レポートの報告対象範囲］ 
●本文中の記述 
・「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非上場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 
・昭和電工連結の値です。 
●環境パフォーマンスデータ 
・昭和電工単体の値です。 
・グループ会社を含む場合は、対象範囲を各データに記載しています。 
●報告対象期間 
・2006年1月1日～12月31日 
「CSRの取り組み」「ステークホルダーの皆様とともに」の記事は、2007年3月31日までの情報を付加しています。 
●発行 
・2007年7月（次回発行は2008年7月を予定） 

［参考としたガイドライン］ 
●GRI「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「環境報告書ガイドライン2003年度版」 
 

昭和電工株式会社 代表取締役社長  

高橋 恭平 
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磯部 裕次 
1972年入社。総務、人事、営業などを経て、1997年より総務室。総務全般および企業倫理委員会事務局。2007年よりCSR室長。 

高橋　CSR活動の目標について、1年目は「浸透」、

2年目は「定着」、3年目は「発展」とステップアップさ

せていく計画を立てました。昨年はCSRの浸透の1

年でした。 

石居　社長から見て、浸透の成果はいかがでしたか？ 

高橋　確実に浸透しつつあると感じる一方で、まだま

だ理解の足りない部分もあります。従業員の意識調

査の結果を見ても、私が期待するレベルまで理解が

至っていなかったり、理解はしていても行動に表れな

かったりというギャップがあります。これを埋めていく

には、時間をかけて従業員とコミュニケーションをと

っていく必要があると思っています。こういうことは

地道に積み重ねていくことが大切です。 

一方で、新会社法や金融商品取引法の施行に合わせ、

企業統治と内部統制の体制づくりは着実に進めるこ

とができました。 

 

「攻めのCSR」と「守りのCSR」の 

両立をめざして 

高橋　私はCSRには「攻め」と「守り」が必要と考え

ています。2006年は、「攻め」をイメージしながら、「守

り」を徹底することを意識していました。 

石居　具体的にはどういうことでしょうか？ 

高橋　「攻めのCSR」というのは、企業価値を高める

活動です。例えば、いい製品を作るとか、積極的に環

境保全活動を行うなどですね。反対に「守りのCSR」

というのは、コンプライアンスの徹底をはじめ、企業と

しての信頼を崩さないようにすること。事故や法令

違反などの不祥事を起こしてしまうと、

企業として積み上げてきたものが一

挙に崩れてしまいます。昨年はこうし

たトラブルを出さないように「守りの

CSR」を非常に強く意識しました。 

磯部　リスクマネジメントの考え方で

すね。 

高橋　リスクマネジメントは、CSRを

実践する上できわめて大きなファク

ターです。それで「守りのCSR」をしっかり行うために、

今年「リスク管理委員会」を設置し、その統括責任者

としてCRO（Chief Risk Management Officer）

という役職を新設しました。 

石居　「守り」を固めた上で「攻め」があるのですね。 

高橋　社会の信義にもとるようなことは絶対にやら

ない。その上で、市場のニーズに適う、あるいは市場

をリードできる製品を作っていく。つまり、「守りの

CSR」と「攻めのCSR」をバランス良く実践していく

ことが、当社グループがめざす「社会貢献企業」へつ

ながります。 

 

個性的な製品づくり、 

社会とのコミュニケーション 

磯部　CSR関連の具体的なトピックスをご紹介くだ

さい。 

高橋　「第6回（2006年度）グリーン・サステイナブル

ケミストリー賞経済産業大臣賞」（※4）を受賞しました。

CSR活動を開始した年に私たちの製品・技術が化学の

産学界の仲間から評価されたことは、技術者だけでは

なくグループ全体の喜びです。 

また、東京証券取引所から「ディスクロージャー表彰」

（※5）をいただきました。こうした歴史ある賞を、直

接的には市場に製品を持たない我々が受賞できたこ

とは、日頃の活動が認められたという意味でも大変嬉

しいですね。 

石居　情報開示や共有化はCSRにとって重要ですね。 

高橋　もちろんです。例えば、当社グループの外国人

従業員比率は40％にのぼります。そのため、今年か

ら当社グループ広報誌で英語版の発行を始めました。

外国人従業員ともきちんと情報を共有し、コミュニケ

ーションを図ることを目的に作ったのですが、大変好

評です。 

石居　昭和アルミニウム缶もそうですが、グループ会

社や各事業所では、地域の美化・清掃活動へ積極的に

参加するなど社会の一員としての活動やコミュニケ

ーションを大切にしています。 

高橋　当社グループは国内外に多くの生産拠点をも

っています。地域の皆様から信頼をいただくため、ま

た皆様とコミュニケーションを深めるために、それぞ

れの地域で工夫した活動を行っています。大分では小・

中学生を対象に、化学に興味を持ってもらうことを目

的とした「出前授業」という化学実験教室を開催して

います。同じような取り組みは秩父・千葉・川崎などで

も行っています。次世代を担う子供たちの教育に貢

献したいという考えで始めましたが、子供たちの喜ぶ姿、

興味津々の視線を目の当たりにして、地域に貢献で

きることの重要性を再認識しています。 

また、アルミ缶リサイクル活動はCSRにおける重要

な活動の一つと位置づけ、全員参加を目標にグルー

プ全体で取り組んでおり、活動の成果は地域の福祉

などに還元しています。 

 

「人間力」とは、能動的に考え、行動する力 

磯部　社長はよく「人間力」という言葉を使われますね。 

高橋　3カ年中期経営計画を「プロジェクト・パッション」

と名付けましたが、このパッションというのは、情熱や

やる気という意味で、物事を成就しよう、理想を追い

続けようという熱い思いを表しています。このパッシ

ョンそのものが「人間力」なんです。言い換えると、グ

ループの方針や理念、各部門の方針や目標などを前

提にしながら、従業員一人ひとりが自分なりの目標を

掲げ、それに向けて自分で考えて、行動する。つまり、

能動的に考えて、能動的に行動する力。それが私の

考える「人間力」です。 

磯部　こうした社長の思いを、グループ全体で共有し、

またステークホルダーの皆様の共感を得ていきたい

ですね。 

高橋　「人間力」にしてもCSRにしても、私の考えを

周りの人たちがよく理解して、その人たちが今度は自

分の言葉で部下や周囲の人に話す。そして、その人た

ちがまた自分の言葉で周りを巻き込んで行動するとい

う連鎖ができると理想的です。連鎖ということで言えば、

「プロジェクト・パッション」を発表した際、スパイラル

を表したマークを提示しました。そのスパイラルを動

かすのが「人間力」です。変革への情熱をもって当社

グループならではの個性的な製品をつくる。その結果、

グループが社会から認められる。そして、社会的にも

立派な企業となって、次の世代につなげていけたらと

思います。 

石居　最後に当レポートの読者の方々へメッセージ

をお願いします。 

高橋　昭和電工グループは、社会から評価、信頼され

る「社会貢献企業」をめざしています。そのために、

社会の一員としての責任を持つこと、そして社会に貢

献すること。この二つを我々のCSR活動の軸に据えて、

しっかりと行っていく所存です。ステークホルダーの

皆様には、ぜひ厳しくも温かい目で我々を見守ってい

ただき、さまざまなご指摘やご支援をいただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

※1　CSR＝Corporate Social Responsibilityの略。企業の社会的責任。 
※2　B to B＝Business to Businessの略。企業間の取り引きのこと。 
        企業と一般消費者の取り引きはB to C（Consumer）。 
※3　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。 

※4　グリーン・サステイナブル ケミストリー賞経済産業大臣賞=詳細は9ページ
参照。 

※5　ディスクロージャー表彰=詳細は9ページ参照。 



薄型テレビ 
●液晶ガラス用研磨材「ショウロックス○R」 
●電解コンデンサー用高純度アルミ箔 
●電子工業用高純度溶剤「ソルファイン○R」 
●アルミ製放熱板「ＳＴ-60○R」 
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Close up
1

こんなところに ＳＨＯＷＡ ＤＥＮＫＯ！ 

　私たち昭和電工グループの生産活動を通じて、社会に提供している製品の多くは素材や部材です。 

　これらの製品は生活に身近な最終製品の中の目に見えない部分にあったり、お客様の生産工程で使用されて

います。 

　ここでは、日常生活のさまざまなシーンで活躍している当社グループの製品の一部をご紹介します。 

昭和電工グループの個性的な製品・技術 

朝 

昼 

夜 

マイルームで 通勤途中で 

ワンピース 
（アクリル製）　 
●アンモニア 
　「エコアン○R」 

オフィスで ビルの屋上で 

リビングで 

缶ビール、 
ソフトドリンク　 
●アルミ缶・ 
　アルミボトル缶 

バスルーム（洗面所）で パップ剤 
●ポリアクリル酸ソーダ（PAS） 

歯磨き剤 
●水酸化アルミニウム 

カーテン 　 
●光触媒繊維 
　「ナノアロマー○R」 住宅外観 　 

●外壁材「ラムダ○R」 

アルミ製自動車ボディ  
●アルミニウム合金 

バンパー 
●ポリプロピレン 
●アルミニウム押出品 

複層ガラス窓 　 
●合成ゼオライト 
 

花壇　 
●くん蒸剤「パナプレート○R」 
 

デスクトップパソコン　 
●レアアース磁石合金 
●CMPスラリー 
●アルミ高分子 
　固体コンデンサー 
 

携帯電話 
●ソルダーマスク 
●高純度酸化チタン 
　「スーパータイタニア○R」 
●カーボンナノファイバー 
　「VGCF○R」 

さらに興味のある方は… 
昭和電工ホームページ「こんなところに SHOWA DENKO!」もご覧ください。 
http://www.sdk.co.jp/html/konnatokoroni/

カーエアコン 
●熱交換器 

携帯音楽機器　 
●小型ハードディスク 
携帯音楽機器に搭載され
るＨＤＤに使用されている
直径数センチの小型ハード
ディスクです。 

 

レーザービームプリンター 
●LBP用アルミニウム・シリンダー 
ＬＢＰの部品として使用されているアル
ミ製の管です。プリントの品質向上に役
立っています。 

信号機 
●高輝度LED 
信号機のランプに使
用される発光ダイオ
ードの材料になりま
す。ランプの長寿命
化に役立っています。 

屋上庭園　 
●緑化資材用パーライト 
　「ビーナスライト」 
土の下に敷設され、花壇の水は
けの向上、屋上緑化スペースの
重量軽減に役立っています。 
 

スキンケアローション 
●ビタミンＣ誘導体 
「アプレシエ○R」 
浸透性に優れたビタミンＣで、肌の深
部に到達し、コラーゲン合成を活発に
して、シワやたるみを防止します。 

アルミ 
キャップシール 
容器 
●キャップシール 
食品、生活用品の容器
のフタ材として使用さ
れていて、フタのシー
ル性とはがしやすさを
兼ね備えています。 

ユニットバスの浴槽　 
●不飽和ポリエステル樹脂 
　「リゴラック○R」製浴槽 
軽い・強い・腐食しない特性をもつ合成樹

脂で、住宅設備用としてユニッ
トバスの浴槽やフロアパン、キ
ッチンカウンターなどに使用さ
れています。 

ゴミ袋 
●生分解性 
　プラスチック 
　「ビオノーレ○R」 
自然環境で水と
二酸化炭素に分
解する生分解性
の袋です。生ゴミ
のたい肥化に使
用されています。 



■　レーザービームプリンター（ＬＢＰ）用 
　アルミニウム・シリンダーの生産を増強 
　主にオフィスで使用されるカラープリンター用アルミニウム・シリンダーの需要増加に

対応するため、大分コンビナート内に建設を進めてきた最新鋭生産ラインを2006年9月

に稼動開始しました。 

 
■　ペットボトルリサイクル製品「ショウワエコパイプ○R」を新発売 
　昭和電工建材株式会社は、世界で初めて使用済みペットボトルを原料

とした住宅用排水・通気・換気パイプ「ショウワエコパイプ○R」を開発し、

2006年7月より本格的に販売を開始しました。 
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2006年の事業トピックス 

Close up
2

石油化学 

■　大分コンビナートの競争力を強化 
　エチレン製造に、ナフサ（粗製ガソリン）以外の原料を使用する比率を高めるため

の改造工事を実施しました。省資源、高効率化を実現しています。 

化学品 

■　髪に優しいカーリング剤「スピエラ○R」の販売を開始 
　毛髪に対してダメージが少なく自然なカールをつけられる新規カーリング剤「ス

ピエラ○R」の販売を、2006年1月より開始しました。 

無機 

■　世界最大級ＣＢＮ焼結体を開発 
　ダイヤモンドに次ぐ硬さのCBN（立方晶窒化ホウ素）の大型焼結体の開発に成功しました。

自動車向け金属部品を長寿命、高効率で切削する工具に用いられます。 

■　30インチ・32インチの大口径人造黒鉛電極の生産を増強 
　鉄のリサイクルに用いられる人造黒鉛電極の大口径化に対応するため、世界最大口径とな

る32インチ品を含め、30インチ口径以上の電極の生産体制強化を決定しました。2006年

上期に増強工事を開始し、新設する黒鉛化炉の稼動開始は、2007年下期を予定しています。 

アルミニウムほか 

電子・情報 

■　半導体・液晶パネル用特殊材料ガス事業を強化 
　半導体や液晶パネルの製造に使用される高純度塩素の需要増に対応し、川崎サイ

トにおいて生産能力増強に着手しました。 

　また、韓国における半導体・液晶パネル市場向け特殊材料ガス事業を展開するため、

子会社「韓国昭和化学品株式会社」を設立し、2006年11月より営業活動を開始し

ました。詳細は、13ページ「連結中期経営計画『プロジェクト・パッション』進捗状況」

をご覧ください。 

■　外販トップメーカーとして躍進を続けるハードディスク 
　携帯音楽プレーヤー等に用いられる小型ハードディスクなどの需要増加に対応する

ため、2006年末までに全世界での供給能力を月産1,575万枚まで増加させました。 

　さらに、シンガポールにおいて新工場を2006年12月に竣工させ、今後、お客様

からのご要請に応じて段階的に新工場の能力増強を行い、当社グループ全体のハー

ドディスク生産能力を2008年末には月産2,400万枚へ引き上げる計画です。 

　また、千葉県市原市において2006年8月に新研究開発棟を竣工し、次世代大容

量技術である垂直磁気記録方式の高度化を進めるとともに、さらなる大容量化技術

の研究開発を加速していきます。 

■　超高輝度 赤～黄色ＬＥＤ*生産能力を増強 
　液晶バックライトや車載向けに需要の拡大が見込まれる超高輝度4元系ＬＥＤの生

産能力を増強することを決定しました。当社は、超高輝度4元系ＬＥＤについて、最高

輝度レベルの赤・黄・オレンジ等、多色での品揃えや大型チップ、特殊サイズなどお客

様のニーズに合わせた供給体制を整えており、成長事業と位置づけて強化を図って

います。詳細は、13ページ「連結中期経営計画『プロジェクト・パッション』進捗状況」

をご覧ください。 

2006年度東証上場会社表彰 
「ディスクロージャー表彰」を受賞 

　昭和電工は、（株）東京証券取引所が企業内容等を適時・適切に、
投資者にわかりやすい形で開示しているなど、ディスクロージャーに
積極的に取り組んでいると認められる上場会社を表彰する「ディス
クロージャー表彰」に選定されました。 
　 

表彰を受ける高橋社長（右） 

第6回「グリーン･サステイナブル ケミストリー（ＧＳＣ）賞」を受賞 
 　昭和電工は、グリーン・サステイナブル ケミストリー（以下、ＧＳＣ）
ネットワークより、第6回ＧＳＣ賞の経済産業大臣賞を共同受賞しました。 
　この賞は、化学系の学会・団体および国立研究所により設立され
た任意団体ＧＳＣネットワークが、化学技術の革新を通して人と環境
の健康・安全を目指し、持続可能な社会の実現に貢献していくことを
目的とする世界的な活動（ＧＳＣ活動）に貢献した団体、個人へ授与
されます。 
　受賞対象となったのは、当社グループの酢酸、酢酸エチルプラント
に使用されている長寿命、高効率触媒および製造プロセスです。 

東京大学・御園生名誉教授（右から3人目）とともに表彰を受ける 

「ショウワエコパイプ○R」製品 

「スピエラ○R」採用製品 

シンガポール新工場 
クリーンルーム 

超高輝度LED

アルミニウム・シリンダー生産ライン 

直径30・32インチの黒鉛電極 

CBN焼結体 
（左：従来品、右：大型品） 

大分コンビナート 
エチレンプラント 

　1年間の昭和電工グループの事業活動をご紹介します。 

詳細は当社ホームページをご覧ください。 URL　http://www.sdk.co.jp/aa/news/2006＊ LED：発光ダイオード。電球、蛍光灯より高寿命、省エネルギーの発光素子。 
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ＳＰＳ*１改革活動 

Close up
3

グループをあげて推進 

社外交流による活動レベル向上 

1．ＳＰＳ改革推進室 

　各地の活動を全社的見地から活性化させ、活動レベルを高

めるとともに各地の活動を支援するために本社にＳＰＳ改革

推進室を設置しています。 

 

2．社内交流 

　当社グループは事業が多岐にわたるため、ＳＰＳ改革活動も

事業所ごとに個別最適をめざした活動を推進しています。 

　結果として、各地に特徴のある活動が生まれています。各地

の活動の相乗効果を得るためにＳＰＳ改

革推進室が中心となって、社内見学会や

推進責任者交流会を開催しています。 

　2006年には小山事業所、徳山事業所

で社内見学会・交流会を開催しました。 

 

ＴＰＭレディース大会2006

SPS改革活動についての啓発活動（喜多方事業所） 

推進責任者交流会（小山事業所 押出・機能材事業部） 

ＳＰＳ改革活動とは 

　当社グループは、全社の生産拠点を中心に生産システム改

革活動（ＳＰＳ改革活動）を展開しています。 

　「事業環境の変化にかかわらず競争に勝ち、利益を上げ続

けられる企業」になることをめざして全員参加で活動を進め

ています。 

　従来の改善活動は製造部門の部分最適を目指した活動で

あったと言えます。ＳＰＳ改革活動は、まずは現場の行動を改

革することから取り組みますが、現在の活動は製造部門にとど

まらず、営業、物流等の製造部門周辺にまで範囲を拡大し、全

員参加の形で活動を進めています。 

　製造部門、事務部門、開発部門等のそれぞれの現場での不

具合を見抜き、不具合を復元・改善し、その状態を維持、発展

させる活動を基本としており、現在は日本プラントメンテナン

ス協会が提唱するＴＰＭ*2を主たるツールとして取り入れてい

ます。今後は、さらにその他の有益な維持・改善手法について

も取り込み、より最適な活動に発展させていきます。 

トップ自らの強い信念に基づく活動 

　ＳＰＳ改革活動では、トップが強い信念をもって活動を指導、

けん引します。 

　職場の小集団サークルに対してもトップが現場に出向き直

接指導しています。 

　この結果、現場もトップに共鳴し、トップダウンとボトムアッ

プのバランスの取れた活動が進められています。 

*1  ＳＰＳ：Ｓｈｏｗａ Ｄｅｎｋｏ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍの略称。 
*2  ＴＰＭ（Ｔｏｔａｌ Pｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ、全員参加の生産保全）： 
現場の設備・機器の管理を出発点として、安全・品質・コスト・納期・在庫・生産

性等すべての項目について「あるべき姿」の実現をめざす、全員参加の生産

効率化活動。 

設備の不具合抽出・復元活動（小山事業所熱交換器事業部） 

外部コンサルタントによる活動指導（横浜事業所） 

トップ指導会（徳山事業所） 

からくり改善くふう展 in Tokyo 
（日本プラントメンテナンス協会主催） 

PM賞表彰式 

ＴＰＭ優秀賞受賞記念講演会 

　当社グループは活動の高度化のために、社外との交流も進

めていますが、特にＴＰＭを推進する団体や企業との交流を活

発に進めています。 

　また、ＳＰＳ改革活動の基盤となっているＴＰＭの向上のた

めに社団法人日本プラントメンテナンス協会により設定され

ているＴＰＭ優秀賞*3の事業所単位での取得

を進めています。 

［過去2年間のＴＰＭ優秀賞受賞実績］ 

　2006年　徳山事業所（TPM優秀賞第１類）　　　　　　

　　　　　　塩尻事業所（TPM優秀賞第１類） 

　2005年　秩父事業所（TPM特別賞） 

　　　　　　川崎サイト（TPM優秀継続賞第１類） 

　　　　　　堺事業所（TPM優秀賞第１類） 

　　　　　　横浜事業所（TPM優秀賞第１類） 

　　　　　　昭和軽合金株式会社（TPM優秀賞第１類） 

　昭和電工グループは個性派製品・技術をとおして社会貢献企業をめざしています。その原点は「ものづくり」

にかかわる一人ひとりの「人間力」。 

　全員参加で現場の行動を改革し、「人間力」を高めるSPS改革活動を紹介します。 

*3 ＴＰＭ優秀賞：社団法人日本プラントメンテナンス協会による審査・表彰制
度で、ＴＰＭにより優れた成果を上げた事業所が表彰されます。ＴＰＭ優

秀賞には事業所の規模、ＴＰＭ実績によってＴＰＭ優秀賞第2類から最高

位のＴＰＭワールドクラス賞まで7つの賞が制定されています。 
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個性派製品・技術を創造する「社会貢献企業」をめざして 

連結中期経営計画「プロジェクト・パッション」進捗状況 

Close up
4

　昭和電工グループは、3カ年中期経営計画「プロジェクト･パ

ッション」（以下、「パッション」）を2006年1月よりスタートさ

せました。初年度の進捗状況は以下のとおりです。 

2006年の成果 

　売上高営業利益率を除いた全項目において、初年

度の計数目標を達成しました。 

　売上高は、全セグメントで計画目標値を達成しました。 

　営業利益は、電子・情報や無機セグメントがけん引し、

目標額を大幅に超過達成しました。 

　設備投資を計画より前倒しで実施したにもかかわ

らず、借入金の返済も着実に進めたことから、ROA、

期末有利子負債、D／Eレシオについても目標を上

回りました。 

　さらに当期は売上高、営業利益、経常利益、当期純

利益のすべての項目で過去最高を記録しました。 

 

事業戦略 

　「パッション」では、事業ポートフォリオを「基盤事業」

「成長ドライバー」「育成＝次世代成長ドライバー」

の3つのカテゴリーに分類しています。「基盤事業」

では確実に利益とキャッシュを創出するとともに、ア

ルミニウム事業や石油化学事業において、事業構造

改革をさらに推し進めました。 

　一方、「成長ドライバー」「育成＝次世代成長ドライ

バー」においては、開発や上市を積極的に行い、今

後の持続的な成長に道筋をつけました。 

 

売上高 

営業利益 

売上高営業利益率 

ROA 

期末有利子負債 

D/Eレシオ 

2006年実績 

9,145億円 

687億円 

7.5% 

6.6% 

4,332億円 

1.8倍 

 

 「パッション」2006年目標 

 

 

8,000億円 

620億円 

7.8% 

6.5% 

4,610億円 

2.1倍 

 

 

達成 

達成 

達成 

達成 

達成 

「パッション」初年度の計数目標達成状況 

●成長ドライバー 
ハードディスク（HD） 

　ハードディスクドライブ（HDD）は、年15％の成長

が予測されており、特に、情報家電分野では年30％

の高成長が期待されています。 

　HD外販メーカーとして世界トップシェアの当社は、

世界初の垂直磁気記録方式ＨＤの市場投入を行うなど、

最先端技術で業界をリードし、アルミ･ガラス製の両基

板と多様なサイズをフルカバーすることによってお客

様のニーズに的確にお応えしてきました。 

　今後さらに記録密度を向上させて大容量・高付加

価値化を推進し、伸長著しい情報家電市場での優位

性を強化します。また2006年12月に竣工したシン

ガポール新工場の稼

動によって、世界3拠

点4工場となり、一層

の最適生産体制を構

築しました。 

 

半導体プロセス材料 

　液晶パネル市場の急速な拡大により、半導体向け

高純度ガス市場は急成長を遂げています。 

　当社がトップシェアにある高純度塩素、高純度アン

モニア、高純度亜酸化窒素などの収益力強化を図ると

ともに、市場の伸びが期待できる高純度エッチングガ

スや次世代CVD成膜材料等の開発強化と市場投入を

進めていきます。 

シンガポール新工場（外観） 

世界オンリーワンのフルカラー・ラインナップ 

アジア地域での半導体用特殊材料ガス生産・営業拠点 

韓国昭和化学品 
 
上海昭和化学品 
 上海昭和特気 
浄化工程 
 

SHOWA SPECIALTY 
GAS SINGAPORE 
 

昭和特殊気体 

川崎サイト 

徳山事業所 

台湾昭和化学品製造 

VGCF○R  電子顕微鏡映像 

●育成＝次世代成長ドライバー 
超高輝度LED 

　世界で唯一、光の3原色をそろえたLEDメーカー

として、独自技術による世界最高レベルの品質や低

コストの実現に取り組んでいます。世界最高レベル

の輝度を実現した赤～黄色4元系LEDは、月産

3,000万個から1億個に生産能力の増強を決定し

ました。今後も積極的に研究開発投資を行い、

2008年から立ち上がる薄型テレビやパソコンの液

晶バックライト市場向けに事業拡大を図ります。さらに、

将来拡大が見込

まれる一般照明

向け市場に対す

る製品開発を加

速します。 

カーボンナノファイバー「VGCF○R」 

　本製品は、パソコンや携帯電話等、小型電子機器

で使用されるリチウムイオン電池向けに需要が拡大

してきました。今後はリチウムイオン電池以外にも、

樹脂、金属、セラミックス等の複合材料向けの事業

展開を行います。 

 

事業ポートフォリオ戦略の進展 

石油化学 

 

化学品 

 

電子・情報 

 

 

無機 

 

アルミニウム 

他 

 

 

 

ライフサイエンス 

ファインケミカルズ 

超高輝度LED 

キャパシタ 

 

ファインカーボン 

 

 

 

 

HD（事業強化） 

HD（新製品開発・上市） 

半導体プロセス 

有機化学品 

オレフィン 

アンモニア 

基礎化学品 

レアアース 

既存化合物半導体 

 

人造黒鉛電極 

汎用セラミックス 

キャパシタ用高純度アルミ箔 

汎用アルミ部材（一般箔） 

熱交換器 

特殊高分子（昭和高分子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

高機能アルミ部材 

合金 

アルミニウム缶 

育成 

 

成長ドライバー 

 

 

成長事業 

 
基盤事業 

 

■事業強化　■新製品開発・上市　■事業構造改革 
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グローバルに展開する昭和電工グループ 

部門構成・財務情報（データは2006年12月期） 

国内主要生産・研究開発・営業拠点 

　昭和電工は、全国に19の事業拠点を有し、またグループ会社の生産拠点とも

連携しながら、社会的に有用かつ安全でお客様の期待に応える製品をつくり出

しています。 

　各拠点では、環境負荷の低減、近隣地域の安全面の配慮とコミュニケーショ

ンに積極的に取り組んでいます。 

● 大分コンビナート 
● 昭和アルミニウム缶 大牟田工場 
● 徳山事業所 
● 昭和高分子 龍野工場 
● 堺事業所 
● 彦根事業所／昭和アルミニウム缶 彦根工場 
● 塩尻事業所 
● 大町事業所 
● 昭和タイタニウム／昭和電工研装 
● 秩父事業所 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 ● 横浜事業所 
● 川崎サイト 
● 千葉事業所／昭和電工エレクトロニクス 
● 研究開発センター（千葉） 
● 昭和高分子 伊勢崎工場 
● 小山事業所／昭和アルミニウム缶 小山工場 
● 小山事業所（那須） 
● 東長原事業所 
● 喜多方事業所 
 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

8

1

9

7

16

17

18

19

6

53

4
3

1

2

2

12

11

4

10

13

14

15

海外営業・生産拠点 

　昭和電工グループはグローバルに事業を展開しており、立地している国のコ

ンプライアンスと「環境・安全・健康」に配慮し、地域社会の発展に貢献しています。 

　化学品の国際取引に際しては、国際規制・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。 

1

1
2

12

8

20

19

18

9

10

4 10 11

13

14

15 16
21

17

5 6 7

8

7

6

9

2 3 4 5
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生産拠点 
● ショウティック・ヨーロッパ 
● ショウワ・アルミニウム・チェコ 
● ショウワ・エステリンド・インドネシア 
● ショウティック･シンガポール 
● 昭和電工ＨＤシンガポール 
● 昭和電工ＨＤマレーシア 
● エターナル・ショウワ・ハイポリマー 
● ショウワ･アルミナム・タイランド 
● ショウワ・アルミナム・マニュファクチャリング・フィリピンズ 
● 台湾昭和化学品製造 
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● 昭和電工ＨＤトレース 
● 　州昭日稀土新材料 
● 上海昭和高分子 
● 連雲港昭菱磨料 
● 昭和電工（大連） 
● 大洋昭和汽車空調（大連） 
● 包頭昭和稀土高科新材料 
● クリスタル・スペシャリティズ 
● 昭和電工カーボン 
● ショウワ･アルミナム･コーポレーション・オブ・アメリカ 
● ベナルム 

11 

12 
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21 

 

営業拠点 
● 昭和電工ヨーロッパ 
● 昭和電工シンガポール 
● ショウワ･スペシャルティ・ガス・シンガポール 
● 昭和特殊気体 
● 昭和電工上海 
● 上海昭和特気浄化工程 
● 上海昭和化学品 
● 韓国昭和化学品 
● 昭和電工ＨＤアメリカ 
● 昭和電工アメリカ 
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■ 事業者名 

■ 本社所在地 
 

■ グループ会社数 

■ 連結売上高 

■ 連結営業利益 

■ 連結当期純利益 

■ 連結従業員数 

 

昭和電工株式会社 

〒105-8518  
東京都港区芝大門1-13-9 

　　140社 

9,145億円 

   687億円 

   288億円 

11,184名 

 

連結セグメント別売上高構成比 
（2006年12月期） 

 

石油化学 
36.7％ 

化学品 
8.7％ 

無機 
8.1％ 

アルミニウムほか 
28.4％ 

電子・情報 
18.1％ 

■ 主な事業内容 

　 石油化学部門 

　 化学品部門 

　 電子・情報部門 

 

 

　 無機部門 

　 アルミニウム部門 

 

 

オレフィン、有機化学品、合成樹脂、合成樹脂加工製品 

化学品、ガス、特殊化学品、機能樹脂 

ハードディスク、化合物半導体、 

レアアース磁石合金、半導体向け特殊材料ガス、 

電子関連材料向けセラミックス材料、ファインカーボン 

セラミックス、炭素 

アルミニウム地金、アルミニウム板、アルミニウム箔、 

アルミニウム押出品、アルミニウム加工品、建材、 

エンジニアリングその他 
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連結営業利益・売上高営業利益率推移 

連結営業利益 
連結売上高営業利益率（※単位は右青字指標） 

営業拠点 

● 本社 
● 福岡支店 
● 大阪支店 
● 名古屋支店 

生産・研究開発拠点 
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●当社の経営管理組織 
■取締役会 

　当社は、経営の意思決定・監督機能を取締役会、業

務執行機能を執行役員に分担しています。  

　取締役会は任期1年の11名で構成され、執行役員

を兼務しない取締役会長が議長を務め、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導入しています。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。また、毎

月執行役員会を開催し、全社業務執行の徹底を図っ

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、取締役会にはか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

にかか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。 

■  コーポレート・ガバナンス 

昭和電工グループは製品・サービス・事業を通して社会から評価・信頼される企業グループ 

「社会貢献企業」をめざして、CSR（企業の社会的責任）を推進しています。 

●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。また、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年にCSRの視点から改訂を行っています。当

社グループは、この「企業行動規範」「企業行動指針」

を経営理念に基づきCSRを進める上での原則として

います。 

●CSR推進体制 
　当社は2005年にCSR会議およびCSR室を新設し、

これまで進めてきたCSR活動を統合し、積極的に取

り組む体制にしました。 

　CSR会議は、当社グループのCSRに関する基本方針・

総合施策の審議・決定とグループ内で実施するCSR

活動を統括します。 

　CSR室は、CSR会議の事務局およびリスク管理委

員会（20ページ参照）の事務局として、CSRの基本

方針・施策の企画、CSR関連情報の収集、グループの

CSR活動の進捗状況把握・評価の取りまとめや、全社

的リスクマネジメントの施策立案を担います。 

　また、各事業部門、事業所、グループ会社にCSR推

進責任者を配置し、CSRのグループ展開を図っています。 

 

●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し、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 

　当社グループは2002年1月の連結中期経営計画

策定を機に、経営理念を制定しました。 

昭和電工グループ 経営理念 
私たちは、社会的に有用かつ安全でお客様の期待に応える製品・サービスの提供により、企業価値

を高め、株主にご満足いただくと共に、国際社会の一員としての責任を果たし、その健全な発展に

貢献します。 

企業行動規範 

● 社会的に有用で安全性に配慮した技術や製品およびサービスを開発、提供し、 

　 社会の健全な発展に貢献する。 

● 国内外の法令、会社の規則を守り、社会秩序の維持に努める。 

● 国内外において、公正かつ自由な競争に基づく事業活動を行う。 

● 安全の確保に努め、地球環境の保全に積極的に取り組む。 

● 広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報を適時的確に開示する。 

● 人権を尊重し、明るく働きやすい職場を作る。 

● 国際社会の一員として行動し、関係地域の発展に貢献する。 

1

2

3

4
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6

7

●経営理念 

（2005年8月改訂） 

取締役一同 
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■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、安全保障輸出管理委

員会、レスポンシブル・ケア委員会、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。 

 

■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。 

 

■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、

会計の健全性の確保に努めています。 

●コンプライアンス 
　当社は、「社会正義と企業倫理の遵守」を経営の重

要事項と位置付け、法令遵守(コンプライアンス)重視

の経営を進めています。遵法経営については、当社グ

ループ各社を含めて定着化を進めてきましたが、組

織面からも遵法経営の徹底を図るため、「企業倫理委

員会」を2003年に設置しました。2005年には、部

門ごとに法令遵守を推進する体制を一段と強化し、不

祥事などの未然防止に努めています。 

 

■企業倫理相談窓口 

　グループ各社の従業員を対象に「企業倫理相談窓口」

を設置しています。法令・社内規則などに抵触したり、

企業倫理に反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います。 

　相談者のプライバシーは尊重され、相談したことを

理由に不利益を被ることなく、イントラネット、電子メ

ール、電話、手紙などの手段により、ダイレクトに情報

を報告・相談できる制度です。 

　2005年からは、相談窓口を社内のみではなく外

部の弁護士事務所にも開設しています。 

 

■企業倫理月間 

　2004年より、毎年1月を「企業倫理月間」と定め

ました。 

　この期間中に、国内のグループ各社を含む全役員・

全従業員が「企業行動規範・指針」を熟読し、企業倫

理の重要性をあらためて再認識し、一人ひとりの行動

を再点検するとともに、「企業行動規範・指針」遵守

宣言書への署名を行っています。 

 

■安全保障輸出管理 

　大量破壊兵器の拡散やテロ等が懸念される世界情

勢の中、製品や技術の輸出についてより一層の安全

保障にかかわる貿易管理の強化が求められています。  

　当社は、1987年に安全保障輸出管理委員会を設

置し、適正な輸出管理に取り組んでいます。2002年

のキャッチオール規制*の施行を受けて、法の趣旨に

的確に、かつ迅速に対応するため、電子決裁システム

を導入し、全件に安全保障輸出管理委員会がかかわり、

貨物、技術の輸出に漏れのない体制を構築しています。  

　また、安全保障輸出管理の意識向上をはじめ、外為

法の遵守を徹底するために、グループ会社を含めた

関係部門に対して周知活動およびモニタリングを実

施し、違法輸出等の未然防止に取り組んでいます。 

■  企業倫理とリスク管理 

* キャッチオール規制 
　原則すべての品目の輸出について、その品目が大量破壊兵器の開発

等に用いられる恐れのある場合には輸出許可申請を義務づける制度。 

内
部
監
査 

 

株主総会 
 

業務監査 
 

会計監査 
 

連携 
 

取締役会 
（議長：会長） 

社　長 

経営会議 

研究開発会議 
 

意思決定・監督 

業務執行 

監査 

監査役会 

監査役 

会計監査人 
 

コーポレート・ガバナンス模式図 

執行役員 

各部門 

企業倫理委員会 
 

監査室 
 リスク管理委員会 

 

安全保障輸出管理委員会 
 

レスポンシブル・ケア委員会 
 

IR委員会 
 

保安対策委員会 
 

CSR会議 
 

　2006年に実施した「従業員意識調査」のコンプ
ライアンス・企業倫理分野の結果からは、「企業行動
規範に対する関心が日常的には低く、関心がない、
と答える人が一定の割合で存在したため、まだ十分
にはコンプライアンスは浸透していないと受けとめ
ました。 
　2005年には企業行動指針の改訂、コンプライア
ンス総点検などを行い、企業倫理の徹底を図ってき
ましたが、今後は社内のコミュニケーションや
2005年から取り組んでいる「ベストマナー活動」
を通して、一層の浸透を深めることが重要であると
捉えています。 
 

「従業員意識調査」の 
 結果について 

コラム 
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●リスクマネジメント 
　当社は、リスク管理（リスクマネジメント）を経営の

重要事項と捉え、その体制整備と維持・推進に努めて

います。 

　当社は2007年に、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ました。  

　また、環境保全、保安防災、化学物質、品質、知的財産、

公正取引、輸出管理や契約にかかわる個別リスクは、

専門スタッフによる事前審査や決裁制度を通じてリ

スク管理を行っています。 

 

■リスク管理委員会 

　リスク管理委員会は会社方針、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

優先順位付け、および対策と推進の支援を行います。

また、全社にかかわる重要課題はCSR会議にはかり、

さまざまな角度から審議、決定しています。 

 

 

■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

情報の流出や企業の内部情報漏えい、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2002年、情報セキュリティー基本方針と情

報セキュリティー規程を制定し、情報にかかわる事故

を抑制し、事業の損害を最小限にするとともに、業務

の継続を確保する体制を構築しています。  

　2005年から当社ネットワークへのアクセス制御

対策を進め、また、ネットワークの継続的監視を行うこ

とにより、外部からの不正侵入、情報漏えい対策を強

化しました。また、「個人情報の保護に関する法律」

に対応して、「個人情報保護方針」を制定するとともに、

社内の管理体制を整備しました。 

　当社が保有する情報資産については、適切な安全

対策を実施し、BCP*の観点でさまざまな脅威から保

護することにより、ステークホルダーの皆様の信頼を

保持していきます。 

*BCP：Business Continuity Plan　事業の継続計画。 
 

■  CSR計画と実績 

コンプライアンス 

リスクマネジメント 

内部統制システム 

企業統治 

ステークホルダー 
との対話 

企業価値向上 

レスポンシブル・ケア（ＲＣ） 

社会とのかかわり 

2005年整備の 
コンプライアンス体制のフォロー 

内部通報制度強化 

 

教育推進 

 

全社的リスク管理体制構築 

事業・生産におけるリスクの低減化 

会社法対応 
 

金融商品取引法対応 
 

企業統治の点検 

顧客・消費者  

 

 

　製品・サービスを通じた会話 

 

 

株主  

　IR活動強化 
 

従業員  

　労働組合とのCSRに関する対話 

　CSR浸透度調査 

パートナー  

　CSR調達 
 

社会  

　地域コミュニケーションの向上 

　
第三者評価の仕組み設計 
 

連結中期経営計画の推進 

ＲＣ中期計画の推進 

事業を通じた社会貢献  

  

 

改善計画進捗を確認 
 

外部ルート設置 

専門部署による分野別教育 

グループ広報誌での啓発記事連載 

ＣＳＲ研修カリキュラム化 

リスク管理委員会設置準備 

ＢＣＰの構築開始 

内部統制システムに関する 
取締役会決議 

財務報告にかかわる内部統制 
プロジェクト開始 

東証ガバナンス報告書提出 

 

製品顧客とのコミュニケーション継続 

クレーム件数の削減 

エコプロダクツ2006出展 
　来場者への環境クイズ、 
　アンケート実施 

 

東証ディスクロージャー賞受賞 

個人投資家へのトップＩＲ 

 

対話のキックオフ 

従業員意識調査 

 

協力企業と進める安全活動推進 
 

 

ＲＣ地域対話・工場見学など 

ＣＳＲレポート第三者意見の導入
 

 

Ｃｌｏｓｅ ｕｐ 4参照 

ＲＣマネジメント参照 

出前授業の実施 

アルミ缶リサイクル活動参加率向上 

 

コンプライアンス継続的フォロー 
 

 

専門教育継続 

 

 

リスク管理委員会垂直立ち上げ 

 

Ｊ-ＳＯＸ対応システム構築 

 

 

 

 

 

当社グループＣＳＲへの理解活動 

 

 

 

 

 

ＩＲ活動の推進継続 

 

 

対話の継続 

企業行動規範の浸透・徹底 

 

サプライチェーンへの 
ＣＳＲ活動発信 

 

サイト別取り組みの継続 

コーポレート・レピュテー 
ションの測定 

同左 

同左 

サイト版ＣＳＲレポートの作成 

 

 

2006年計画 2006年実績 課題 
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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。 

●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。 

●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。 

●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。 

●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。 

●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。 

●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。 

●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。 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

レスポンシブル・ケアとは 
　レスポンシブル・ケア(Responsible Care)とは、

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です。 レスポンシブル・ケア 

リスク管理委員会 

企業倫理委員会 

安全保障輸出管理委員会 

レスポンシブル・ケア委員会 

CSR会議 

レスポンシブル・ケア企画委員会 

アルミ缶リサイクル推進委員会 

事務局（環境安全室） 

社長 

経営方針 
目標設定 

P 
行動計画 

D 
実施 

 C 
内部監査 
成果評価 

A 
経営者による 
見直し 

継続的改善 

■  レスポンシブル・ケア マネジメント 

●レスポンシブル・ケア行動指針 
　当社は、「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、この活動は当社グル

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。 

 

●ＰDCAサイクル 
　当社グループは、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。 

 

●レスポンシブル・ケア推進体制 
　当社は、「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。 

　2007年7月現在の推進体制は、本社、5事業部門 

（12事業部、14事業所）、3支店、研究開発センター

およびグループ会社16社で構成されています。 

　また、当社グループのレスポンシブル・ケア強化の

一環として、上記16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

かか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。 

　2007年1月の組織改定により新設されたリスク

管理委員会とともに、レスポンシブル・ケア委員会を

CSR会議のもとに配置し、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。  

 

レスポンシブル・ケア委員会（2007年6月） 

東長原事業所事業場監査（2007年6月） 

●監査体制 
　当社グループは、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 

　当社および主要グループ会社16社の事業場は、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、上記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、上記16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・ケアにかか

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 

　監査室は、当社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 

　当社は、日本レスポンシブル・ケア協議会に依頼し、

マネジメントシステムや環境保全等を対象としたレス

ポンシブル･ケア検証を受審しています。2006年か

らはCSRレポートについての検証も受審しています。 

　今後も第三者検証を積極的に取り入れ、当社レスポ

ンシブル・ケアのシ

ステムおよびパフォ

ーマンスの継続的

改善に取り組んでい

きます。 

 省エネルギー・温暖化対策分科会 
省資源・リサイクル分科会 
廃棄物削減分科会 
化学物質排出管理分科会 
労働安全衛生分科会 
事故防止推進分科会 

保安対策委員会 



 

環境保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安防災 

 

 

 

 

労働安全衛生 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学品安全 

 

 

 

 

 

品質保証 

項目 

環境管理と 

負荷低減 

 

地球温暖化防止対策 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の削減 

 

 

 

 

 

設備安全 

 

 

 

 

労働安全 

 

 

 

健康管理 

 

 

 

 

化学物質管理 

 

 

 

 

 

品質保証 

評価 
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2006年の目標 

● 環境問題ゼロ 

● 抜けのない法対応体制構築 

 

● 省エネ・省資源　 

　エネルギー原単位05年比1％減 

● 法改正対応 

● 京都議定書対応　 

　温室効果ガス排出量90年比102％以下 

● 法改正対応 

● 埋立処分量の削減（90年比9％） 

● リサイクルの推進 

 

 

 

 

● 設備事故ゼロ 

 

 

 

● リスクマネジメントの確立 

● 休業・不休災害ゼロ 

 

 

 

● 業務上疾病の発生ゼロ 

 

● 昭和電工グループ健康21プランの推進 

 

 

● 化学物質関連の法違反・事故・災害ゼロ 

 

 

 

● 化学物質排出量削減 

　（対前年比10％以上） 

● お客様が安心して使える製品づくり 

2006年の計画 

● 法対応の精査継続 

● 個別課題解決プロジェクトの継続 

 

● 生産プロセスの見直し、最適化、設備改造等に 

　よる省エネルギーの実施 

● 改正省エネ法による定期報告 

● CO2およびその他ガスの削減計画の実行 

● 温室効果ガス排出量の適正な把握方法確立と報告 

 

● 事業場ごとの廃棄物削減計画の実行 

● 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：グループ参加率100%、 

　持込缶数  100缶/人・3カ月 

 

● 設備信頼性向上 

● 変更管理体制強化 

● 自主保安の推進 

 

● リスクマネジメント規程の作成・見直し 

● 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 

 

● 衛生管理体制の充実 

● 作業環境・作業方法の改善 

● 事業所健康21プランの実践 

 

 

● 化学物質管理の徹底 

 

 

 

● 自主削減計画の確実な実施 

 

● 製品安全の徹底とコンプライアンス強化 

● 品質保証・品質管理に関する社内ルール遵守の 

　徹底と改善 

2007年の目標･計画 

● 環境問題ゼロ 

 

 

● 省エネ・省資源　 

　エネルギー原単位前年比1％減 

● 法改正対応 

● 京都議定書対応　温室効果ガス 

　排出量90年比100％以下 

● 法改正対応 

● 埋立処分量の削減（90年比8％） 

● 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：グループ参加率100％、 

　持込缶数  100缶/人・3カ月 

● 設備事故ゼロ 

 

 

 

● リスクマネジメントの実行、評価、見直し 

● 休業・不休災害ゼロ 

● ＯＳＨＭＳ適格認定事業場の拡大 

 

 

● 業務上疾病の発生ゼロ 

 

● 昭和電工グループ健康21プランの 

　推進 

 

● 化学物質関連の法違反・事故・災害ゼロ 

● ＲＥＡＣＨ対応 

 

 

● 化学物質排出量削減 

　（対前年比10％以上） 

● お客様が安心して使える製品づくり

● 製品安全の徹底（製品事故ゼロ）　

●  コンプライアンス徹底 

2006年の結果・実施状況 

● 法規制情報の適宜提供および法対応の精査実施等により目標達成 

● 東長原事業所での土壌改良工事開始 

● 彦根事業所臭気問題全社プロジェクトで目標達成 

● エネルギー原単位：76％（90年比）で05年比横ばい 

● 定期報告を各事業所で実施 

 

● 温室効果ガス排出実績：90年比101％で目標達成 

● 改正温対法に基づくデータ把握実施 

 

● 埋立処分量：2,195ｔで05年比185ｔ削減（90年比11％） 

● ケミカルリサイクル生産実績：05年から8％増加 

● 紙廃棄物削減（本社）：05年比0.1ｔ削減 

● アルミ缶リサイクル：グループ参加率81％、持込缶数 260缶/人・3カ月　

　 

 

● 設備事故8件発生（05年7件） 

  ダクト、ピット等小火3件、アルゴン、アンモニア等の漏えい4件ほか 

● 大分コンビナート：日本ボイラー協会「ボイラー管理優良事業場」受賞 

                   　　  高圧ガス認定事業所4年連続運転継続 

● すべての事業所でリスクマネジメントの規程化を実施 

● 従業員休業災害1件（05年1件）、不休災害7件（05年3件）発生 

● 従業員休業災害度数率：0.13 

● 彦根事業所、研究開発センター（千葉）が外部安全表彰受賞 

● 小山事業所が労働安全衛生マネジメントシステム（ＯＳＨＭＳ）導入 

● 業務上疾病の発生ゼロ 

 

● 事業所ごとの健康目標設定による取り組み推進 

● 健康診断と健康指導の充実 

● 健康支援スタッフの教育・研修の実施 

● 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 

● 有害物接触不休災害１件発生 

 

● ＰＲＴＲ対象物質総排出量：427ｔで05年より13ｔ減少 

● 有害大気汚染物質排出量：88ｔで05年比約2％削減 

● 審査会等による製品安全の徹底と管理レベルの強化 

● 品質診断による法規/社内品質ルールのコンプライアンスの徹底 

● クレーム数は減少傾向 

● グリーン調達要求への的確な対応を徹底 

CSRの取り組み 
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　当社グループは、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。 

　主な取り組みについての2006年の目標・実績・評価、および2007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。 

■  レスポンシブル・ケア行動計画 2006年実績と 2007年目標 

（数値データは当社単体の値） 

★★★ 

★★ 

★ 

 

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） 
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●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 

　当社グループは、不具合の発生防止といった守りの

品質保証ではなく、お客様の喜びを自らの喜びとする

攻めの品質保証をめざし、お客様の視点に立った製

品を開発、提供しています。 

　51ページ記載の事業所、および海外を含むグルー

プ会社は、ＩＳＯ9001やＩＳＯ／ＴＳ16949等の品質

マネジメントシステム国際規格の審査・登録を受け、

同システムの効果的運用で、製品およびサービスの

品質の向上に努めています。 

 

■レベルアップ活動 

  当社グループは、品質マネジメントシステムのマネ

ジメントレビュー、内部監査等を通じ、常に品質保証・

品質管理レベルの向上に努めています。 

　また、全社横断的にグループ会社を含めた各事業部・

事業所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。 

　2006年は海外を含め70事業場（前年比3割増）

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。 

  さらに、品質マネジメントシステムＩＳＯ9001の要

求事項の解説や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等を毎年

定期的に開催し、教育・啓発を行っています。 

 

■クレーム削減 

  お客様にご迷惑をかけないようクレーム件数の削

減に努力し、年々減少させています。クレーム件数の

低減および製品事故ゼロを継続することにより、お客

様からさらなる信頼を得ることで、企業価値を向上さ

せることに努めています。 

日東シンコー株式会社より 
「優良賞」を受賞 
－セラミックス事業部－ 

コラム 

ステークホルダーの皆様とともに 

■  お客様とのかかわり 

●製品安全の徹底 
■関連法規と社内ルールの遵守 

　当社グループの製品をお客様にお使いいただく上で、

製品安全の確保は企業活動の優先課題のひとつと考え、

社内ルールとして「品質保証･品質管理規程」を制定し、

関連法規とあわせて遵守しています。 

　この規程は、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ものです。 

　特に医薬品・化粧品等の原料、食品添加物、医療用

器具・包装材料等、その製品または成分の一部が直接

または間接に人体に摂取される可能性があるものに

関しては、上市にあたっての厳重な審査と、製造条件

変更にあたって制限等を設け、常に安全な製品をお

客様にお届けするようにシステム化し運用しています。 

　審査は、その製品自体の安全性の確認のみならず、

製品の持つ特性、用途、使用形態、使用されるお客様

の特徴、廃棄時の問題等さまざまな視点で、各々にお

いて想定される危険性の検討、想定される危機の回

避方法について審査会等で十分に検討を行っています。 
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管
理
規
程 

クレーム件数の年別推移 

●グリーン調達・CSR調達への対応 
　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

負荷の少ない製品を選択し、調達する動きが、情報機器、

電気製品、自動車関連のお客様を中心に全世界的に

広がっています。 

　当社グループは、お客様からの環境負荷物質の削減、

欧州規制等の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

ンケートにもお答えするとともに、サプライチェーン

への展開も行っていく方針です。 

 

　この表彰は、品質・コスト・デリバリー・Ｒ＆Ｄの観点から
日東シンコー株式会社への貢献が高い取引先に贈ら
れるもので、2006年7月に受賞しました。 
　セラミックス事業部は
電子部品用材料を納入し
ていますが、需給がタイト
な中、安定した供給を行っ
たこと、積極的な技術対
応を行ったことにより、お
客様の製品の品質向上と
品質安定化に寄与したこ
とを評価されました。 
 

昭和電工グループは、「お客様」「社会・地域の皆様」「株主・投資家の皆様」「パートナー」「従業員」のすべて 

の方々を重要なステークホルダーと考え、それぞれの皆様への適切な情報開示とコミュニケーションを進め、 

皆様とともに「社会貢献企業」をめざしています。 
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ステークホルダーの皆様とともに 

■  社会とのかかわり 

■出前授業 

　大分コンビナートでは、住友化学株式会社、株式会

社東芝と協働で近隣の小・中学校へ化学実験の出前

授業を行っています。2006年11月～2007年1月

の間、１1校で実験を行いました。また、秩父事業所、

研究開発センター（千葉）など他の事業所でも同様の

取り組みを行っています。 

■夢・化学-21 夏休み子ども化学実験ショー 

　当社グループは2006年8月、東京お台場の日本科

学未来館で開催された社団法人日本化学工業協会ほ

か主催の「夢・化学-21 夏休み子ども化学実験ショー」

に参加しました。当社ブースでは、LED（発光ダイオ

ード）を光らせる実験を行いました。実験に参加した

子供たちはLEDが光ると目を輝かせて、光の三原色

を体感していました。 

■エコプロダクツ2006に出展 

　当社グループは2006年12月、東京ビッグサイト

で開催された日本経済新聞社ほか主催の「エコプロ

ダクツ2006」に出展しました。本年は小・中学生へ

の「環境教育」の観点から、昭和電工グループの「歴史」

「現代」「未来」の3ゾーンに分けて展示しました。展

示物を通して3R（リデュース、リユース、リサイクル）

を学ぶクイズラリーは、株式会社リソー教育と協働で

行いました。子供たちは展示説明員に質問をしなが

ら一所懸命回答に取り組んでいました。 

●「化学」・「環境」教育 
　当社グループは、化学を通じて社会に貢献する製品・

サービスを提供しています。 

　当社グループは、化学物質の知識、化学の面白さ、

環境とのかかわりなど「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。 

●地域コミュニケーション 
　当社グループは、事業所近隣の皆様をはじめ地域

社会の皆様からの信頼なしには生産活動は継続でき

ません。各事業所では、地域の皆様とさまざまな形で

コミュニケーションを行っています。 

■研究開発センター（千葉）「オープンラボ」 

　2006年11月、研究開発センター（千葉）でオープ

ンラボを開催しました。この催しは、地域住民の皆様

を対象に、当センターおよび当社を理解していただく

とともに、化学に親しみをもってもらうことを目的に

毎年開催しています。当センター設立以来13回目を

迎えましたが、今回の来場者数は過去最高の692名

となりました。 

　会場では5つの実験教室を開きましたが、どの会場

も盛況で、センター員が説明に汗だくで嬉しい悲鳴を

上げていました。 

■秩父事業所「秩父まるごとアウトレット2006」出展 

　2006年10月、秩父市の中心街で行われた「秩父

まるごとアウトレット2006」に秩父事業所が出展し

ました。 

　このイベントは、秩父市の中心市街地全体を巨大な

アウトレットモールに見立てて、商店街の活性化と製

造業等の企業PRを目指すもので、今回初めて開催さ

れました。発光ダイオードや強磁性磁石合金など秩父

事業所の製品の用途や製造プロセスをサンプル展示

しました。 

　お客様からは「身近なところに秩父の製品が使わ

れていることを知った」「世界に向けてすばらしい技

術が発信されていることがわかった」などの感想をい

ただきました。 

大分での出前授業 

夢・化学-21 夏休み子ども化学実験ショー 

エコプロダクツ2006 当社ブース 

■川崎サイトプラスチック・ケミカルリサイクルプラント見学 

　川崎サイトでは、使用済みプラスチックのケミカル

リサイクルプラントを運転しています。このプラント

では、石油を原料とした水素のかわりに、使用済みプ

ラスチックから取り出した水素をアンモニアの原料に

しています。 

　このプラントの取り組みを広く社会の皆様にご理

解いただくため、積極

的に工場見学を受け入

れており、2006年は

3,000人以上の方が

見学に訪れました。 

プラスチック・ケミカルリサイクル 
プラント見学 

研究開発センター（千葉）オープンラボ 

秩父まるごとアウトレット2006
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ステークホルダーの皆様とともに 

■事業所周辺の美化活動 

　当社グループの各事業所は、事業所周辺の環境美

化に配慮しています。地域で開催される環境美化の

キャンペーンへの参加、事業所周辺の定期的な清掃

活動や事業所周辺の景観・照明整備など地域に根ざ

した事業所をめざしています。 

小山事業所周辺清掃活動 

■アルミ缶リサイクル活動 

　当社グループは、事業にかかわりのある地域への

貢献活動のひとつとして、アルミ缶リサイクル活動に

全社をあげた取り組みを行っています。 

　2006年はグループで参加者7,274人、参加率

81％で約726万缶を回収しました。 

　回収されたアルミ缶の収益金は地域の社会福祉協

議会などに寄付しています。 

昭和アルミ缶リサイクリング 
センターの見学 

東京都港区愛宕地区合同防災訓練 

彦根サイト全景 

東京都港区福祉協議会に 
アルミ缶リサイクル活動収益金を寄付 90
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アルミ缶リサイクル活動参加率推移 

グループ会社 

昭和電工グループの平均 

昭和電工事業所 

■彦根事業所地区（サイト）環境課題解決への取り組み 

　彦根サイトには、昭和電工のアルミ押出や包装材料、

アルミ缶などの工場があり、さまざまなアルミニウム

加工品を生産しています。 

　当初は田園地帯であったサイト周辺は宅地化が進み、

一部の住民の方から臭気に関する苦情が寄せられま

した。彦根サイトでは、住民の方が臭気を感じられる

タイミングごとに担当者が訪問し、現地の空気のサン

プリングや状況をうかがい、製造工程や気象条件など

丁寧に調査を続けました。 

　原因の特定、脱臭装置の強化、敷地境界の臭気セン

サーによる常時監視システムなどの対策により、臭気

に関する物質の排出量を1／5以下に削減し、住民の

皆様が感じる臭気を大幅に低減することができました。 

これらの取り組みについては、工場見学会などを通し

て周辺住民の皆様にご説明し、住民の皆様や行政から

当社の対応に

ご理解とご評価

をいただいて

います。 

■本社地区　大規模地震を想定した防災訓練 

　本社地区（東京都港区愛宕地区）では、毎年秋の火

災予防週間にあわせて地域住民、行政、企業が一体と

なった合同防災訓練を行っています。 

　2006年11月、当社自主防災訓練として、大規模

地震発生により本社ビル内で火災が発生したとの想

定により、約300名が参加し避難訓練を行いました。

また、同時に導入した携帯電話による安否確認システ

ムの訓練も実施しました。 

　あわせて、本社機能を小山事業所からバックアップ

するBCP（事業の継続計画）訓練も行いました。 

　その後、地域合同訓練である情報伝達、集合・報告

訓練やＡＥＤ（自動体外式除細動器）を用いた救急訓練、

炊き出しなどを各職場の代表者が体験しました。 

　大規模地震対応では、従業員の安全確保、本社機能

の維持、事業活動の維持・早期復旧などを基本要件と

して「地震時対応要

領（マニュアル）」を

改訂し、当日の訓練で

行動面・システム面で

の確認をしました。 

　昭和電工カーボン（SDKC）は　米国サウスカロライナ
州にある人口2,000人ほどの小さな町リッジビルで黒鉛
電極の製造、販売を行っています。SDKCは、チャールス
トン交響楽団の町への招へい、湿地帯の環境保全、ボラン
ティア消防団や消防車の寄付、町の文化祭への参加等の
活動を通じて、地域社会への支援やかかわりを大事にして
います。また、従業員が学校や福祉施設等に寄付すると、
会社も同額を同施設に寄付する制度も設けています。 
 
　特に教育の分野では、近隣の小学校、中学校、高校に対し、
出前授業やコンピューターの寄付、職業疑似体験等、リッ
ジビルの明日を担う子どもたちの育成に力を注いでいます。 
 
　2007年1月には、SDKCで地元の中学校および高校

生29人を対象に、4人のカウンセラーによる青少年リー
ダーシップ研修を行いました。学生たちはリーダーシップ
や社会とのかかわり方、地域の抱える問題、組織運営等を
学び、自分たちが地域活動の担い手であるとの自覚を持
つことができました。 
 

昭和電工カーボンと地域社会とのかかわり コラム 

中・高校生対象にSDKCで開催されたリーダーシップ研修（2007年1月） 



ステークホルダーの皆様とともに 

■  株主・投資家とのかかわり ■  パートナーとのかかわり 

●情報開示に関する基本方針 
　当社は、ディスクロージャーとIR活動を経営の重要

課題のひとつと位置づけ、迅速で公平な情報開示に

努めるだけでなく、積極的なIR活動を展開し、株主や

投資家の皆様に当社の企業経営、事業活動や戦略等

へのご理解を深め、当社の企業価値を正当に評価し

ていただくための活動と位置付けています。 

　また、ウェブサイトや業績説明会、工場見学会等を

通じて、株主や投資家の皆様との密接なコミュニケー

ションを心がけ、経営の透明性の向上を図っています。 

　そして、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、かつ正確に開示することに努め

ています。 
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●協力企業と取り組むレスポンシブル・ケア活動 
　生産現場では、製造、メンテナンス工事や物流など、

協力企業の皆様のご支援なしには事業は成り立ちま

せん。そのため、各事業所では、当社グループと協力

企業の情報伝達、協力企業間の情報共有を目的にした、

協力企業会が形成されています。 

　各事業所でのレスポンシブル・ケア活動は、従業員

のみの活動にとどまらず、事業所内で働くすべてのパ

ートナーの皆様も同じ管理レベルで無事故・無災害を

めざしています。 

 

●グリーン調達の取り組み 
　グリーン調達とは、原材料などを購入する際に、コ

ストや品質に加えて環境負荷も購買条件とすることで、

より環境に配慮した製品やサービスの優先的調達を

実践するものです。 

　当社は、1997年からレスポンシブル・ケア活動の

一環としてグリーン調達に取り組み、2004年には「グ

リーン購買ガイドライン」を制定しました。 

　当社は、品質・価格・納期・サービス・技術開発力と

いった従来の基準に「環境への取り組み」と「商品の

環境特性」を加え、総合的な評価を行うことにより購

入取引先を決定しています。当社の仕様の購入品に

ついては取引先の「環境への取り組み」に対して、ま

た納入メーカーの仕様の購入品については「商品の

環境特性」に比重を置いて、それぞれ評価しています。 

●投資家・株主とのコミュニケーション 
■株主・機関投資家の皆様と 

　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･コンファレンス、そして経

営計画の進捗状況説明会を開催しています。 

　海外の株主・機関投資家の皆様に対しても、決算等

発表資料の英語版配信等を行うとともに、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。 

　このほか、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、中間、本決

算時に報告書をお送りするほか、ウェブサイトを通じ

て決算説明会等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、双方向のコミュニケ

ーションに努めています。また、2006年秋には「個

人投資家向け会社説明会」を初めて開催し、さらなる

コミュニケーションの充実に取り組んでいます。 

 

 

■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。 

　2007年の株主総会では、インターネットによる議

決権行使を導入し、より多くの株主の皆様に議決いた

だけるようにしました。 

　総会会場では、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。 

 

■SRI（社会的責任投資）インデックスへの 
　組み入れ状況 

　当社は近年注目されているＳＲＩへの情報開示も積

極的に行い、株主・投資家の皆様にご評価いただける

よう努めています。 

　2007年6月現在、以下のようなＳＲＩインデックス

に組み入れられています。 

 

 
ＦＴＳＥ4Ｇｏｏｄ　 

http://www.ftse.com/indices/FTSEGood Index Series/index.jsp 

 

モーニングスター 

http://www.morningstar.co.jp/sri/about.htm

　塩尻事業所の常駐協力企業11社は、事業所のレスポン
シブル・ケア行動計画に基づき各社の行動計画を策定し、
これに基づき活動に取り組んでいます。 
　行動計画の進捗確認や改善のための意見交換は、協力
企業防災会議やその分科会、年末のレスポンシブル・ケア
監査などを通して行っています。月間テーマの取り組み、
事業所内教育の受講、災害事例の水平展開などは、事業
所と同様に取り組んでいます。 
　このような取り組みの結果、協力企業においては8年以
上無災害を継続しています。 

塩尻事業所の取り組み コラム 

個人投資家向け会社説明会 

塩尻事業所 協力企業防災会議分科会（2007年5月） 



ステークホルダーの皆様とともに 

■  従業員とのかかわり 

●昭和電工の人事制度 
　当社は、2004年から現在の人事制度をスタートさ

せました。この制度は、会社と個人の関係（仕事を通

じた対等の関係）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、「職務をベースとし

た成果主義」を基本思想に、意欲と能力のある者に活

躍の場を与えるというものです。また、従業員一人ひ

とりが自らのキャリアプランを考え、その実現に向か

って生き生きと働くことができる環境を整えました。 

　人事制度では、従業員に期待する役割と責任の範

囲を明確にするとともに、役割と責任の大きさを区

分し、処遇に反映することとしました。より高い役割

と責任に就く意欲のある従業員は、自ら主体的に申告

して認定を受けることになります。会社は、そのため

の能力開発を支援します。 

　また、全従業員に対し、目標によるマネジメント 

（MBO：Management By Objectives）を展開し

ています。目標の設定、期中の進捗確認および支援・

助言、達成度の評価などについて、従業員一人ひとり

との面談（コミカッション）を実施し、理解度と納得性

を高めます。また目標の達成状況を処遇に反映する

ことでより公正な処遇を実現します。 
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会  社 

機　会 

要　求 

利　益 

分　配 

個　人 

企業価値拡大 自己表現・尊厳 

キャリアプラン 

コミットメント 

行　動 

納　得 

契　約 

こういう仕事がしたい 

こういう仕事をしてほしい 

報酬・処遇 

貢献・成果 

●人材育成 
　「企業にとって競争力の源泉は人である」これが当

社の人材に対する考え方です。人材は企業経営を行

う上での資源ではなく財産であると捉え、人材育成を

進めています。 

　当社の人事制度は、意欲と能力のある人材に活躍

の場を提供することを掲げており、教育プログラムは、

従業員が自律的に描くキャリアプランの実現に向け

て能力を高めていけるように構築しています。 

 

昭和電工の求める人材像 

経営ビジョンの共有 

変革・創造型人材 

自律型人材 組織成果 
指向型人材 

過去にとらわれず 
新たな価値を産み出す 

組織の成功を目指し、 
全体最適の観点で 
自己の能力を発揮する 

高い専門知識・スキル 
それぞれの分野・役割 
において、その道の 
プロであること 

自ら考え、学び、 
行動し、その結果に 
責任をもつ 

ベテランによる若手への技能講習（大町事業所） 

●働きやすい環境づくり 
　従業員のライフスタイルや仕事に対する考え方の

変化・多様性に応えるべく、社内公募制度、フレックス

タイム制度、育児・介護休職制度、年次有給休暇の積

立制度、半日有給休暇、リフレッシュ休暇、定年退職後

の再雇用、企業年金制度など、個人の選択肢を拡大す

ることに重点を置いた施策を実施しています。 

 

■定年退職後の再雇用 

　当社は、高年齢者雇用安定法の改正、厚生年金受給

開始年齢の引き上げといった社会的背景もさるこ

とながら、技能継承の観点から、知識・技能、豊富な経

験を有する高年齢者を社内において引き続き雇用す

る必要があると考えています。 

　当社は、2003年より再雇用制度を導入していま

すが、労働組合との話し合いを経て、2006年からは

希望者が60歳以降も引き続き働くことができる制度

にしました。 

 

 

 

 

■育児・介護休業 

　当社は、育児や介護を行う必要が生じた従業員が

仕事と家庭の両立を図ることができるよう、多様な就

業制度を導入しています。育児休職制度は最大2年

間と、法を上回る休業が可能です。2006年における

取得者は29名でした。また介護休業については、法

律で義務化される以前の1991年より制度を導入し、

最大1年1カ月間の休業が可能です。 

 

■年次有給休暇の積立 

　当社は、年次有給休暇を最大100日まで積み立て

ることができ、私傷病、介護、子の看護のほか、50歳

以上の方の再就職活動やボランティア活動を理由と

した休暇の取得を認めています。 

 
■従業員意識調査 

　当社は、2000年からさまざまな経営変革・改革を進め、

その結果、2006年度は過去最高の業績を達成すること

ができました。一方、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、

2004年より継続的に従業員意識調査を実施しています。 

　社内の変革を推進し、持続的成長を実現する原動力

は従業員です。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。 

　2006年に実施した意識調査は、2004年の調査結

果と同様に、社員が顧客を強く意識した姿勢・行動をし

ている、仕事に対する高い問題意識を持っている、業績

や効率を高めるための組織体制、業務の仕組み、人事処

遇制度が構築され、短期的な業績を上げるマネジメント

が奨励されているといった一方、人材を育成する仕組み

や意識が相対的に薄く、上司・部下の一体感、部門間の

連携、職場を越えた協働の機会や風土が弱いと感じてい

るとの結果が出ています。このアンバランスが会社に対

する基本的な信頼感や自己効力感を阻害し、結果として

会社や事業部門の業績向上が社員の喜びにつながって

いない要因と考えています。 

　これらの調査結果から、組織目標の達成に向けたマネ

ジメント（パフォーマンス・マネジメント）と社員の意欲

を高めるマネジメント（モチベーション・マネジメント）の

両立が今後の課題と捉えています。両立のための施策

としては、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・強化等を進めていきます。 
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●労働組合とのかかわり 
　会社と労働組合は、これまでに築き上げた労使の

信頼関係に基づき、会社と個人の関係と同様、すべて

の事項について話し合いにより解決すること、雇用の

安定と働きがいにつながる労働条件のあり方を追求

すること、労使双方が相互に協力し企業の成長と収

益力の向上を実現していくことを、労働協約の基本

方針としています。 

 

●人権についての考え方 
　当社は、人権の尊重は優先的な配慮事項のひとつ

と考え、企業行動規範にも明確に定めています。人権

教育を推進し、予断や偏見に基づく差別をしない企業

体質を構築していくことは、企業の社会的責任と強く

認識しています。 

　当社では1986年以降、推進組織として「人権教育

推進委員会」を設置し、全社的な人権教育を継続的に

実施しています。人権週間には、社長メッセージの発

信や、各地区での人権問題研修会実施などにより、従

業員の人権問題への正しい理解と人権意識の向上に

関する取り組みを進めています。 

 

●雇用の多様化 
　当社は、経歴、年齢、性別、国籍など異なる個性をも

った人間が、グループの発展を通じて社会貢献すると

いう目的で集まり、建設的に意見を交換しながら成長

していくことが、企業の成長にもつながると考えてい

ます。 

　中国を中心とした外国人学生の採用、他社・異業種

経験者の採用を積極的に進めるとともに、定年退職

者の再雇用、女性社員の職域拡大などにより、組織の

ダイナミズムを促進していきます。 

　特に女性の活躍推進に向けた取り組みは今後の重

点課題のひとつと考えており、プロジェクトチームに

よる検討を進めます。 

 

■障害者雇用 

　当社はさまざまな個性をもった方がともに働ける

会社でありたいと考えて、障害者雇用を進めています。 

　2007年6月時点で、当社の障害者雇用率は2.11

％であり、法定雇用率（1.8％）を上回って障害者雇

用を推進しています。今後も雇用拡大の取り組みを

継続し、障害をもった方も生き生きと働ける企業にし

ていきます。 

 

企業の成長と収益力の向上 

生活の安定と働きがい 

労使経営会議（コミッティ） 

経営計画、経営方針、実行計画とそれに基づく経営諸施策 

風通しのよい職場づくり 

労使経営会議（コミッティ） 

信頼（Confidence） 

会社と労働組合の関係 

労働諸条件の枠組み 

労使会議（コミカッション） 

労 使 対 等  
会社と個人の関係 

役割と目標、個人業績、報酬 

MBOコミカッション 

Win ー Win

中期経営計画・実行計画完遂のためのスタートライン 

●健康管理 
　健康については、従業員一人ひとりが生涯にわたっ

て自分や家族の健康を保持増進していくことの大切

さを認識し、積極的に健康づくりに取り組む機運を醸

成することが大切であると考えています。このため

2005年には、「昭和電工グループ健康21プラン（以

下、健康21プラン）」を策定しました。 

　健康21プランの具体的な取り組みとしては、事業

所ごとに健康目標の設定と実施事項の策定、健康診

断結果をもとにした保健指導、メタボリックシンドロ

ームなどの生活習慣病の予防・改善、動機づけのため

の健康講演会の開催、看護師セミナー、各事業所の健

康21プラン推進責任者が一堂に会して健康目標や

推進方策等を討議する健康21プラン推進会議の開

催など、従業員や家族の健康保持増進の取り組みを

積極的に支援しています。 

　メンタルヘルスについては、従業員や管理監督者

を対象とした講習会等を開催して自身のストレス解

消法や周囲の気づき、職場のコミュニケーションづく

りなど、予防のための取り組みを積極的に行っています。

また、長期休務を余儀なくされた方に対しては、職場

の上司や産業医等が連携してサポート体制を築き、

復帰を支援します。 

　禁煙対策についても積極的に取り組んでいます。

最近の禁煙意識の向上や啓発活動、さらにはニコチ

ンパッチの処方等により喫煙率は毎年低下してきて

います。また、受動喫煙を防止するために喫煙場所を

指定し分煙を進めています。 

 

本社ヘルシーライフセミナー～頑張らない運動が効果的～ 
（2007年2月） 
 

労使合同レスポンシブル・ケア研修会の開催 コラム 

横浜事業所による発表 

グループ討議 

出席者によるパトロール 

　「労働災害を発生させない職場づくり、安全を最優先す
る人づくり」は、労使共通の課題です。昭和電工ユニオン
と当社は、レスポンシブル・ケア労使会議を通じて効果的
な安全活動に取り組んでいます。 
　2006年は、全国安全週間のメイン行事として労使の
関係者が横浜事業所に集まり、次の内容の研修会を開催し、
活発な意見交換が行われました。 

1）横浜事業所のレスポンシブル・ケア活動状況と職場サ
ークル活動事例の紹介 

2）出席者全員による現場安全パトロール 
3）効果的な災害防止活動等についてのグループ討議等 
出席者全員がこれら内容を活用し、各事業場・支部共同の
レスポンシブル・ケア活動として展開しています。労使合
同での研修会は、今後も継続して実施していきます。 
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■  環境会計 ■  資源の利用と環境の負荷 

昭和電工グループは、環境保全を地球規模の問題としてとらえ、環境への化学物質・廃棄物等の排出量削減に 

さらに積極的に取り組んでいきます。また、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・災害ゼロをめざしています。 

 

　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。 

　2006年は横浜事業所、大町事業所などで排ガス

処理設備の維持向上、大分コンビナート、喜多方事業

所などで排水処理関連の投資を行っています。効果

としては、環境負荷面でばいじん、ＣＯＤ、廃棄物埋立

処分量を前年に引き続き削減しています。 

 

　当社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、それぞれについて次ページ

以降のような取り組みを進めています。 

 

省エネルギー 

資源循環 

廃棄物削減 

その他 

合計 

212 

48 

38 

4 

302

単位（百万円/年） ■   経済効果 

 

SOx 

NOx 

ばいじん 

COD 

全窒素 

全りん 

廃棄物埋立処分量 

エネルギー原単位 

1990年 

3,698 

3,522 

283 

786 

607 

51 

19,723 

100％ 

2006年 

755 

2,307 

188 

543 

736 

13 

2,195 

76%

■   環境負荷低減効果 

■   累計投資額（1990年からの累計値） 

90
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累
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投
資
額（
百
万
円
） 

年 

事業エリア内
 

コスト 

 

 

 

 

上下流コスト 

 

管理活動コスト 

 

研究開発コスト 

 

社会活動コスト 

 

その他 

公害防止 

 

地球環境保全 

 

資源循環 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       　　　　　　　合計 

873 

 

373 

 

428 

 

0 

 

2 

 

60 

 

0 

 

0 

 

1,736

1,253 

 

297 

 

2,077 

 

1 

 

571 

 

412 

 

18 

 

162 

 

 

設備投資 経費 

単位（百万円） 単位（t） ■   コスト 

大気・水質・土壌汚染、騒音、振動、悪臭等の防止

にかかわる設備投資・費用 

省エネ、地球温暖化防止、オゾン層破壊防止にか

かわる設備投資・費用 

省資源、廃棄物処理にかかわる設備投資・費用 

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等） 

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、環境負荷測定費用等） 

環境配慮製品・技術の研究開発コスト 

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、工場見学の費用等） 

公害健康被害補償費など 

2006年環境会計 

■   2006年当社グループの代表的な環境負荷指数 

* 06年12月時点の連結対象グループ会社のうち、国内製造業13社の合計 

指標 

温室効果ガス排出量（kt-CO2） 

廃棄物最終処分量（t） 

PRTR対象物質排出量（t） 

対象会社合計値* 参考（当社単体の値） 

 

 

193 

1,715 

76

 

2,893 

2,195 

427 

 

昭

和

電

工

 

 

2,893ｋｔ-CO2 

755t 

2,307t 

188t 

88t 

369t

 

543t 

736t 

13t 

58t

 

● 温室効果ガス 

● SOx 

● NOx 

● ばいじん 

● 有害大気汚染物質 

● PRTR対象物質 

 

● COD 

● 全窒素 

● 全りん 

● PRTR対象物質 

内部有効利用 

I N P U T O U T P U T

 エネルギー 

141万kL 

 

 　  製品 
 

大気排出 
 

水域排出 
 

61,055t

廃棄物排出 
 

2,195t

埋立 
 

41,330t

外部有効利用 
 

17,530t

外部減量化 

 　　水 

7,400万m3

 　原材料 

4,791 
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*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。

京都議定書においては二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、

SF6の6ガスに対して排出量の削減目標値が設定されています。 

　徳山事業所のアセトアルデヒド製造プラントでは、反応過
程で発生した反応熱を冷却により除去していましたが（●）、
この反応熱を蒸気として回収する設備を設置し、精製工
程の熱源として有効に利用するシステムを導入しました（●）。
この蒸気を利用するためには、圧縮機により所定の圧力
まで圧縮する必要があり、その駆動源には電気を使用し
ていました。 

　一方、事業所で使用していた高圧蒸気の一部は、有効
利用されないまま使用圧力まで減圧されていましたが、
上記の圧縮機の駆動部を蒸気タービンに変更することで、
電気の節約とともに、高圧蒸気の持つエネルギーを有効
利用することができるようになりました（●）。 
　このシステムの導入により、原油換算で年間7,800ｋＬ、
ＣＯ2排出量換算で年間20,000ｔを削減しました。 
 

徳山事業所 反応熱回収システム導入による省エネルギー コラム 

　大分コンビナートは、住居地域と工業地域との間に環
境エリア（グリーンベルト）を設置しています。多くの植物・
樹木が生育しているだけではなく、環境エリア内に設けら
れた野球グラウンド、遊歩道、バーベキュー広場などの施
設はコンビナート従業員ならびに地域の方々に開放され、
クラブ活動や健康増進のためのウォーキングなどで活用
されています。 
　この環境エリアの隣には大分市が所有する松原緑地が
併設されており、当社の環境エリアとあわせると45万ｍ2

の広大なグリーンベルトが形成され、ＣＯ2吸収源として
の役割も果たしています。 
　一方、昭和電工エレクトロニクス（株）（千葉県市原市）
では、工場の屋上2,450ｍ2を緑化しています。緑化には、
少ない土と雨水で育つセダムという植物を利用しています。
地球温暖化防止や省エネルギーに効果があるばかりでは
なく、5～6月に咲くきれいな黄色の花は従業員をなごま
せています。 
 

大分コンビナートおよび昭和電工エレクトロニクスの緑化の取り組み コラム 

環境・安全の取り組み 

■  地球温暖化防止の取り組み 

●省エネルギーの推進 
　当社グループは、地球温暖化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、生産

プロセスの見直し、最適化や設備改造等による省エ

ネルギー施策を推進しています。 

　2006年は、工業炉の効率向上、ユーティリティ削

減などの取り組みを継続し、エネルギー原単位を基

準年（1990年）比の76%まで改善しました。エネ

ルギー原単位に関する2008年中期目標および

2007年の目標を「前年比1％減」とし、引き続き省

エネルギー施策を推進していきます。 

　また当社は、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 
　当社の温室効果ガス排出量は、基準年(1990年)

比で1％の増加となりました。京都議定書の削減目標

の達成期間である2008～2012年に向けて、基準

年の6％減を目標とし、温室効果ガス排出量削減の取

り組みを進めています。 

　二酸化炭素だけではなく、一酸化二窒素および代

替フロン等（HFC、PFC）についても、製造、充填工程

における排出原単位に削減目標を設定し、充填時に

排出されるガスの回収、温室効果ガス分解処理設備

の設置などの排出抑制対策を計画的に推進していき

ます。 

　また、有機溶剤系洗浄剤等のフロン代替物質、PFC

代替エッチングガス、PFC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する

ことにより、これらの物質の使用量削減、ならびに排

出量削減に貢献しています。 
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*PRTR 
　環境汚染物質排出・移動登録制度のこと。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。1999年、化学物質排出把握管理促進法（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。 *SCM（Supply Chain Management） 
　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。 

環境・安全の取り組み 

●ＳＣＭ*活動における環境負荷低減 
■輸送面での取り組み 

　各事業部のＳＣＭセンターでは、輸送の効率化を通

じて環境負荷の低減に努めています。 

　お客様の理解を得て進めた事例には、有機化学製

品のタンクローリー輸送やセラミックス製品のトラッ

ク輸送の積載率向上による輸送回数の削減、堺事業

所からの製品出荷のトラック輸送から鉄道輸送へのシ

フトがあります。 

　また、アルミニウム事業部門では地金の輸送の帰

り便を利用して製品の輸送を行っています。そのほか、

船輸送を含めた積載効率の改善、帰り便を利用した

容器・パレットの回収、お客様への直送化などの施策

を全事業所で実施しています。 

　さらに、輸送会社との連携、協働によりアイドリング

ストップなどエコドライブの徹底、最適ルートの設定

によるエネルギー消費の削減を行うとともに、安全輸

送の徹底に努力しています。 

 

■全社的な最適化への取り組み 

　各事業部のＳＣＭセンターでの取り組みのほかに、

全社の視点で輸送効率を向上する取り組みに着手し

ています。事業部をまたがる製品の混載や他事業所

からの帰り便輸送の活用、他事業部との物流拠点の

共通化などを進めています。 

　また、各事業部のＳＣＭセンターの施策の事例紹介

やデータベース化により、輸送面だけでなく包装材料

やパレットなどを含めた物流関連、および生産関連の

全社の情報を共有化することで環境負荷低減に努め

ています。 

 

■改正省エネ法への対応 

　2006年4月から施行された改正省エネ法に則り、

当社の荷主としての輸送実績を把握してきました。

輸送量はトンキロ（重量ｔ×輸送距離ｋｍ）で表されま

すが、当社の輸送量は年間で概算6億7千万トンキロ

になる見込みです。 

　改正省エネ法では、輸送量が3千万トンキロを超え

る事業者は、2007年度から特定荷主として輸送に

伴うエネルギー消費量ならびに二酸化炭素（ＣＯ2）排

出量の実績報告とエネルギー消費の原単位削減計画

の提出、削減への努力義務が課せられます。 

　当社は特定荷主としての責任も果たすべく、エネ

ルギー消費原単位削減のための努力を続けていきます。 

 

●ＰＣＢ管理 
　ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル化合物）廃棄物は、当社

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

況等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。 

 

●ＰＲＴＲ* 
　当社は、（社）日本化学工業協会（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。 

　2006年は、PRTR対象物質を含む480物質につ

いて調査を行い、94物質（うち対象物質は66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427ｔで、2005年に比べて13ｔ減少しました。 

　今後もPRTR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。 

■  化学物質排出量削減の取り組み 

● 2000年から報告物質数が284から480に増えました。 
● 1999年から徳山事業所、2001年から小山、彦根、堺の 

　3事業所、2004年から、同年合併した昭和電工エラストマー（株）

　のデータを追加しました。 

 

日化協PRTR対象物質の排出・移動量（2006年） 

排出・移動量 
移動量 
3,070t

総排出量 
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■水域　■大気 

堺事業所からの鉄道コンテナによる製品出荷 

PRTR対象物質の排出・移動量データ、および事業場ごとのPRTR対象物質総排出量データは、 
当社ホームページ「社会・環境への取り組み」をご覧ください。 
URL  http://www.sdk.co.jp/html/csr/index.html
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環境・安全の取り組み 

●有害大気汚染物質の排出量削減 
　当社グループは、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、当社が取り扱う9物質の2006年総排出

量は2005年比約2％減の約88ｔで、10％削減の目

標には届きませんでした。今後も、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、着実な

削減に努めます。 

 

●大気環境負荷の低減 
　当社グループは、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は2005年よりも微増となり、一方ばい

じんは2005年よりも減少しました。今後も、さらに

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 
　当社グループは、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 

　全窒素、全りんは、2005年比でほぼ横ばい、ＣＯＤ

は2005年よりも減少しました。 

　今後も、さらに水質環境負荷の低減に向けた取り

組みを進めます。 

 

■  水質環境への配慮 

　当社グループは、事業場敷地の用途変更や土壌排

出等の契機をとらえ、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。 

■  土壌・地下水汚染対策 

■  大気環境への配慮 

*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いい

ます。 

有害大気汚染物質総排出量 
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物質ごとの排出量データは、当社ホームページ「社会・環境への取り組み」をご覧ください。 
URL  http://www.sdk.co.jp/html/csr/index.html

東長原事業所の土壌改良工事実施について コラム 

　東長原事業所において、2006年の11月から土壌改
良工事を開始しました。 
　今回の改良工事の実施については、土壌にシアン化合
物が含有量基準を超えて検出されたため、福島県とも協

議しつつ対策の検討を進めてまいりました。 
　現在、飛散防止対策を講じながら、対象土壌を自主的に
掘削・除去しています。また地下水につきましても、集水
設備を設け浄化処理を実施しています。 
 

排
出
量 

排
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環境・安全の取り組み 

　当社グループは、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） 

　2006年の最終埋立処分量は2,195tとなり、前年

よりも約185ｔ削減しましたが、大分コンビナートで

の定期修理などによる廃棄物が増加したことから、

2006年の目標1,800tには届きませんでした。 

　2008年の中期目標の1,100ｔ達成に向け、本年

目標を1,600tとし削減を進めます。同時にゼロエミ

ッション（最終埋立処分量が発生量の1％以下）の達

成事業所の拡大にも取り組みます。 

　また、中間処理・最終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。 

　また、ボーキサイト残さ*の海洋投入については

2006年は2000年比10%削減を維持しました。

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。 

*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。 

　秩父事業所の廃棄物は、廃酸等の液物60％、陶磁器・
木屑30％、一般産業廃棄物5％およびその他特別管理産
業廃棄物5％より構成されていますが、2000年に約
200ｔ発生していた最終埋立処分場行きの廃棄物をゼロ
にすべく精力的に取り組みを行ってきました。特に陶磁器
屑および特別管理産業廃棄物の処理に困難を伴いましたが、
分別・回収ルールの徹底と処理法・回収ルートの開拓を行い、
2006年にはゼロエミッションを達成することができました。 

　「分ければ資源・捨てればただのゴミ」を合言葉に、分
別での減量化、省資源・リサイクルの推進、ＣＯ2削減に向
けた近距離処理先の開拓、そしてゼロエミッション継続に、
事業所全員参加で取り組んでいます。 
　なお、ガリウム、希土類等のレアメタルについては、完全
リサイクルを確立しています。 
 

秩父事業所でゼロエミッションを達成！ コラム 

■  廃棄物削減の取り組み 

環境調和型アンモニア「エコアン○R」 コラム 

アルミ缶リサイクルについて コラム 
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ガス化設備 

廃棄物削減について打ち合わせの様子と、秩父事業所長と環境安全グループの皆さん 

「エコアン○R 」製造時の環境特性 
アンモニア製造時の環境負荷を大幅に低減できます 

化石燃料使用量 

電力使用量 

NOx･SOx発生量 

排水量 

40％削減 

5％削減 

35％削減 

40％削減 

※350t/日製造時に、使用済みプラスチック比率を半分とした場合 

アルミ缶から 
アルミ缶へ 

　当社グループでは社会貢献活動のひとつとして､全従
業員が一丸となったアルミ缶リサイクル活動*を行ってい
ます。アルミ缶のリサイクルは、資源を節約したり、ごみを
削減できるばかりではなく、回収されたアルミ缶から再生
地金を作ると新しくボーキサイトから地金を作るのに比べ、

97％ものエネルギーの節約にもなります。回収されたア
ルミ缶がどのように新しいアルミ缶に生まれ変わるのか、
当社での代表的な回収ルートを例にご説明します。 
（*当社グループのアルミ缶リサイクル活動については､ 
31ページをご参照ください。） 

昭和アルミニウム缶 

圧延メーカー 

2次合金メーカー 

従業員回収 

昭和アルミ缶 
リサイクリング 
センター 

アルミ缶が誕生。 

アルミ缶用の 
うすい板にします。 

とかしたアルミニウムを 
かたまりにします。 
これを再生地金と呼びます。 

新しい缶の材料にするために、 
700度以上の熱でとかします。 

集められたアルミ缶は 
再生工場に運ばれます。 

スチール缶と分けます。 

飲み終わったアルミ缶は 
いろいろなところで集められます。 

一人あたり1年間に 
平均145個のアルミ缶を 
消費しています。 

アルミニウム新地金は 
99％外国から 
輸入しています。 

　「エコアン○R」は、使用済みプラスチックを原料の一部に
使用した画期的なアンモニアです。品質は従来品とまっ
たく変わらず、製造時の環境負荷低減を実現した本製品は、
四国電力株式会社、中部電力株式会社に加えて、東京電
力株式会社、東北電力株式会社よりグリーン調達品として
認証を受けました。 

　原料として利用する合成ガスは、川崎市が推進する「川
崎エコタウン構想」の基本方針に沿った『使用済みプラス
チックのケミカルリサイクル』
プラントによって製造され
ます。容器包装リサイクル
法に基づいた使用済みプラ
スチックを中心に破砕・成形・
ガス化し、アンモニア製造
用合成ガスとして利用する、
ゼロエミッション型リサイク
ルです。 
 

（アルミ缶リサイクル協会 資料より） 
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*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、次の式で表されます。 

　度数率＝（死傷者数/延べ労働時間）×100万 

 

環境・安全の取り組み 

●設備安全 
　当社グループは、設備事故ゼロを目標に設定し、リ

スク低減のために設備改善を継続的に実施しています。

　設備の新設・改造時および製造条件を大幅に変更

する場合の安全確保としては、社内の専門家による

事前審査を実施しており、既存設備についてはＳＰＳ

活動による自主保全活動を継続的に実施しています。

　また、2006年には繰返し事故を予防するため、過

去9年間に社内で発生した一定規模以上の設備事故

から事故予防チェックリストを作成し、全事業所で再

確認を実施しました。 

 

●MP（保全予防）情報システムの活用 
　ＭＰ（Maintenance Prevention:保全予防）情報

システムは、当社グループ内各事業所を含む世界の

設備トラブル・事故事例から得られた設備設計ノウハ

ウやトラブル対応を社内で共有するシステムで、事故

予防と設備技術伝承の両面で活用し、さらなる安全・

安定操業をめざしています。 

　全社向けに公開されている情報は、当社グループ

内の情報が約13％、残りは外部の情報を収集したも

ので、2007年5月現在約4,400件が登録されており、

機器種別、物質別、材質別、トラブル原因別等のキー

ワードで検索・抽出できます。 

　また運用面では、設備の新設や改修の際に本シス

テムを利用しなければならない仕組みを構築しており、

確実な活用を図っています。 

●自主保安の推進 
　当社グループはすべての設備で計画的に危険源を

特定し、継続的改善を行う自主保全を推進しています。

あわせて、定期的な内部監査により自主保安活動が

適切に運営されていることを確認しています。 

　大分コンビナートではエチレン製造設備について、

高圧ガス保安法に基づく認定保安検査実施者および

認定完成検査実施者として経済産業大臣により4年

連続運転の認定を受けています。 

　この認定制度は、運転管理・設備管理・保安防災管

理について審査を行い、自ら設備の保安検査等を行

う資格を認めるもので、2006年はこの資格に基づ

き4年に一度の定期修理を実施しました。 

■  労働安全衛生の取り組み ■  保安防災の取り組み 

大分コンビナートが「ボイラー管理優良事業場」を受賞 コラム 

　大分コンビナートは2006年11月、日本ボイラー協会
より「ボイラー管理優良事業場」の表彰を受けました。保
有するボイラーの基数や大きさが極めて大きい規模であ
るにもかかわらず、1969年の操業以来、ボイラー第一種
圧力容器に関する事故を起こしていないこと、ボイラー等
の4年連続運転認定事業場であることなどが評価された
ものです。 

小山事業所が適格労働安全衛生マネジメントシステム（ＯＳＨＭＳ*） 
認証を取得 

コラム 

　小山事業所では、2005年から「労働安全衛生マネジメ
ントシステム」の導入を計画し、昭和電工グループ全体に先
駆けて、第三者認定（中央労働災害防止協会方式適格
OSHMS認定）に挑戦しました。 
　文書管理などは要求事項とのかい離もあって苦戦を強い
られましたが、要となるリスクアセスメントは従来手法を踏
襲しながらシステムを構築、システム運用後の2007年3
月に無事、第三者認定を取得しました。今後はシステムを十
分に使いこなし、より高いレベルの安全職場をめざします。 

彦根事業所と研究開発センター（千葉）が安全表彰を受賞 コラム 

　彦根事業所が日本アルミニウム協会の労働安全表彰（優
良賞）を、また研究開発センター（千葉）が平成19年日化協・
ＪＲＣＣ安全表彰（努力賞）を受賞しました。 
　彦根事業所は、2002年以来、休業災害ゼロを継続し
ています。事業所ＲＣ行動計画に沿って、各部門個別に重
点活動を設定しています。近年は、安全感性の向上を目
指し、ＫＹ活動に注力してきましたが、さらなる向上のた
めに、ヒヤリハット活動、相互注意運動にも積極的に取り
組んでいます。 
　研究開発センター（千葉）は、1993年以来、休業災害

ゼロを継続中です。近年は、不要機器や薬品などの徹底
した4Ｓ活動に取り組んでいます。 
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*OSHMS:Occupational Safety & Health Management System

彦根事業所 研究開発センター（千葉） 

●労働安全 
　当社グループにおける労働災害は、長年の安全活

動の中で低減してきましたが、2006年は「休業・不

休災害ゼロ」の目標は達成できませんでした。災害

事例を教訓としながら、次のような具体的な施策につ

いて事業場ごとに行動計画を作成し、安全活動に取り

組んでいます。また今後は、各事業場で労働安全衛

生マネジメントシステムを取り入れ、より効果的な安

全活動を推進します。 

● 一人ひとりの安全感度向上活動 

● リスクアセスメントに基づく安全方策の実施 

● 災害事例活用による危険の芽の摘み取り 

● 災害に対応した特別安全活動による再発防止対策
の実行と改善成果の全社展開 

● 従業員の安全行動規範、管理者の安全管理行動規
範に則った安全風土づくり 

● 適正教材に基づく階層別安全教育の充実 

● 協力企業を含め、高年齢就労者に対する作業環境
改善と個別配慮の推進 

● 労働災害情報のデータベース化と活用の推進 
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環境・安全の取り組み 

●安全性情報 
　当社グループは、すべての製品についてＪＩＳに準

拠したＭＳＤＳ*1を作成し、お客様に危険・有害性情報

を提供しています。すべてのＭＳＤＳは2008年を目

標にＧＨＳ*2情報を追加したものに改訂していきます。 

また、化学物質の道路輸送時の事故に備えてイエロ

ーカード*3を作成し、タンクローリーなどの運転手に

常時携帯させています。 

 

●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

国が連携して既存化学物質の安全性情報の収集を進め、

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年には6物質のスポンサー登録を行

いました。2006年からは安全性情報の収集・評価を

開始しており、1物質については計画書の提出を完了

しています。 

 

●国際的な活動・動向への取り組み 
■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、10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いきます。 

■海外法規制 

　欧州における新しい化学物質規制(REACH:  

Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction of Chemicals)導入に対応し、日本化

学工業協会において、ＲＥＡＣＨ協議会メンバーとして、

REACH作業部会、ＲＥＡＣＨタスクフォースの活動に

参加しています。 

　当社はこうした国際動向をすばやくとらえ、全社横

断的にグループ会社を含めた各事業部、本社スタッフ

部門からなるREACH推進グループを立ち上げて対

応しています。 

■  化学品安全の取り組み ■  マネジメントシステム取得事業場 

*1 ＭＳＤＳ（Material Safety Data Sheet、製品安全データシート） 
　  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）に渡される資料のこと。 

*2 GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals） 
　 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。 

*3 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。 

●ISO14001（環境マネジメントシステム）取得事業場  

会社名 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
鶴崎共同動力 
太平洋液化水素 
昭和炭酸 
昭和炭酸 
昭和炭酸 
昭和タイタニウム 
信州昭和 
昭和電工パッケージング 
昭和電工堺アルミ 

会社名 
昭和アルミニウム缶 
昭和アルミニウム缶 
昭和アルミニウム缶 
昭和電工アルミ販売 
昭和電工エレクトロニクス 
昭和エンジニアリング 
昭和エンジニアリング 
昭和高分子 
昭和高分子 
ユニオン昭和 
ユニオン昭和 
ショウワ・エステリンド・インドネシア 
昭和電工カーボン 
ショウワ・アルミニウム・チェコ 
ショウティック・ヨーロッパ 
ショウワ・アルミナム・コーポレーション・オブ・アメリカ 
昭和電工(大連） 
ショウワ・アルミナム・タイランド 
ショウティック・シンガポール 
ショウワ・アルミナム・マニュファクチャリング・フィリピンズ 
昭和電工HDシンガポール 
昭和電工HDマレーシア 

事業所名 
彦根工場 
小山工場 
大牟田工場 
本社 
 
京浜事業所 
大分事業所 
伊勢崎工場 
龍野工場 
本社 
四日市工場 

取得年 
2000年 
2001年 
2001年 
2005年 
2005年 
1997年 
1998年 
2003年 
2004年 
2003年 
2003年 
2005年 
2003年 
2001年 
2003年 
2004年 
2004年 
2006年 
2006年 
2007年 
1999年 
2002年 

●ISO9001/TS16949（品質マネジメントシステム）取得事業場 

会社名 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
昭和電工 
国際衛生 
昭和炭酸 
東京液化酸素 
日本ポリテック 
昭和タイタニウム 
名古屋研磨材工業 
昭和アルミニウム缶 
昭和アルミニウム缶 
昭和アルミニウム缶 
 

事業所名 
大分コンビナート 
徳山事業所 
化学品事業部門 
大町事業所 
塩尻事業所 
横浜事業所 
圧延品事業部 
押出・機能材事業部 
ショウティック事業部★ 
熱交換器事業部（自動車）★ 
熱交換器事業部（電産機） 
電子材料事業部（秩父事業所）★ 
キャパシタ部 
 
 
 
 
 
 
彦根工場 
小山工場 
大牟田工場 
 

取得年 
1997年 
1996年 
1995年 
1995年 
1999年 
2002年 
1999年 
1998年 
2005年 
2003年 
2000年 
2004年 
2001年 
2001年 
1997年 
1998年 
2004年 
1998年 
2000年 
1999年 
2000年 
2000年 

 

会社名 
昭和電工パッケージング 
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 
昭和高分子 
昭和高分子 
昭和電工建材 
昭和電工建材 
新潟昭和 
ユニオン昭和 
ショウワ・エステリンド・インドネシア 
昭和電工カーボン 
ショウワ・アルミナム・コーポレーション・オブ・アメリカ 
ショウワ・アルミナム・タイランド 
ショウワ・アルミニウム・チェコ 
ショウワ・アルミナム・マニュファクチャリング・フィリピンズ 
昭和電工（大連） 
ショウティック・シンガポール 
ショウティック・ヨーロッパ 
昭和電工HDトレース 
昭和電工HDマレーシア 
昭和電工HDシンガポール 

事業所名 
 
 
 
伊勢崎工場 
龍野工場 
大分工場 
本社 
石岡工場 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　 ★ 
　　   ★ 
　    ★ 
 
 
 
 ★ 

取得年 
1999年 
1995年 
1997年 
1998年 
1998年 
2004年 
2000年 
2000年 
2000年 
1996年 
2004年 
1995年 
1998年 
2000年 
2000年 
2000年 
2000年 
2002年 
2004年 
1997年 
2001年 
2003年 

事業所名 
大分コンビナート 
徳山事業所 
川崎サイト 
東長原事業所 
大町事業所 
塩尻事業所 
横浜事業所 
彦根事業所 
小山事業所 
堺事業所 
喜多方事業所 
秩父事業所 
研究開発センター（千葉） 
 
大分工場 
技術・開発本部 
川崎工場 
四日市工場 
 
大町事業所 
彦根事業所 
 
 

取得年 
1998年 
2000年 
1997年 
2006年 
1997年 
1998年 
2002年 
1998年 
2000年 
2001年 
2002年 
1999年 
2000年 
1998年 
1998年 
1999年 
1999年 
1999年 
2003年 
1997年 
1998年 
2001年 

 

★…TS16949取得事業場 
2007年3月現在 

2007年3月現在 
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GHSに対応したMSDS
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　「CSRレポート2007」の記載内容について、日本レスポンシブル・ケア協議会とBSI マネジメントシステム 

ジャパン株式会社から第三者意見をいただきました。 

　ご意見や指摘事項を次年度の活動に活かし、CSR活動のレベルアップを図ってまいります。 

 

 

●ご意見を受けて 
　昭和電工は、1995年にレスポンシブル・ケア実施宣言を行い、
2005年には「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。全世界の化学事業者とともに､化学物
質の全ライフサイクルにおける「環境・安全・健康」の確保と改善
に取り組んでおります。 
　そして､レスポンシブル・ケア中期行動計画においては、その活
動を全世界のグループ会社へも展開を図っております。 

　日本レスポンシブル・ケア協議会からいただきましたご意見・ご
指摘を活動に活かし、またレスポンシブル・ケア活動のPDCAサイ
クルをグループ全体で着実にまわすことにより、社会から信頼・評
価される「社会貢献企業」の実現をめざしてまいります。 

 
 

●ご意見を受けて 
　昭和電工グループは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、「社会貢献企業」の実現をめざした3
カ年の実行計画を推進しております。この実行計画に連動した
「CSR中期計画」では、企業倫理、レスポンシブル・ケアを基盤とし
た活動とともに、企業価値の向上を図りつつ、社会とのかかわりも
積極的に推進しております。 
　BSI マネジメントシステム ジャパン様からいただきましたご意

見にあるとおり、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーション
は国内外のグループをあげて加速する必要があり、またさらにス
テークホルダー・エンゲージメントにも取り組んでまいります。 
　ご指摘のポイントをはずさず、本業におけるCSR活動を体系的
に進め、社会から信頼・評価されるグループをめざしてまいります。 

第三者意見 

 

 

BSI マネジメントシステム ジャパンは、「CSRレポート2007」及び本社並びに彦根事業所におけるインタビューを通じて得られた情

報に基づき、昭和電工グループのCSRへの取り組みに関して、昨年度に引き続き所見を申し上げます。BSI（英国規格協会）は、

CSRマネジメント実践のためのSIGMAガイドライン及び英国規格BS8900を開発してまいりました。これらをベースとして、BSI マネ

ジメントシステム ジャパンはCSRマネジメントの専門家の視点から今回のレビューを行いました。 

 

2006年、昭和電工は、中期経営計画「プロジェクト・パッション」の下で、コンプライアンスおよび内部統制システム強化、グループ内

のレスポンシブル･ケア活動促進を中心に、初年度目標である「CSRの浸透」のための活動を着実に進めました。 

 

既存の活動と連動させてCSRの浸透を加速 

本業におけるCSRの推進は、独立したプロセスとして確立するのではなく、既存のマネジメントプロセス（例えばリスクアセスメント、

計画立案、パフォーマンス管理など）に組み込むことが重要です。昭和電工は、すでに日常業務に定着している既存のマネジメン

ト活動に、CSRマネジメントプロセスを連動させました。例えばレスポンシブル･ケア活動やSPS改革推進活動、目標管理（MBO）の

人事制度を通じて、あらゆるレベルで「社会貢献企業」を目指した事業活動を推進するよう努めています。また従業員意識調査

や経営トップと従業員との直接対話などを通じて、コンプライアンスレベルの向上やコンプライアンス意識の浸透の程度を確認しな

がら対策を補うアプローチを継続しています。2006年には、既存のハザードリスクの評価結果を活用しながら、コーポレートの事業

継続の観点からCSR上の課題に関する全社的なリスク管理を導入することも決定しました。 

 

ステークホルダーとの関係強化のためのコミュニケーションが課題 

会社のCSRに対する姿勢が社内共通の理解となると、共通の目標に向かって組織の結束を高めることにつながります。しかし

2006年の従業員意識調査の結果には、従業員の理解度に改善の余地がありさらなるコミュニケーションが必要であることが示さ

れていました。また、年々海外従業員比率が増加し、昭和電工グループにおける海外オペレーションの重要性が増しているため、

海外営業・生産拠点におけるCSR上の課題や取り組みについても、グループ内で共有するとともに、社外のステークホルダーに報

告することが求められます。 

昨年度も触れましたが、社外のステークホルダーとの関係をさらに強化するために、双方向のコミュニケーションの仕組みを導入し、

全社に展開することが望まれます。彦根事業所の臭気問題プロジェクトでは、影響を受けるステークホルダーを特定し、臭気の原

因や対策について情報を共有した上で、ステークホルダーの協力を得て問題を解決することに成功しました。このような好例を用

いて、まず地域社会や顧客、サプライヤーとの従来のコミュニケーションを、CSR上の課題は何かという観点から分析し、深化させ

ることが期待されます。 

 

今後の貴社の積極的なCSR活動を期待しております。 

 

BSI マネジメントシステム ジャパン株式会社 

2007年7月 

代表取締役 

 

取締役　常務執行役員 
技術本部長　工藤 晃史 



　本レポートに記載しているCSRに関する項目・指標は以下のとおりです。 
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CSRに関する項目・指標掲載リスト 

●昭和電工グループの持続可能性についてのCEOの声明 

●レスポンシブル・ケア　マネジメント 

 

 

●主要事業、組織、事業規模、財務状況  

●受賞歴  

組織の期間中の大幅な変更はありません 

 

 

●報告書の概要 

 

●報告書の内容の設定プロセス 

 

 

 

 

●バウンダリー 

 

 

●指標に用いた条件・手法など 

●前報告との重複、報告内容の大幅な変更はありません 

 

 

●全般 

●株主・従業員のかかわり 

●企業行動規範・指針  

●レスポンシブル・ケア世界憲章署名  

●リスクマネジメント 

　  （4.5、4.6、4.7、4.10、4.12、4.13）は記載していません 

●ステークホルダーについて 
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（1.1） 
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（2.1－2.8） 

（2.10） 

（2.9）   

 

 

（3.1－3.3） 

（3.4） 

（3.5） 

 

 

 

 

（3.6－3.8） 

 

 

（3.9） 

（3.10－3.11） 　 

 

 

（4.1－4.3） 

（4.4） 

（4.8） 

（4.9） 

（4.11） 

 

（4.14－4.17） 

■持続可能性に向けて 

 

 

 

■組織の概要 

 

 

 

 

■報告書について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ガバナンス 

項　目 ・ 指　標 記載ページ 

（　）は参考としたGRI・G3の項目番号です。 

　　本レポートの掲載項目は、当社グループがＣＳＲレポートで報告することが重要と 

　　位置づけている項目を選定しています。 

　　なお、ステークホルダー・エンゲージメントは取り組み始めましたので、来年度以降 

　　の掲載項目に反映していく予定です。 

 

　　本年は単体ベースのデータ中心ですが、現在グループでＣＳＲに取り組みを開始 

　　していますので、来年度以降連結子会社の情報も順次織り込む予定です。 

 

　　当社グループの主要ステークホルダーとして「お客様」（20ページ）、「社会」 

　　（28ページ）、「株主・投資家」（32ページ）、「パートナー」（33ページ）、「従業 

　　員」（34ページ）の5カテゴリーに分類しました。 

　　ステークホルダーは、当社グループの事業活動に直接の利害関係がある方々を 

　　中心に選定しています。 

　　ステークホルダー・エンゲージメントは取り組み始めましたので、来年度以降の 

　　記載項目とします。 

●経済 財務指標 

●環境 

 

 

 

 

 

 

 

●労働 

 

 

●人権　　 － 

●社会　 － 

●製品 情報提供・表示の必要な製品とその全製品にしめる割合 

　　　　　 顧客満足に関する実務慣行 

15 

39 

40 

8，9 

40 

39，40 

40 

39，44 

46 

8,9 

42 

49 

36 

34 

 

 

50 

26

（ＥＣ1） 

（ＥＮ3） 

（ＥＮ5） 

（ＥＮ6） 

（ＥＮ7） 

（ＥＮ16） 

（ＥＮ17） 

（ＥＮ20） 

（ＥＮ22） 

（ＥＮ26） 

（ＥＮ29） 

（ＬＡ7） 

（ＬＡ9） 

（ＬＡ11） 

 

 

（ＰＲ3） 

（ＰＲ5） 

■パフォーマンス指標 

 

項　目 ・ 指　標 記載ページ 

直接的エネルギー使用量  

省エネルギー 

エネルギー効率向上製品開発  

間接的エネルギー削減の取組み 

温室効果ガス総排出量 

その他の間接的温室効果ガス排出量  

ＮＯｘ、ＳＯｘおよび大気排出物質 

種類、排出先ごとの廃棄物量  

環境影響を緩和する率先的取組み 

物流などからもたらされる環境影響 

労働災害統計  

労働組合との合意に織り込まれている安全衛生のテーマ 

キャリア支援・技能・生涯学習プログラム 

編 集 後 記 
　本レポートはレスポンシブル・ケアレポートを

前身としており、製品の開発、製造から廃棄にい

たる全ライフサイクルについて配慮活動の報告

をベースにしています。また、そのライフサイク

ルにかかわるステークホルダーの皆様とのかか

わりについても記述を強化しました。 

　CSRレポート2007は、この1冊で当社グル

ープの社会・環境・経済にかかわる諸活動が見

渡せるように、また、「ものづくり」最前線の活力

を垣間見ていただけるような誌面づくりに努め

てきました。 

　おりしも、GRIの改訂やISO26000のシドニ

ー会議などCSRの世界的潮流を実感しながら

の編集でした。記述や表現で至らない部分もあ

ると思います。来年の編集に向けて、添付のア

ンケートなど読者の皆様のご意見をぜひ賜りた

いと存じます。　　　　　　 

（Ｙ．Ｍ．） 



本レポートは、環境負荷低減のため下記の点に配慮し、グリーンプリンティング認定工場で作りました。 
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