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昭和電工は、環境省の主催する
地球温暖化防止活動の趣旨に賛同し、
全社で温室効果ガス削減活動に取り組んでいます。

含有する石油系溶剤を植物油溶剤に
100％置き換えたNON-VOC（揮発性有機化合物ゼロ）
インキを使用しています。

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

大豆油を主体とする
植物油溶剤のインキを
使用しています。

IPA（イソプロピルアルコール）などの有害物質を
含む「湿し水」を使わない水なし印刷を採用し、
VOCの発生を大幅に削減しています。

読みやすい、イワタUD
（ユニバーサルデザイン）フォントを
本文に使用しています。

昭和電工はGPN会員として
印刷のグリーン購入に
取り組んでいます。

本レポートに関するお問い合わせ先

昭和電工株式会社  CSR 室
Tel：03-5470-3694　Fax：03-3431-6442

ホームページ：www.sdk.co.jp/html/csr/index.html
メールアドレス：sdk_csr_office@sdk.co.jp

昭和電工株式会社

適切に管理された
森林資源を
用紙の材料にしています。



昭和電工グループの社会・生活に貢献する製品・環境にやさしい製品

私たち昭和電工グループの製品は、普段、皆様の生活を支えているさまざまな製品の素材や部材として使われています。
ここでは、社会の中で活躍する当社グループの製品の一部を、社会・生活に貢献する製品と、環境にやさしい製品に分けてご紹介します。

こんなところにSHOWA DENKO！
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❶ 農業用資材
生分解性樹脂 

（農業用フィルム）

❷ パソコン
半導体製造用高純度ガス・薬
品、レ ア ア ー ス 磁 石 合 金、
CMPスラリー、ハードディス
クメディア

❸ レーザービームプリンター
アルミニウムシリンダー 

（感光部材）

❹ ビル外壁
光触媒（防汚塗料）

❺ パップ剤
ポリアクリル酸ソーダ 

（医薬品原料）

❻ バスルーム
水酸化アルミニウム 

（人造大理石原料）

❼ 化粧品・パーマ液
ビタミンC誘導体、紫外線遮へ
い剤（化粧品原料）、カーリング剤

❽ 信号機
超高輝度LED（信号ランプ）

❾ 医療用の
　 ガス処理システム
亜 酸 化 窒 素（ 医 療 用 麻 酔 ガ
ス）・排ガス処理装置

� アルミ缶
アルミニウム缶体、
蓋（飲料容器）

� 自動車
アルミニウム鋳鍛造品、熱交
換器

� 屋上庭園
緑化資材

� 薄型テレビ
ディスプレイバックライト用LED
チップ、液晶ガラス用研磨剤、
電解コンデンサ用高純度アル
ミ箔、アルミ製放熱板

� 炭酸飲料
炭酸ガス

� 複層ガラス窓
モレキュラーシーブ（吸湿材）

� メガネレンズ
アリルエステル樹脂 

（レンズ材料）

� 住宅外壁
外壁用パネル

�  ヨーグルト・ゼリー容器
アルミキャップシール

� 携帯音楽機器
ハードディスクメディア

� 建築資材
リサイクルPET製耐火二層管

（配管材料）

� ロケット燃料
液体酸素、液体水素

� デジタルカメラ
酸化チタン・高純度アルミ箔

（コンデンサ用材料）

� 衣料品
合成繊維原料 

（ナイロン：アンモニア、ポリ
エステル：酢酸）

� 携帯電話
カーボンナノファイバー

（リチウムイオン電池用部材）、
アルミ電池包材

� ヘルメット
ビニルエステル樹脂

昭和電工グループの個性的な製品・技術
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石油化学 39.9％

無機
8.8％

アルミニウム他
23.2％

電子・情報
18.8％

化学品 9.3％

■連結売上高推移

■連結営業利益・売上高営業利益率推移

■連結総従業員推移

■連結セグメント別売上高（2008年12月期）

［編集方針］
　本レポートは、昭和電工グループの環境･社会への取り組みに
ついて、非財務情報の年次報告書として編集しました。財務状況
の詳細は、決算短信、有価証券報告書をご参照ください。(http://
www.sdk.co.jp/html/ir/library/index.html)
　昨年から京都議定書の約束期間が始まっており、また、本年末
の国連気候変動枠組条約第15回締約国会議（COP15）にてポス
ト京都の枠組みが議論されることを受け、特集では当社グループ
の地球温暖化への取り組みを総合的に記載しました。
　開示項目の重要性・優先順位については、ステークホルダーか
らの意見･要望を整理し、その関わる項目についての当社の活動
方針と本レポートの情報開示方針を記載しました。報告対象範囲
については、当社グループの非上場連結子会社を原則としました。
　環境パフォーマンスデータについては、当社単体のデータを記
載していますが、ステークホルダーが興味を持たれたCO2排出

量、廃棄物最終処分量は国内の主要なグループ会社のデータも記
載しています。今後、順次グループ会社のデータ記載を拡大して
いきます。社会性パフォーマンスデータは海外連結子会社の情報
も記載しました。昨年から主要項目については、前年実績と比較
できるようにするとともに、変化の説明や対応方針についても説
明を加えました。
　記載内容は当社ホームページとの連携を強化し、詳細データお
よびサイト版環境・社会報告書をホームページに掲載しました。
　誌面構成においては、昨年のステークホルダーの皆様から寄せ
られたご意見をもとに、本文は読みやすくわかりやすい表現にす
るとともに、本文横に語句の解説欄を設けました。配色・図表は
色覚の個人差を問わずできるだけ多くの方に見やすい、カラーユ
ニバーサルデザインにしました。また、本文の文字は読みやすい
イワタUD（ユニバーサルデザイン）フォントを使用しました。

［表紙について］
　昭和電工のシンボルマーク
“S”の内側に、当社の社会・生
活に貢献する製品を配し、事
業を通じて社会に貢献する社
会貢献企業を目指す当社の想
いを表現しました。

［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

昭和電工連結の数値です。

▶環境パフォーマンスデータ

昭和電工単体の数値です。
�グループ全体を含む場合は、対象範囲を各データに記載して
います。

▶社会性パフォーマンスデータ

昭和電工単体の情報および数値です。
社会との関わりについては、国内外非上場連結子会社の情報
を加えています。

▶報告対象期間

2008年1月〜12月に2009年の情報を付け加えています。
�本文中に「年」と記載された項目は2008年1月〜12月を対
象としています。
�本文中に「年度」と記載された項目は2008年4月〜2009年
3月を対象としています。

▶発行

2009年9月
（次回発行は2010年7月を予定）

▶ �参考としたガイドライン

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

・環境省「環境報告ガイドライン2007年版」
本レポートとガイドラインとの対照表をウェブサイトに記
載しています。
http://www.sdk.co.jp/html/csr/library/report/

guideline.html

▶ �作成部署

昭和電工株式会社�CSR室
〒105-8518　東京都港区芝大門1-13-9

昭和電工グループ概要

［部門構成・財務情報］（データは2008年12月期）

▶事業者名

昭和電工株式会社

▶本社所在地

〒105-8518　東京都港区芝大門1-13-9

▶グループ会社数� 155社

▶連結業績

売上高� 10,039億円
営業利益� 268億円
当期純利益� 25億円

▶連結従業員数� 11,756人

▶主要製品・商品

石油化学セグメント

オレフィン、有機化学品、合成樹脂

化学品セグメント

化学品、ガス、特殊化学品、機能樹脂

電子・情報セグメント

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
向け特殊ガス、機能薬品、電子関連産業向けセラミックス材料、
ファインカーボン

無機セグメント

セラミックス、人造黒鉛電極

アルミニウム他セグメント

アルミニウム板・箔・押出品・鍛造品、熱交換器、アルミニウム
缶、建材、エンジニアリング
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※1　COP

Conference of Parties：締約国会議。 
国際条約加盟国による最高決定機
関で ある。国 連 気 候 変 動 枠 組 条 約

（UNFCCC）のCOPは、年 に 一 度、各
国の環境に関わる省庁の大臣が集ま
り、同条約の成果について話し合う。
2009年はデンマークのコペンハーゲ
ンでCOP15が行われる予定。

※2　京都議定書

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

※3　温室効果ガス（GHG）

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

※4　排出量取引

環境問題に対する経済的手法のひと
つ。環境汚染物質の総排出量を決め、
その排出量を排出者に割り当て、それ
を市場で取引させること。温室効果ガ
スの排出に関して、京都議定書で規定
された。

※5　地球温暖化

人間の活動から排出されるCO2など
の温室効果ガスによって地球の気温
が上昇する現象。環境問題の中でも
もっとも深刻なもので、歴史的には産
業革命に伴う化石燃料の大量消費が
原因と考えられている。すでにこの影
響で海面が上昇するなどの被害が報
告されており、人類の存亡に関わる緊
急課題といえる。

　昨年米国に端を発した金融危機は世界中に
拡大し、実体経済へも深刻な影響を与えてい
ます。当社グループの3ヵ年連結中期経営計
画「プロジェクト・パッション」も、最終年で
ある昨年は財務指標の大幅な未達に終わりま
した。
　しかしながら、「プロジェクト・パッション」
で掲げた「社会貢献企業の実現」は決して間
違っていないと確信しています。私たちは未
達に終わった目標と未完の施策に加えて新た
な成長戦略と構造改革を織り込んだ2009・
2010年の2ヵ年計画「パッション・エクステ
ンション」を推進しています。この期間にお
いて成長軌道への回帰と2011年以降の飛躍
へ繋げてまいります。今般策定した2011年
〜 2015年の中期経営戦略（コンセプト）に
おいても2015年の当社グループの目指す姿

「社会貢献企業の実現」こそが 
昭和電工グループのCSR

社会の持続的発展に
貢献していくために

昭和電工株式会社
代表取締役　社長執行役員
昭和電工グループCEO

トップメッセージ

持
続
的
社
会
の
実
現
の
た
め
に

昭
和
電
工
グ
ル
ー
プ
は

約
束
し
、行
動
し
ま
す
。

Passion 
for Change
（変革への情熱）

社会に必要な企業であり続ける
その強い思いを共有するために

グループバリュー

1P5C

Challenge 
（挑戦）

Commit 
（約束）

Contribute 
（貢献）Complete
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■ 昭和電工グループ理念体系

に「社会貢献企業の実現」を引き継ぎ、「進化
する個性派化学で豊かさと持続性が調和した
社会の創造に貢献」することを掲げました。
　「社会貢献企業の実現」すなわち当社グルー
プのCSRは、私たちの「企業行動規範」を愚
直に実践することです。
　昨年、当社の東長原事業所で発生しました
ホスゲン（塩化カルボニル）の漏えい事故で
は、敷地内企業および近隣住民の皆様をはじ
め、地域の皆様に多大なご迷惑とご心配をお
掛けしました。幸い大きな健康被害には至り
ませんでしたが、化学物質の扱いを生業とす
る当社にとってあってはならないことと深く
認識し、二度とこのような事故を発生させな
いように、関係行政のご指導、近隣住民の皆
様や外部有識者のご意見をいただき対策を進
めてまいりました。これからも私たちは、そ
れぞれの事業所においてステークホルダーの
皆様とのコミュニケーションを進め、より安
全・安心をいただける事業所を目指します。

　本年末コペンハーゲンで開催されるCOP※1 

15において、京都議定書※2の約束期間（2008
年〜 2012年）以降の温室効果ガス※3排出量
の枠組みの議論がなされます。グローバルに
展開する当社グループの事業は地球環境に
やさしくなければなりません。温室効果ガス
の排出量削減はもとより、エネルギーの有効
利用や環境技術の開発を通して、社会の持続
的発展に貢献してまいります。
　京都議定書の約束期間での当社グループ
の温室効果ガス排出量削減目標（1990年対
比６％削減）は、排出量取引※4などの外部補
完なしで自力達成する見込みです。当社グ
ループは、全世界で2050年50％削減を見
据えた道標を定め、地球温暖化※5に戦略的に
対応してまいります。
　本年は当社設立70周年、創業者森 矗昶

（もり のぶてる）が起業して100周年の節目
の年です。創業以来の「不撓不屈」の精神を受
け継ぎ、培ってきた「技術力」と「人間力」をも
とに、「変革への情熱：Passion for Change」
をもって一つひとつの課題を克服し、この難
局をグループあげて進んでまいります。
　この1年間の当社グループの取り組みの報
告が皆様との双方向のコミュニケーション
の起点となることを願っております。皆様の
忌憚ないご意見・ご鞭撻を頂戴できましたら
幸いです。 （2009年9月）
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Case1 Case2 Case3

京都議定書の目標は達成できるのか
　京都議定書の約束期間（2008年〜 2012年）の2年目
に入りました。アメリカのオバマ大統領は、2020年に
同国の温室効果ガスの排出量を2005年比20％削減、
2050年には同比83%削減という意欲的目標を掲げて
います。また、年末にコペンハーゲンで行われる国連気
候変動枠組条約第15回締約国会議（COP15）では、京
都議定書の約束期間以降の世界的合意が形成される見
込みです。そんな世界的状況の中、2007年度の日本に
おける温室効果ガスの排出量は13億7,400万t（CO₂
換算）であり、京都議定書の基準年（1990年）の総排出
量12億6,100万tを9.0%上回っています。日本は基
準年より6%削減を求められており、議定書で織り込ま
れた森林吸収3.8%、京都メカニズム（排出量取引など）
1.6%を差し引いても、さらに9.6%の削減が必要な状
況です。
　国内各部門別の増加を見ると、エネルギー起源CO₂の
排出量の増加が課題です。工場などの産業部門は減少し
ていますが、それ以外の運輸部門（自動車・船舶など）、
業務その他部門（商業・サービス・オフィスなど）、家庭
部門は基準年より大幅な増加になっています（2009年
環境省発表資料）。昨年比では、運輸部門が若干低下した
ものの、他の部門は増加し、特に家庭部門は8.4%増加
しております。そのため、いっそうのCO₂削減を目指し、
省エネ法が改正され、事業者単位報告・ベンチマーク設
定・業務部門の対象拡大などが盛り込まれてきました。
　気候変動への取り組みと温室効果ガスの削減は、企業
の事業戦略においても今後ますます重要な課題となっ
てくるのは間違いありません。

新鋭分解炉の設置による
CO2排出削減

　大分コンビナートでは、2008年よ
り新鋭分解炉の設置に着工し、2010
年に完工を予定しております。
　現在のナフサ（エチレンプラント原
料）分解炉7基を廃棄し、最新の高効
率分解炉（エチレン年産10万t×2基）
を新設します。併せて、分解炉熱回収
の強化と前蒸留系の改造を行い、エネ
ルギー効率の改善を図ります。これに
より、エチレンプラントのエネルギー
効率は現状比で約5.3%向上するとと
もに、CO2の排出量も年間5万9,000t
削減します。

大分コンビナート 大町事業所　 川崎事業所

温室効果ガス
分解処理設備を設置

　 川 崎 事 業 所 で は、温 室 効 果 ガ ス
（GHG）分解処理設備を2009年3月
に設置し、試運転を開始しています。
　これまでも同事業所では、HFCな
どの代替フロンガスの製造･充填工程
において、一部排出されるこれら温室
効果ガスの削減に取り組んできまし
た。今回、さらに徹底した削減を行う
ために、排出ガスを回収および燃焼分
解する設備を追加設置しました。これ
により、同事業所代替フロンガス排出
のほぼ全量を削減することが可能と
なります。

人造黒鉛電極製造工程の
燃料転換によりCO2排出を削減

　大町事業所では、重油から液化天然
ガス（LNG）への燃料転換を2009年5
月に完了しました。
　同事業所では、鉄をリサイクルする
際に使用される人造黒鉛電極を生産
しています。主要工程の黒鉛化炉にお
いては、当社が所有する水力発電所か
らCO2の発生が伴わない電力を供給
しています。今回、焼成工程で燃料と
して使用してきた重油をLNGへ転換
することにより、年間1万tのCO2排出
が削減できます。

140万人分の責任を受けとめる
　昭和電工グループは、石油化学、有機・無機化学品、ア
ルミニウム加工など化石原料を原燃料とする事業が多
く、2008年の温室効果ガスの排出量は年間約310万t
です。これは、国民が家庭から排出するCO₂量約140万
人分に相当します（“チーム・マイナス6%”ホームペー
ジより）。
　温室効果ガス排出量の削減（川崎でのHFC等のGHG
分解処理等）、廃棄物削減、物流の効率化（川崎でのモー
ダルシフト）、オフィスでの省エネなど、事業に関わる温
室効果ガスの削減の取り組みのみならず、従業員への家
庭でのCO₂排出量削減の啓発活動など、あらゆる面から
温室効果ガスの削減に取り組んでいます。

約束し、実行します
　昨年、昭和電工グループはエネルギー原単位目標に加
えて、温室効果ガス排出量を京都議定書期間に基準年比
6%削減する目標を掲げました。そして、現状比50%温
室効果ガス削減に向けての長期的道標を定め、既存製法
の徹底的な省エネルギーと、抜本的な製法・原燃料の転
換を戦略の軸として、アクションプランづくりを進めて
います。
　2008年の実績は基準年比7%減で、すでに基準年対
比6％削減を達成しています。加えて、CO₂以外の温室
効果ガスの排出量削減や石油化学コンビナートのナフ
サ分解炉の効率化などにより、2008年から2012年の
間排出量取引を行わず自力で6%以上削減達成の見通し
を立てています。

昭和電工グループは
グループの温室効果ガス排出量を
1990年対比6%削減します
昭和電工グループはみずからの企業活動が地球環境に与える影響をしっかりと受け止め、
京都議定書約束期間（2008年〜 2012年）の温室効果ガス排出量削減目標を6%と定めて、
具体的な取り組みを進めています。

大分コンビナート　ナフサ分解炉 大町事業所　LNG貯蔵設備 川崎事業所　GHG分解処理設備
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昭和電工グループの取り組み

　特 集 

■昭和電工グループ温室効果ガス排出量実績と目標
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省エネ法が改正され、事業者単位報告・ベンチマーク設
定・業務部門の対象拡大などが盛り込まれてきました。
　気候変動への取り組みと温室効果ガスの削減は、企業
の事業戦略においても今後ますます重要な課題となっ
てくるのは間違いありません。

　2008年の実績は基準年比7%減で、すでに基準年対
比6％削減を達成しています。加えて、CO₂以外の温室
効果ガスの排出量削減や石油化学コンビナートのナフ
サ分解炉の効率化などにより、2008年から2012年の
間排出量取引を行わず自力で6%以上削減達成の見通し
を立てています。
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次世代を牽引する研究開発活動
　私たち昭和電工グループは、新製品や新技術の開発を

通して社会に貢献することを使命と考え、研究開発活動

を推進しています。この研究開発活動における社会的責

任を果たす上で、環境に配慮した製品・プロセスの開発

は最も重要な課題のひとつだと考えています。経済成

長と環境保全を両立させ、グローバル規

模において持続的に発展する社会

を構築するために、企業活動に関

わるすべてのステークホルダーか

ら、環境負荷の低減や資源枯渇不

安の解消など環境・エネルギー分

野における技術開発が強く望まれ

ていることは改めて言うまでも

ありません。

　このような国際社会、市場の要望に応えるべく、私た

ち昭和電工グループは、無機・金属の強みを持つ世界で

も稀有な化学会社としての特長を最大限に発揮し、ター

ゲットとなるITネットワークライフ、カーライフ、アメ

ニティライフという3つの市場において、今まで以上に

環境・エネルギー分野の革新的技術を創造し提供する

ことで社会へ貢献していきます。

　昭和電工グループの技術的な強みは、これまで数多く

のオンリーワン、ナンバーワン製品を創りあげてきた有

機、無機、金属という個性的で強い技術の蓄積と、これら

の技術を融合し革新的な製品を創造できる力です。環境

配慮型製品に関するこれまでの成果は、環境分野におけ

る可視光応答型光触媒の開発、省エネルギー分野におけ

る高輝度LEDの開発、気相法炭素繊維「VGCFⓇ」の開発、

そして省資源、リサイクル分野におけるケミカルリサイ

クル技術を応用した環境調和型アンモニア「ECOANNⓇ」

の開発などに見てとることができます。

　これらの革新的な開発の根幹を成す昭和電工グルー

プならではの個性的な技術群は、環境・エネルギー分野

における今後の技術開発においても、引き続き強力な強

みとなると考えています。

昭和電工グループは
環境に配慮した製品をつくり、
社会に貢献していきます
昭和電工グループは社会貢献企業として、環境に配慮した
製品・プロセスを開発していくことは大きな使命であると考えています。
私たちが持つ技術的な強みを活かして誕生した、
革新的な環境配慮型製品の一部をご紹介します。

　昭和電工は、廃棄物となる使用済みプラスチックをリサイクルして、アンモニア
を製造しています。
　昭和電工のプラスチックケミカルリサイクルプラントでは、使用済みのプラス
チックを水素に戻し、これを原料としてアンモニアを製造しています。このリサイク
ルプロセスは、従来の粗製ガソリン（ナフサ）を原料とするアンモニア製造法と比較
して、アンモニアを製造するときのCO2発生量を35%削減することができます。さ
らに、使用済みプラスチックから発生するCO2も製品としてリサイクルしています。
昭和電工ではこのアンモニアを「ECOANNⓇ（エコアンⓇ）」として販売しています。
　アンモニアは化学繊維や肥料の原料になるばかりでなく、火力発電所や工場から
排出される窒素酸化物の還元剤として環境をきれいにする役に立っています。
　エコアンⓇは国内6電力会社からグリーン調達品として認定を受けています。

ECOANN®

廃棄物から生まれる、環境調和型アンモニア

エコアンⓇウェブサイト  http://www.sdk.co.jp/ecoann

川崎事業所プラスチックケミカルリサイクル
施設

環
境
へ
の
取
り
組
み 

❷
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E C O
product

1 エコアン®

使用済みプラスチックからアンモニアをつくります
プラスチックを
砕いてこねる

プラスチックが
ガスになる

アンモニアの
できあがり！

アンモニアが
さまざまな製品に

アンモニアが
空気をきれいに！

アンモニア
低温
ガス化炉

高温
ガス化炉

RPF
貯槽

金属リサイクル路盤材

アンモニア製造

スラグ 金属・ガラス

苛性ソーダ

塩素

脱硫設備

CO転化設備

ガス洗浄
合成
ガス

ソーダ電解設備

発電所や処理場からでる
けむりをきれいにします

使用済みプラスチック

破砕機

金属選別機

成形機
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サ
イ
ク
ル

し
や
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に
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固
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塩
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ここから
二酸化炭素を
取り出す

脱
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用
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繊
維

接
着
剤

窒
素
系
肥
料
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イ
ロ
ン

繊
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水素と
空気（窒素）から
できています

使用済み
プラスチック

ソーダ原料

化学品事業部　川崎事業所
プラスチックケミカルリサイクル推進室

（左から）今泉 洋、井上 麻里子、前田 敏丸、石塚 博

昭和電工グループは
環境に配慮した製品をつくり、

取締役　執行役員
昭和電工グループCTO

塚本 建次

取締役　執行役員
昭和電工グループCTO

塚本 建次
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　液体クロマトグラフィー（HPLC）は、液体に溶けた成分を分離して、成分が何であるか、
どのくらいの量が含まれているかを調べる方法です。水道や河川の水質管理、食品に含ま
れている成分の分析などの身近なところから、工場での品質管理、体内成分を分析して病
気の原因を調べるなどさまざまな分野で使われています。HPLCは、有害物質である重金
属や、発ガン性があるハロゲン酸化物が環境中に微量にあっても測定できるため、環境中
の成分の分析にも使用され、環境をきれいに保つために役立っています。
　一方でHPLC分析には有機溶媒を使うことが多いので、昭和電工ではHPLCカラム※の
小型化や、迅速に分析できるHPLCカラ
ムを開発することで環境汚染の原因に
なる有機溶媒の使用量を減らす取り組
みを行っています。

　昭和電工のLED※は、消費電力が低い、寿命が長い、使用目的にあわせて光の波長を細かく制御で
きる、といった特長があります。これらの特長を活かして、ノートパソコンやテレビの液晶バック
ライト、店先のLED照明などに使われており、省エネルギー化に貢献しています。
　最近では、この技術を活かし、植物の生育に最適な波長の光を発する赤色LEDの開発に成功しま
した。この赤色LEDは植物工場で利用されることが期待されています。植物工場は、建物の中で人

工の光を使って野菜などの作物を育てる施設です。そのため、気候が悪くても安定して生産がで
きるほか、1年に何回も生産できる、外から害虫や病気が入ってこないので農薬を使わずに生
産できるなどの多くの優れた点があり、生産量が飛躍的に増加することが予想されています。
　今後、植物工場でLEDが使用されていくことで、
安全で安価な作物の供給を通して、環境にやさし
い未来社会に貢献します。

Shodex®LED 高性能HPLCカラム発光ダイオード

小型化、高性能化で環境汚染の低減に貢献省エネルギー化から、農作物の安定生産まで！

「ShodexⓇ」高性能HPLCカラム植物工場での作物育成試験

※　HPLCカラム
HPLCの重要な部品。特殊な微粒子を詰めた筒で、この
中に液体を通すと液体に含まれる成分を分離できる。

E C O
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　昭和電工と昭和電工カーボン（米国）では、人造黒鉛※電極を製造しています。そして鉄
スクラップのリサイクルを通じて、地球環境保全に貢献しています。
　人造黒鉛電極は電気製鋼炉で使用されています。鉄スクラップは電気製鋼炉で溶解さ
れ、新たな鉄鋼材料として再生します。電気炉内の温度は1,600℃、電極の先端温度は
3,000℃以上に達しますが、このような過酷な温度で使用できる部材は黒鉛しかありませ
ん。鉄鉱石から鋼を製造する高炉法に比べて、エネルギー使用量、CO2 発生量共に大幅に

削減できるのが特長です。
　現在、世界の粗鋼の約30％は電気製
鋼炉で鉄スクラップから再生されてい
ます。

　昭和アルミニウム缶株式会社で製造している軽量アルミ缶蓋「スーパーエンド」は、
アサヒビール株式会社と共同で改良を行い、独自の形状設計によって耐圧強度を高め、
缶蓋の表面積と厚さを減らして軽量化を実現した製品です。スーパーエンドは現行の
サイズ（206径※1）における既存形状の缶蓋との比較において、1枚あたり約9%軽量
となるため、製造工程および輸送時における温室効果ガスの発生を、CO2換算で年間
約6,000t削減する効果があります。
　このような環境特性が認められ、2008日本パッケージングコンテストの適正包装
賞※2を受賞しました。

人造黒鉛電極スーパーエンド
鉄リサイクルを通して、環境保全に威力を発揮！軽量化で温室効果ガスの発生量を削減　

人造黒鉛電極スーパーエンド

E C O
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※　人造黒鉛
鉛ではなく、炭素からできている。人造黒鉛は、コー
クスを粉砕して焼き固めたもの。

※1　206径
現在使用されている缶蓋のサイズの呼称（直径サ
イズが約6cm）。
※2　日本パッケージングコンテスト適正包装賞
優れたパッケージとパッケージ技術の開発ならび
に普及を目的として開催される、包装分野におけ
る国内最大のコンテスト。適正包装賞は、特に環
境問題や消費者の要請に応える機能性を持ち、か
つ省資源、省力化などを実現したパッケージに与
えられる。

軽量アルミ缶蓋

※　LED
電流を流すと発光する半導体素子。

電子材料事業部　営業部
営業第一グループ

臼杵 基徳

電子材料事業部　営業部
営業第一グループ

臼杵 基徳

化学品事業部　特殊化学品部
分離精製グループ

五十嵐 久仁子

化学品事業部　特殊化学品部
分離精製グループ

五十嵐 久仁子

昭和アルミニウム缶株式会社
技術センター　研究開発部

佐藤 純一

昭和アルミニウム缶株式会社
技術センター　研究開発部

佐藤 純一

カーボン事業部　
大町事業所　製造部

岩田 淳

カーボン事業部　
大町事業所　製造部

岩田 淳
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特集   持続可能な社会を実現するために
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　工場などの生産活動では、多くのCO2や熱エネルギーが排気として大気中に放
出されます。昭和電工の「サーモコイルⓇ」は、無駄に捨てられるエネルギーを回
収することによって、エネルギー消費とCO2排出を削減する、コンパクトな熱回
収熱交換器です。排気される熱エネルギーの50％以上を回収することが可能で

あり、燃料消費を大幅に削
減することができます。最
近では、製造工程で発生す
る揮発性有機化合物など
の有害ガスを除去する用
途にも使用されています。

　これからのカーライフは、ハイブリッド車や電気自動車などのエコカーが大きな役割を果
たすと考えられます。バッテリー（蓄電池）はその中核的部品であり、バッテリーを高性能化
することはエコカーの性能向上のために欠かせません。
　昭和電工が長年培ってきた黒鉛化技術を活用して開発した人造黒鉛負極材「SCMGⓇ」は、
大電流でも作動が可能であり、さらに充放電を繰り返しても長時間の使用が可能であること
から、エコカーのバッテリーの負極材として最適と評価されています。これから続々と登場す
るエコカーを支える重要な材料を提供することで、地球環境保全に貢献していきます。

サーモコイル®

SCMG®
人造黒鉛負極材

熱回収熱交換器

エネルギーの有効活用で、燃料消費を大幅削減

これからの自動車輸送を支える、エコカーの心臓です

人造黒鉛負極材

「サーモコイルⓇ」の仕組み

E C O
product
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　光触媒は、光のエネルギーを利用して、人体に有害な揮発性有機化合物や窒素酸化物を分解して無
害化する技術です。しかし、これまでの光触媒は、紫外線のエネルギーしか利用できなかったため、紫
外線が豊富な屋外でなければ効果を発揮できませんでした。昭和タイタニウム株式会社で開発中の可
視光型光触媒は、紫外線の少ない蛍光灯の光エネルギーでも利用できるため、屋内でも効果を発揮し
ます。これらの技術は、建物や家具の接着剤や塗料に含まれる有機溶剤などによって引き起こされる
障害（シックハウス症候群）などの予防に有効と考えられています。また、インフルエンザなどの
ウィルス対策にも有効ではないかと考えられており、現在、その効果を確認する作業が進めら

れています。
　光触媒は、私たちの生活を守る技術として期
待されています。昭和電工グループは国の研究
機関と共同でその開発を進めています。

E C O
product

7光触媒

　昭和電工ではレアアース※磁石のもとになるレアアース磁石合金を製造して
います。レアアース磁石は非常に強い磁力を持っています。これを利用したモー
ターや発電機は効率が高いため、ハイブリッド車をはじめ、エアコンや洗濯機

などの家電、携帯電話など産業用から身近なところまで広く
利用されて省エネルギーに貢献しています。また、将来的に

は風力発電や鉄道など、環境に配慮した分野への伸びが
期待されています。

　このレアアース磁石にはネオジム磁石（ネオジム、ジス
プロシウム、鉄、ホウ素で構成）とサマリウムコバルト磁

石（サマリウムとコバルトで構成）の2種類がありま
す。昭和電工では、さらに独自の方法で製造した
合金の用途開発に取り組んでいきます。

レアアース磁石合金
産業用から身近な製品まで、省エネルギー化に大活躍

レアアース磁石合金

※　レアアース
希土類元素。ネオジムやランタンなど17元素を指す。原子核を周回する電子が特殊な配置を
しており、他の金属にはない独特の機能を発揮する。

E C O
product
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光のエネルギーが、私たちの生活を守ります

従来型光触媒の汚染防止試験
中央に汚れをつけて、屋外に放置しました。
光触媒入り塗料を塗った右側では汚れが分
解され、流れ落ちやすくなります。

光触媒なし塗料 光触媒入り塗料

熱交換器事業部　設計部
電産設計グループ

岸 　正幸 （左）
飯島 雄一 （右）

ファインカーボン部
開発2グループ

外輪 千明

昭和タイタニウム株式会社
生産・技術統括部　技術グループ

黒田 靖

レアアース事業部 
生産・技術統括部　技術グループ

中島 健一朗

蒸発
蒸気液

熱流凝縮
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　昭和電工では、特殊グラビア印刷用インキの溶剤として使用される環境へ対応した溶剤、NPACの事
業化を決定し、2010年初頭より販売を開始する予定です。
　特殊グラビア印刷に用いられるインキ溶剤にはトルエンなどの有機溶剤※1が多く使用されています
が、NPACはそれらに代わる安全性が高い溶剤として期待されています。また大気汚染防止法の改正
により、揮発性有機溶剤の回収に適した特殊グラビアインキが検討されており、その際の主溶剤として
NPACが注目されています。
　その他にも、接着剤や光学フィルム※2の分野、抽出溶剤としての需要も期待されています。

NPAC 酢酸ノルマルプロピル

安全性の高さで注目を集める、次世代の溶剤

E C O
product

グラビア印刷機

　日常生活に欠かせない水道水。皆さんの口に入るまでに、浄水場でのさまざまな処理によって安全な
水になります。水処理の殺菌・滅菌に欠かせない無機薬品※が次亜塩素酸ナトリウムです。この次亜塩
素酸ナトリウムは塩水を電気分解してできる苛性ソーダと塩素を反応させてつくります。
　近年、水道水の安全を守るため、水質基準が厳しくなってきました。昭和電工はこの新しい基準に適
合した塩素酸・臭素酸を減らした次亜塩素酸ナトリウムの「ジアックスⓇ−S1」を2004年から販売し、

年々販売量が増えています。
　蛇口やシャワーなどで見かけるJWWAマークは厚生労働省の
定める基準に適合していることを証明するもので、日本水道協
会の審査に合格した製品のみが使用できるマークです。「ジアッ
クスⓇ」は他社の製品に先駆けてこの認証を取得しました。

ジアックス®水道用
生活に欠かせない、水道水の安全を守ります

東京都の水道水に使用されています「JWWAマーク」

次亜塩素酸ナトリウムE C O
product
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ビオノーレ®生分解性樹脂

微生物の力を借りた、環境にやさしいプラスチックです

　生分解性樹脂は、微生物の働きによって、時間の経過とともに水とCO2に分解される、環
境負荷の小さなプラスチックです。
　昭和高分子株式会社の生分解性樹脂「ビオノーレⓇ」は、上記の環境にやさしい性質に加
え、フィルムに加工しやすいという特長があり、農業用のフィルムとして広く用いられてい
ます。農業用フィルムとは、作物の生育を助けるために畑に敷くプラスチックのシートで、
霜対策などのために欠かせません。しかし、その回収時に畑にフィルムの一部が残ってしま

うことが問題視されていました。「ビオノー
レⓇ」はその解消に大いに役立っています。
　OA機器梱包用のクッション材など、徐々
に用途は広がってきており、今後は用途開発
をさらに進めることで環境保全に貢献して
いきます。

E C O
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ショウワエコパイプ®

PETボトルが、高性能住宅用パイプに大変身！

「ショウワエコパイプⓇ」

　昭和電工建材株式会社の「ショウワエコパイプⓇ」は、使用済みPETボトルからつく
られた再生PET樹脂から製造される住宅用パイプです。原油の代わりに再生PET樹脂を
用いることによって、製造するために消費するエネルギーは塩化ビニル管の約1/3とな
り、温室効果ガスであるCO2排出量を製造１tあたり約800kg削減することができます。

　地球環境にやさしいだけではなく、塩化ビニル
管に比べて温度が下がった時の強度が高く、塩化
ビニル管と同じように接着剤で接着できる特長
を持っているので、住宅の汚水排水・雑排水・換
気・雨水排水などの用途に使用されています。

「ショウワエコパイプⓇ」は環境低負荷型のリサイ
クル品であり、エコマーク商品として認定されて
います。

E C O
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「ビオノーレⓇ」を使用した
生分解性農業用マルチフィルム

「アグリエースⓇ」

11

※　無機薬品
無機物質（構造に炭素を含まない）でつくられている薬品の総称。

※1　有機溶剤
固体、液体、気体などの物質を溶かす液体のことを溶媒
といい、工業分野では溶剤（ソルベント）とも呼ばれる。
有機溶剤という場合、「物質を溶かすために使われる、
常温で液体の有機化合物」を指す。環境や人体に有害
な物質が多いため、より毒性の低い溶剤への置き換え
や水の使用、無溶媒で反応を行うといった研究が進め
られている。
※2　光学フィルム
合成樹脂などの高分子成分を薄い膜状にし、光線を透
過または反射吸収し、さまざまな効果を与えるフィル
ムのこと。近年では、液晶ディスプレイやプラズマディ
スプレイの表示装置に利用され、大きく需要が伸びて
いる。

石油化学事業企画室

西嶋 孝之
昭和高分子株式会社

新規樹脂事業部  ビオノーレ部

市川 靖

昭和電工建材株式会社
ケイプラ営業部　開発グループ

渡邉 祐一

化学品事業部  ガス・化成品部
無機工業薬品グループ

飯島 俊雄
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　2009年の損益は、第1四半期を底に改善傾向にあり、下期
には各セグメントとも黒字となる見込みです。
　2009年および2010年は、足元の世界経済の悪化に対す
る緊急対応を行い、かつ事業の競争力強化を図ることにより、
2011年以降の新中期経営計画での当社成長の基盤を整備し
ます。

❶今後の社会のニーズ
　今後、地球温暖化問題、原油をはじめとする鉱産物資源の制
約など環境・エネルギーに関連する社会的な課題が、大きな
ものとなることが想定されます。
　このような状況下、昭和電工グループの“個性派化学”をよ
り進化させ、部材・素材・ソリューションを社会にご提供する
ことにより、「エネルギー」・「健康と安全」・「利便性のさらな
る向上」に対するニーズに貢献していきます。

（次期中期経営計画は2010年下期発表予定）

昭和電工グループは2006年から2008年の中期経営計画「プロジェクト・パッション」を、

2008年の世界経済の悪化に対応し、「パッション・エクステンション」として再編し、

2011年以降の新中期経営計画への助走期間と位置づけ、現在、事業を推進しています。

次期中期経営計画に向けて

2009･2010年の構造改革と2011年以降の経営戦略のコンセプト
−構造改革の断行、そして新たな成長軌道へ−

国内編

ハイライト

SHOWA DENKO 

highlight 

■営業利益　四半期別推移

■進化する個性派化学（概念）

■セグメントから見た新たな事業ポートフォリオ	

次世代 育成 成長 基盤 要再構築

石油化学
アリル系誘導品
環境調和型溶剤

オレフィン
アセチル系誘導品
特殊高分子

化学品
次世代バイオマス
先端化学プロセス

機能性モノマー
分離精製材料
反応性機能材料

アクリロニトリル
アミノ酸、アンモニア
クロロプレン

産業ガス

電子・情報

次世代太陽電池
LED人工光源
新磁石合金
次世代電池部材
次世代ストレージ
ポストフォトリソ材料

SiCパワーデバイス
有機EL
燃料電池部材（白金代替
触媒、セパレーター）
フッ素ケミカルズ
新規光学材料
ナノ機能材料

超高輝度LED
ファインカーボン 

（LIBカーボン材料）
レアアース

HD
半導体プロセス材料

無機 光触媒
ファインカーボン

（樹脂複合材）
黒鉛電極
研削・耐火材

アルミナ

アルミニウム
他

LIB電池包材
ハイブリッド車
　パワー半導体冷却器

電解コンデンサー用
　高純度アルミ箔
感光ドラム基体
アルミニウム缶
ショウティックⓇ

自動車熱交換器
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❸主要事業の方針
（1）	HD事業：メディア専業メーカーとして圧倒的な地位を確

立します。生産拠点の見直し等による徹底的な効率化を図
るとともに、技術面では次世代記録方式の開発において常
に市場をリードします。

（2）		石油化学事業：大分コンビナートのナフサ分解炉を更新す
ることにより、世界トップレベルのエネルギー効率性を実

❹計数イメージ
（1）売上高、営業利益、有利子負債

（2）設備投資・投融資：

2011年から2013年の3年間合計で2,000億円

現します。あわせて、コンビナート内誘導品各社との連携を
強化します。

（3）		黒鉛電極事業：大口径電極において国際的な規模での能力
増強を実施します。

（4）		アルミニウム事業：2010年までに構造改革を完了し、最適
な運営体制を構築するとともに、当社の個性派技術を活か
した感光ドラム等の高付加価値事業に特化します。

❷事業ポートフォリオ
　2011年以降、HDを成長ととも
に安定的に利益とキャッシュフ
ローを獲得する基盤事業とし、超高
輝度LED、ファインカーボン等を当
社の成長を牽引する成長事業に位
置づけます。また、次期成長事業に
向けて資源投入を行う有機EL、燃料
電池部材、フッ素ケミカルズ等を育
成事業とします。

重点課題

1

重点課題

2

2009年・2010年の
業績見通しと構造改革

2011年〜2015年の
中期経営戦略のコンセプト

ドメイン

ターゲット
市場

提供する
価値

力の源泉

地球環境の
維持改善

高度
情報集積

省エネ、
新エネ、蓄エネ

健康で
安全な社会

利便性・
快適性向上

エネルギー
供給保障

情報・電子環境・資源エネルギー

部材・素材・ソリューション

キー･
テクノロジー

イノベーション・
テクノロジー

ベース・
テクノロジー

「進化する個性派化学」

社会貢献企業の
実現

2006年〜2008年

プロジェクト・パッション
長期的・持続的成長への基盤確立
●新規成長ドライバーの育成加速
● �利益の持続的拡大
● �財務体質の改善

2009年〜2010年

パッション・エクステンション
次期中期経営計画（2011年〜）への助走期間
●事業環境変化に対応した構造改革
● �成長する市場を見極めた成長戦略

2011年〜2015年

中期経営戦略
進化する個性派化学で豊かさと持続性が
調和した社会の創造に貢献
●無機・金属、有機化学技術と人間力を源泉とする
● �既存事業の改革と次世代成長事業群の創出を実現する�
（エネルギー、環境・資源、情報・電子をドメインとして設定）

2009年予想 2010年見通し 2013年イメージ 2015年イメージ

売上高 6,700 8,000 9,500 11,000

営業利益 -170 300 800 1,000

営業利益率 -2.5％ 3.8％ 8.4％ 9.1％

期末有利子負債 4,200 4,300 3,800 3,500

（億円） 電子・情報セグメントに投資の約半分を配分します。事
業ポートフォリオ別では、育成・成長事業に投資の30％
を配分するとともに、基盤事業であるHD、黒鉛電極にも
積極的な投資を予定します。

（3）研究開発費：

2011年から2013年の3年間合計で600億円
成長・育成事業に重点的に配分するとともに、基盤事業で
あるHDにも積極的な研究開発費を投入します。
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営業・生産・研究開発拠点一覧（日本）

昭和電工カーボン設立20周年

　昭和電工カーボン株式会社は、2008年7月1日に設立20
周年を迎えました。これからも企業としての発展はもちろ
んのこと、教育支
援やボランティア
活動などを通し
て、地元リッジビ
ル市、サウスカロ
ライナ州、ひいて
は米国へ貢献し続
けていきます。

CSR室が海外法人と情報交換

　2007年から開始した、昭和電工CSR室と海外法人の現地で
の情報交換を継続実施しています。
　2008年は9カ国20社で、リスク、コンプライアンス、地域と
の関わり、従業員とのコ
ミュニケーションなど、情
報交換を行いました。こ
の取り組みはさらに継続
して進め、課題の抽出と
グループ横断的取り組み
および各社個別テーマの
解決を図っていきます。

昭和電工株式会社上海代表処設立10周年

　昭和電工株式会社上海代表処は、2008年8月に開設10周
年を迎えました。
　10周年記念式典に
あわせて同代表処で
開催された第4回汎
中国会議では、中国
に拠点を置くグルー
プ会社14社が参加し
て、リスク管理や情報
セキュリティなどが
議論されました。

海外駐在員責任者会議を開催

　2008年7月1日、昭和電工本社にて、海外に拠点を置くグ
ループ20社が参加して、海外駐在員責任者会議を開催しま
した。新型インフルエンザ対策や海外における情報インフ
ラ強化、輸出管理、TPM
活動などをテーマとして
情報交換を行いました。
　今後も当会議を継続す
るとともに、日常の情報
交換も活発に行い、各社
テーマの解決を図ってい
きます。

❶ F2ケミカルズ

❷ ショウティック・ヨーロッパ

❸ 昭和電工ヨーロッパ

❹ ショウワ・アルミニウム・チェコ

❺ 包頭昭和稀土高科新材料

❻  昭和電工（大連） 

大洋昭和汽車空調（大連）

❼  韓国昭和化学品

❽ 連雲港昭菱磨料

❾  昭和電工上海 

上海昭和化学品 

上海昭和特気浄化工程

�  浙江衢州巨化昭和電子化学材料

�  贛州昭日稀土新材料

�  昭和特殊気体　 

台湾昭和化学品製造 

昭和電工HDトレース 

台湾昭和電工電子

�  昭和電工レアアースベトナム

�  ショウワ・アルミナム・タイランド

�  昭和電工HDマレーシア

�  昭和電工シンガポール 

昭和電工HDシンガポール 

ショウティック・シンガポール 

ショウワ・スペシャルティーガス・シンガポール

�  ショウワ・エステリンド・インドネシア

�  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アメリカ

�  ショウワ・アルミナム・ 

　コーポレーション・オブ・アメリカ

�  昭和電工カーボン

�  昭和電工アメリカ

❶  【大分地区】 
大分コンビナート 

昭和高分子大分工場 

サンアロマー大分工場 

鶴崎共同動力　鶴崎サンソセンター 

日本酢酸エチル　太平洋液化水素工場

❷ 昭和アルミニウム缶大牟田工場

❸  福岡支店

❹  徳山事業所

❺ 昭和高分子龍野工場

❻  大阪支店　昭和電工アルミ販売

❼  堺事業所　昭和電工堺アルミ

❽  【彦根地区】 
彦根事業所 

昭和アルミニウム缶彦根工場 

昭和電工パッケージング彦根工場

❾  昭和炭酸四日市工場 

ユニオン昭和四日市工場

� 名古屋支店　名古屋研磨材工業

� 浜松エア・サプライ

�  【富山地区】 
昭和タイタニウム　昭和電工研装 

富山エア・サプライ

�  大町事業所・信州昭和

�  塩尻事業所・信州昭和

�  芙蓉パーライト諏訪工場

�  日本ポリテック

�  昭和電工パッケージング伊勢原工場

�  横浜事業所　東京液化酸素 

昭和エンジニアリング 

昭和電工建材

�  【川崎地区】 
川崎事業所 

研究開発センター（川崎） 

サンアロマー川崎工場 

昭和炭酸川崎工場 

太平洋液化水素　ユニオンヘリウム

�  【東京地区】（すべて本社） 

昭和電工　昭和高分子 

サンアロマー 

昭和炭酸　昭和アルミニウム缶 

昭光通商　ユニオン昭和 

芙蓉パーライト

�  【千葉地区】 
研究開発センター（土気） 

千葉事業所　東京アルミ線材 

昭和電工エレクトロニクス

�  秩父事業所

�  昭和高分子伊勢崎工場

�  喜多方事業所

�  東長原事業所

�  【小山地区】 
小山事業所 

昭和アルミニウム缶小山工場 

昭和パーツ

�   小山事業所（那須）

�  昭和電工建材石岡工場

�  東北金属化学

�  丸昭興業

�  昭和電工HD山形

グローバルなCSRマネジメントを推進
立地国の地域社会の発展にも貢献

営業・生産拠点一覧（グローバル）

Global 
highlight 

Global 
highlight 

Global 
highlight 

Global 
highlight 

1 4
2

3

昭和電工カーボン設立20周年記念式典

昭和電工株式会社上海代表処
設立10周年記念式典

海外駐在員責任者会議

大洋昭和汽車空調（大連）
RC監査におけるCSRヒアリング

海外編

ハイライト

SHOWA DENKO 

highlight 
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CSRマネジメント

昭和電工グループでは2006年〜2008年の3カ年をCSR中期計画期間とし、各年を「浸透」「定着」
「発展」のキーワードをもとにCSRの基盤を構築してきました。
2008年は以下のCSR方針のもとで活動を進めました。

2008年の実績については右ページでご確認ください。

2008年末にCSR中期計画3カ年の総括を行うとともに、「2015年における昭和電工グループ
CSRのあるべき姿」を定め、「パッション・エクステンション」と連動して2009年・2010年のCSR
方針を定めました。

※5　BCP

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

※6　内部統制

組織の目的を達成するために、業務に
組み込まれ、全構成員によって遂行さ
れるプロセス。内部統制システムは、こ
れを実行する社内の仕組み。

※7　IR

Investor Relations：投資家向け広報

※1　コンプライアンス

法令、社内諸規制、業務マニュアルなど
のルールを、その背景を理解した上で
遵守すること。
企 業 倫 理（Business Ethics）と 併 せ、
CSR活動を進める際の基盤を支える。

※2　リスク

危険や損失が生じる可能性。
リスクマネジメント

リスクに対して最小かつ経常的なコス
トで適切な処理を行い、安定した経営
を行うための管理手法。

※3　レスポンシブル･ケア

→P29参照

※4　ステークホルダー

Stakeholder：企業の事業活動によっ
て影響を受けるか、企業の事業活動に
影響を及ぼすか、いずれかの個人また
は集団。
株主・投資家、従業員、顧客・消費者、取
引業者・納入業者、行政機関・行政官
庁、非政府組織（NGO）などがある。

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> 企業統治
> CSRマネジメント

昭和電工グループは製品・サービス・事業を通じて

社会から評価・信頼される企業グループ「社会貢献企業」を目指して、

CSR（企業の社会的責任）を推進しています。

CSRマネジメント
CSR実績と課題

2008年計画 2008年実績 評価 2009年計画

コンプライアンス

●  RC（レスポンシブル・ケア）
活動でのPDCAの定着化

●  RC監査におけるコンプライ
アンス体制の確認

●  事業所のチェックリスト・法
対応一覧表確認

●  国内関係会社ヒアリング

○
●   RC活動＋他領域のコンプ

ライアンスPDCAの定着

●  個別法令教育継続
●  法務・輸出管理等個別法教育

継続 ◎

●   関係法令の整理
●   個別法令教育の継続
●   倫理教育の体系化と 

ツール導入

リスクマネジメント

●  リスクマネジメントの
  PDCA化

●  リスク管理規程制定（2008
年2月）

●  リスク棚卸し（2年目）とRC
監査等におけるヒアリング

●  東長原事業所ホスゲン漏えい

△
●   リスクマネジメントの
  PDCA化徹底

●   BCP※5・新型インフルエン
ザ対応推進

●  事業部門ごとBCP策定着手
●  新型インフルエンザ基本行

動計画、各事業所別行動計画
策定

●  事業所ごと行動マニュアル
作成・備品配備

◎
●   BCP・新型インフルエン

ザ対応推進

内 部 統 制※6シ ス
テム

●  財務報告にかかる内部統
制システム構築

●  内部統制推進室設置 ◎
●   財務報告にかかる 

内部統制推進

企業統治 ●  企業統治体制メンテナンス ●  定款変更社外取締役就任 ◎ ●  企業統治体制メンテナンス

ステークホルダー
との対話

顧客・消費者

●   取引を通じた顧客との対話
継続

●  クレーム件数の削減

●  品質保証のレベルアップ活
動継続

●  クレーム件数は下げ止まり
傾向に

○
●  取引を通じた顧客との対

話継続
●  クレーム件数の削減

株主

●  IR※7活動の継続
 （海外IRの推進）

●   IR計画どおり推進 ◎
●   IR活動の継続
  （海外IRの推進）

従業員

●  CSRに関する労働組合と
の協働テーマ開発と推進

●   労働組合との対話継続
●   CO2ダイエット※8活動の共催 ◎

●  CSRに関する労働組合と
の協働テーマ開発と推進

●  企業行動指針の浸透
●   企業行動指針改訂（2008年
1月） ◎ ●   企業行動指針の浸透

●  従業員意識調査 ●   2009年2月実施 ◎
●  従業員意識調査の実施と

その分析
パートナー

●   CSR調達キックオフ＆
  パートナーとの対話

●  CSR調達ガイドライン策定 ◎
●   CSR調達に関する 

アンケート調査開始

社会

●  双方向の対話の推進
●  移動展示会を活用した地域

との対話継続 ◎ ●  双方向の対話の推進

企業価値向上
●   連結中期経営計画推進（最

終年目標達成）
  P17・18で報告 △

●  「パッション・エクステン
ション」（連結中期経営計
画）の推進

レスポンシブル・
ケア（RC）

●  RC中期計画推進   P31・32で報告 ◎ ●   RC中期計画推進

社会との関わり
●  サイト版CSRレポートの 

作成推進
●   各サイト版CSRレポートを

ホームページに掲載 ◎
●   サイト版CSRレポートの

拡大・充実

従業員

●  雇用多様化の推進
●  人事室に女性活躍推進チー

ムを設置 ◎
●   女性活躍推進の 

プログラム推進

●  人権プログラムの向上
●   人権委員会組織を改訂
  ➡グループ展開を目指す ◎ ●  人権教育のグループ展開

  ◎…達成　○…達成度80%以上　△…達成度80%未満

2008年方針:第3ステージ「CSRの発展」

❶  国内外グループ会社におけるCSRの徹底
❷   CSR基盤の強化継続

コンプライアンス※1、総合的リスクマネジメント※2、レスポンシブル･ケア（RC）※3

❸   全ステークホルダー※4との継続的な CSRの対話

2015年の昭和電工グループCSRのあるべき姿

●  社員の多様性を尊重しつつ、「社会の持続的発展」に貢献する価値観とモチ
ベーションを共有していく。

●  環境保全、気候変動（地球温暖化）をリスクと捉えるのみではなくチャンス
としても捉えていく。

●  社員が自社の製品・事業の社会への貢献を語ることができるように
なる。

2009年・2010年　昭和電工グループCSR方針

「社会貢献企業の実現」　副テーマ：社会の持続的成長への貢献

❶国内外全グループにおけるCSRの実践

❷CSR基盤の継続的な強化
● コンプライアンス体制の維持と発展
● 総合的リスクマネジメントの推進
● レスポンシブル・ケア活動の深化

❸ステークホルダーとのCSR対話充実

 詳　し　く

※8　CO2ダイエット

昭和電工グループは2008年から温
暖化防止運動であるチーム･マイナス
6%に連動した「CO2ダイエット」の取
り組みを開始しました。
この活動のポイントは、従業員各人が
CO2削減の取り組みを宣言し、毎月の
自己評価を社内ネットで記録しなが
ら行動レベルを向上させていくことで
す。
また、この取り組みは労使協働で進め
ていきます。
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CSRマネジメント CSRマネジメント

　昭和電工グループは2005年7月に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、活動の進捗状況把握・
評価のとりまとめや、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、関係会社にCSR
推進責任者を配置し、グループ展開を図って
います。

　当社グループは2002年1月の中期経営計
画策定を機に、経営理念を制定しました。ま
た、2005年8月にCSRを全社あげて推進し、
すべてのステークホルダーの皆様とより良い
信頼関係を築くために、「国際社会の一員とし
ての責任を果たし」の語句を加えました。

　当社は、1998年に企業として取るべき行
動、企業人として心がける基本的な事項を「企
業行動規範」として制定しました。「企業行動
規範」はグループ経営理念に基づき、CSRを進
める上での当社グループの原則と位置づけ、
その実践に努めています。1999年には、その
内容をより具体的に例示した「企業行動指針」
を制定し、2005年、2008年に改訂を行って
います。また、グループ会社においても、「企業
行動指針」を各社の特性にあわせて制定して
います。

▶取締役会

　当社は、重要な意思決定および経営の監督
機能を取締役会が、業務執行機能を執行役員
が分担しています。
　取締役会は12名（うち社外取締役は1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採用しています。監査
役会は監査役5名（うち社外監査役は3名）で
構成されています。監査役は、取締役会およ
び社内の重要な会議に出席し、必要に応じて
意見を述べ、また業務執行に対する監査を行
い、健全な会社運営にするための提言、助言を
行っています。また、グループ会社の監査を充
実し、連結経営の強化に取り組んでいます。

▶執行役員

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

▶CSR会議

　当社はすべての経営施策をCSRの視点で見
るために、CSR会議を最上位に位置づけてい

　昭和電工グループの経営理念、企業行動規
範、中期経営計画、経営方針、年間実行計画は、
関係会社の自主性を尊重しながらグループと
して策定しています。
　当社グループの関係会社は所管部門と連携
を図りながら業務を推進し、グループ経営規
程に従って業務執行報告をします。
　リスク管理はグループリスク管理規程に

従ってグループで推進し、コンプライアンス
は、関係会社で業種・業態にあわせた企業行動
指針を制定し、グループ全体で浸透を図って
います。
　昭和電工の監査役および内部監査部門は、
必要に応じて関係会社を対象に監査や診断を
行っています。また、監査役は主要関係会社の
監査役と定期的な会合などの連携を図ってい
ます。

　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するために、以
下の観点からコーポレート・ガバナンス※1（企
業の内部統制の仕組み、不正防止の機能など）
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

コーポレート・ガバナンス

※1　コーポレート・ガバナンス

Corporate Governance：狭 義 に は
株主と会社の経営者との関係と会社の
意思決定・業務執行の仕組み・構造を
意味するが、広義には企業とその利害
関係者（ステークホルダー）との関係を
意味し、「会社は誰のために存在するの
か」という問題にも関わっている。

CSR推進体制

経営理念

企業行動規範・指針

当社の経営管理組織
グループ経営

コーポレート・ガバナンス

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> 企業統治
> コーポレート・ガバナンス

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

 ❶  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。

 ❷ 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。
 ❸ 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。
 ❹ 安全の確保に努め、地球環境の保全に積極的に取り組む。
❺  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。
❻ 人権を尊重し、明るく働きやすい職場を作る。
❼ 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。

ます。CSR会議は経営会議メンバーで構成し、
社長が議長を務めています。

▶経営会議、研究開発会議

　経営会議は、取締役会に諮る事項および経
営に関する全般的な重要事項を協議、決定す
る機関であり、原則として毎週1回開催してい
ます。また、研究開発に関わる重要事項につい
ては、研究開発会議で審議、決定しています。

▶事業部門制

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

▶委員会

　当社は、業務遂行上必要な特定事項に関し
て、リスク管理委員会、企業倫理委員会、レス
ポンシブル・ケア委員会、安全保障輸出管理
委員会、IR委員会などの委員会を設置してい
ます。各委員会は、それぞれの事項に関して調
査、研究、審議などを行っています。
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CSRマネジメント CSRマネジメント

■ コーポレート・ガバナンス体系図

業
務
監
査

会
計
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査

連携

意思決定・
監督

監査

会
計
監
査
人

業務執行

監
査
役
会

監
査
役

経営会議

研究開発会議

保安対策委員会

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

▶内部監査室

　社長直轄の組織として、内部監査を行って
います。グループ会社を含む会社の業務執行
状況を調査し、法令・規則への準拠性、業務の
有効性と効率性、財産保全ならびに財務報告
の信頼性を評価しています。

▶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。

▶内部統制推進室

　「財務報告に係る内部統制」の整備および運
用状況の有効性評価を社長に代わり実施し、
結果を社長に報告します。また、「財務報告に
係る内部統制」の整備および運用について適
切なレベルを実現、維持するために、内部統制
体制の構築・改善を支援しています。

▶会計監査

　当社は公認会計士から定期的に会計監査を
受け、会計の健全性確保に努めています。

　昭和電工では、リスク管理（リスクマネジメ
ント）を経営の最重要事項として捉え、その体
制を整備し、維持・推進しています。
　当社は、全社的リスク管理を推進する組織
としてリスク管理委員会を設置しており、会
社方針、計画や全社にわたるリスクについて
影響度と発生頻度の評価に基づく優先順位づ
けおよび対策と推進の支援を行います。また、
全社に関わる重要課題はCSR会議に諮り、さ
まざまな角度から審議・決定しています。
　また、環境保全、保安防災、化学物質、品質、
知的財産、公正取引、輸出管理や契約に関わる
個別リスクは、社内規則に基づき、事前審査や
決裁制度を通じてリスク管理を行っており、
事故・災害発生などの危機発生時は、緊急事態
措置要領などの社内規程により対応します。

リスクマネジメント

リスクマネジメント

リスク管理のPDCA

※1　棚卸し

もとの意味は文字どおり棚から品物を
下ろすことで、商店などで定期的に在
庫品を調べること。品物を一つひとつ
調べることから転じて、普段の行いや
問題点を調べ上げる意味でも使われ
る。

※2　ボトルネック

作業の効率や生産能力が最も悪い箇
所、律速段階をいう。

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> 企業統治
> リスクマネジメント

　2007年から全社的リスク管理を進める
ためにグループ全社でリスクの棚卸し※1、重
要度評価、対策立案と推進、毎年定期的なレ
ビューを行っています。
　その結果はリスク管理委員会に集約され、
全社で取り組むべき課題を整理し、必要に応
じて全社横断的な取り組みを行います。
　2007年から2008年にかけての全社横断

内部統制への自発的な取り組み

　当社グループは「財務報告に係る内部統制報告制度」に沿って内部統制の仕組みを整備し、
この仕組みが適切に機能していることを検証し、信頼性の高い財務報告を行ってまいります。
　こうした制度に対しては、「守り」のイメージが強くなりがちですが、そ
れだけではないと考えています。内部統制の仕組みを構築する過程にお
いて、リスクを発見して低減することや積極的に課題を見つけ解決して
いくことは、当社グループの業務運営のレベルアップにもつながります。
当社グループ全体としてこの制度に自発的に
取り組み、ステークホルダーの皆様の信頼を保
持、向上させてまいります。

内部統制推進室
室長

高木 俊典

VOICE

的な取り組みの例としては、大規模地震、火
災・爆発等を想定した事業継続計画（BCP）と
新型インフルエンザ対策があります。

▶事業継続計画

　事業部門ごとに推進体制を構築し基本方
針を策定後、影響度分析（BIA）などを行い、各
事業部門ごとに重要（優先）業務を特定しま
した。
　次に優先業務のボトルネック※2を特定する
などプロセス分析を行い、戦略・対策を検討し
ました。その後文書化して教育・訓練により
定着を図り、毎年継続的改善を行います。

▶新型インフルエンザ対策

　基本方針として策定した「新型インフルエ
ンザ対策に関する基本計画」に基づき、グルー
プ全社はそれぞれ行動計画を作成して、警戒
レベルに応じた具体的な対策を立案しまし
た。具体的な対策は、従業員の感染予防・感染
拡大防止対策および事業継続計画を中心とし
ており、行動マニュアルを細部にわたって取
り決め、教育・訓練により定着を図り、継続的
改善を行っています。

■ リスク管理のPDCA

部門集約 全社集約現状解析

全社的
課題対応立案

リスク対策
計画の実施

全社的
課題整理

リスクの
リストアップ 対策の推進

リスクの
影響度評価

マネジメント・
レビュー

株主総会

執行役員

各部門

内
部
監
査
室

社長

リスク管理委員会

取締役会
（議長：会長）

CSR会議
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CSRマネジメント CSRマネジメント

会社を支える情報システムを、リスクから守っています

　利便性の陰にはセキュリティーリスクが潜んでいます。インターネットを代表とするIT分
野は、近年目覚ましく発展しています。それらは大変便利なものですが、企業内で使用するに
は、よく考えないといけません。例えば外出先から会社のシステムに接続
できる機能がありますが、それによって部外者が侵入できたり、覗き見でき
たりするようでは問題です。便利な機能をセキュリティーリスクの面から
しっかり評価して、また必要なリスク対策や検証を行うことが必要です。
　情報システムは会社を支える屋台骨ですので責
任の重い業務ですが、スタッフとして大きなやりが
いを感じています。

VOICE

情報システム室
マネージャー

笠原 浩平

　昭和電工は、「社会正義と企業倫理の遵守」
を経営の最重要事項と位置づけ、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1月に設置しました。2005年には、部
門ごとに法令遵守に関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。
　安全保障に関わる貿易管理については、
1987年に安全保障輸出管理委員会を設置し、
その強化に取り組んでいます。

コンプライアンス

▶企業倫理ホットライン

　グループ各社の従業員を対象に「企業倫理
ホットライン」を設置しています。法令・社内
規則などに抵触したり、企業倫理に反したり
するような事象を未然に防止、あるいは早期
に是正することを目的としています。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1月からは、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1月より、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

▶情報セキュリティー

　インターネットの発達により、扱われる情
報の質・量・スピードは飛躍的に向上しまし
たが、その一方で個人情報の流出や事業上の
秘密情報漏えい、ホームページの改ざんなど、
情報に関する事件・事故も起こりやすくなっ
ています。当社は情報セキュリティー基本方
針、情報セキュリティー規程および個人情報
保護方針を制定し、情報に関わる事故を抑制
して事業の損害を最小限にするとともに、事
業継続を確保する制度を構築しています。そ
してそれらの基本方針や規程の浸透を図るた
めe-ラーニングによる従業員教育を行い、従
業員の意識を高める活動を進めています。
　情報セキュリティーに関するシステムの整
備としては、外部からの不正侵入、情報漏え
い対策強化および海外グループ各社の情報

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、全役員・管理職は「企業行動規範・指針」遵
守宣言書への署名を行っています。また、企業
倫理月間の取り組みとして、従来よりケース
スタディによる学習を行っています。さらに
2009年には管理職を対象にe-ラーニングを
導入しました。

▶安全保障輸出管理

　わが国の周辺および世界各地で、大量破壊
兵器などの開発や拡散の懸念および悲惨なテ
ロの脅威がますます高まっています。平和で
安全な世界をつくるため、先進国は国際的な
枠組みや国連安保理の決議に基づいて、懸念
国やテロリストに対し核兵器などや通常兵器
へ転用可能な民生品および高度な技術が渡ら
ないように努力を払っています。当社グルー
プでも自主的な社内輸出管理体制を構築し、
外為法遵守の徹底と社内管理規程などの遵守
を図っています。
　安全保障輸出管理規程に従い、安全保障輸
出管理委員会は全社の管理をリードし、各事
業部、研究部門は輸出されるすべての製品や
技術について委員会と協議しながら慎重な審
査※2を行っています。各部署の輸出業務担当
者は、社内説明会、e-ラーニング、外部研修会、
実務能力認定試験といった教育プログラムに
積極的に参加し、管理レベルの向上に努めて
います。
　2008年は厳格な輸出管理により、安全保
障輸出に関わる外為法違反はありませんでし
た。

�詳　し　く

※1　データセンター

免震や制震構造により建物の耐震性を
高め、電気系統は二重化や自家発電設
備を備えた施設のこと。セキュリティ
面の強化も図られ、IDカードや監視カ
メラによる入退室管理を24時間体制
で行う。

�詳　し　く

※2　昭和電工グループの審査

① 許可が必要なアイテムかを間違いな
く判断すること。

② 用途が何であるかをしっかり把握す
ること。

③ 顧客が核兵器等と関連がないかを十
分に調査すること。

の3点を特に重要な管理項目としてい
ます。

セキュリティーガバナンス強化を進めていま
す。
　当社が保有する情報資産については、BCP

（事業の継続計画）の観点でさまざまな脅威
から保護するために以下の対策を実施して
います。
● �パソコン等の情報資源への安全対策
● �基幹システムサーバーをデータセンター※1

に収容および適時更新
●重点生産拠点とのネットワーク信頼性強化

（2008年度の主な実施内容）
● �パソコン等のウイルス対策の徹底および盗

難や不正アクセス対策の強化
● �海外ネットワークのセキュリティーの強

化や利便性の向上
●重点生産拠点とのバックアップ回線の強化

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> 企業統治
> リスクマネジメント
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※3　第三者検証

活動やデータの信頼性を高めるため、
その企業や団体から独立した組織が内
容を検証すること。

CSRマネジメント CSRマネジメント

安
全
保
障

輸
出
管
理
委
員
会 　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

　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※1に
関する行動指針」を1995年3月に策定し、レ
スポンシブル・ケアの実施宣言を行いまし
た。すべての部門がこの行動指針に基づき活
動を推進しています。また、この活動は当社グ
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。
　また、レスポンシブル・ケアを具体的に推
進するために、社内規程類を整備しています。

　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。
　2009年6月現在の推進体制は、本社、6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※2

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・ケアに関わる実績の把握と
現地指導を行い、対象範囲の拡大を進めてい
ます。
　CSR会議のもとに、レスポンシブル・ケ
ア委員会およびリスク管理委員会を配置し、
CSRの主要な活動としてレスポンシブル・ケ
アを推進しています。

　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 マネジメント

※1　レスポンシブル・ケア

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。

※2

グループ会社16社：鶴崎共同動力、東
京液化酸素、昭和タイタニウム、信州昭
和、昭和電工パッケージング、昭和アル
ミニウム缶、昭和電工堺アルミ、昭和電
工エレクトロニクス、昭和エンジニア
リング、昭和高分子、昭和電工建材、ユ
ニオン昭和、新潟昭和、昭和アルミ缶リ
サイクリングセンター、ハイパック、昭
和炭酸（2009年1月より。2008年の
データは対象外）

レスポンシブル・ケア行動指針 推進体制 PDCAサイクル

監査体制

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
>  レスポンシブル・ケア活動 
（安全・環境・健康への取り組み）

> レスポンシブル・ケア推進体制 

レスポンシブル・ケア委員会（2009年6月）

事業場監査（喜多方事業所）

■ レスポンシブル・ケア推進体制

■ PDCAサイクルの図

継続的改善レスポンシブル・ケアに 
関する行動指針

❶  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。

❷   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。

❸   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。

❹   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。

❺   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。

❻   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。

❼   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。

❽   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。
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実施

D
内部監査
成果評価

C

経営者による
見直し

行動計画

PA

経営方針
目標設定

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、当社および左記16社の
事業場の取り組み状況を現地で監査し、必要な
指導を行うとともにそれらの結果をレスポン
シブル・ケア委員会に報告します。レスポンシ
ブル・ケア委員会は、それらの結果を審議して
全社の方針、目標および計画に反映します。
　なお、左記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・ケアに関わる取り組み状況を現地確認し
指導を行っています。

▶全体監査

　内部監査室は、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、レスポンシブル･ケア活動やデー
タ集計の正確性などを対象とした第三者検
証※3を受審しています。この「CSRレポート
2009」に記載の内容については、SGSジャ
パン株式会社に依頼し、検証を受審しました

（P61参照）。
　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・ケアのシステムやパ
フォーマンスの継続的改善に取り組んでいき
ます。

リスク管理
委員会 レスポンシブル･ケア委員会
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CSRマネジメント CSRマネジメント

レスポンシブル・ケア行動計画
2008年実績と2009年方針・計画

※4　GHS

Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of 
Chemicals：化学品の分類および表示
に関する世界調和システム。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。

※5　MSDS

Material Safety Data Sheet：化学物
質安全データシート。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
から使用者（顧客）に渡される資料のこ
と。

※6　PRTR

→P51参照。

※1　6ガス

温室効果ガス6種のことで、二酸化炭
素（CO₂）、メタン（CH₄）、亜酸化窒素

（N₂O）、ハイドロフルオロカーボン
類（HFCs）、バーフルオロカーボン類

（PFCs）、六フッ化硫黄（SF₆）を指す。

※2　創る安全

→P57参照。

※3　REACH

R e g i s t r a t i o n ,  E v a l u a t i o n , 
Authorization and Restriction of 
Chemicals：化学品の登録・評価・認可
および制限に関する規則。
EU内で制定された、人の健康や環境保
護のための化学物質規制で、2007年6
月1日に施行された。EU内の製造者・
輸入者は、1t/年以上製造・輸入するす
べての化学物質について、それが人・
環境に及ぼす影響を評価して、欧州化
学品庁（ECHA）へ登録することが義務
づけられた。設定された登録期限まで

（取扱数量に応じて期限が異なり、最長
2018年まで）にREACH未登録の製
品は、EU内で製造も販売もできなくな
る。

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> レスポンシブル・ケア活動
　（安全・環境・健康への取り組み）
> レスポンシブル・ケア中期計画と実績

項目 2008年の目標 2008年の計画 2008年の結果・実施状況 評価 2009年の方針･計画 掲載ページ

環境保全

環境管理　　

●  環境問題ゼロ ●  法対応の精査継続
●  過去事業の潜在リスク低減計画と実行
●  ISO14001取得計画の推進

●  環境問題2件発生（東長原事業所ホスゲン漏えい）
● 法規制情報の適宜提供および法対応の精査実施
●  事業ラインによる環境トラブル未然防止の取り組み決定
● 東長原土壌改良工事継続中
● 千葉事業所のISO14001認証取得

△

【方針】 環境問題の発生ゼロ
【計画】 ●  「創る安全」の定着と周知（環境トラブ

ル未然防止チェックリスト活用）
●  潜在リスク低減の計画と実行

P29・30
P47〜56

地球温暖化
防止対策

●  省エネ・省資源：エネルギー原単位80％
以下

●  法改正対応

●  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

●  実行計画の確実な実行

●  エネルギー原単位：91.6%（90年比）で07年比5.7％増
● 定期報告を各事業所ごとに実施 △

【方針】 エネルギー原単位目標80%以下維持
【計画】 ●  省エネの創造 P48・49

●  昭和電工グループ京都議定書目標自力達
成案作成および 6ガス※1の削減

●  法改正対応

●  京都議定書目標（6ガス削減）実行計画
に沿った確実な実施

●  その他削減計画立案と一部実行

●  グループ温室効果ガス排出実績：90年比-7%で目標達成
● 京都議定書約束年目標達成計画立案（単体）
●  本社ビル省エネ度評価実施：140kWh/㎡（標準160）で

良好
●  特定荷主のエネルギー消費原単位07年実績、08年削減

計画行政報告

◎

【方針】  昭和電工グループ京都議定書目標自力
達成

【計画】 ●  各事業所の削減計画実行 P7・8
P48・49

産業廃棄物の
削減

●  埋立処分量の削減
　単体：1,800t（90年比9％）
　グループ会社：1,400t

●  事業場ごとの廃棄物削減計画の実行 ●  埋立処分量：単体1,717t（07年比-728t、90年比9%）、
グループ会社1,341t（07年比-199t）で目標達成

◎

【方針】 ゼロエミッション達成
【計画】 ●  汚泥有効利用拡大等による埋立処分量

の削減　 
単体：2,000t以下 
グループ会社：1,300t以下

P55

●  リサイクルの推進 ●  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

● ケミカルリサイクル生産実績：07年比38％増
● 紙廃棄物削減（本社）：07年比2.6t削減
●  アルミ缶リサイクル：グループ参加率94%、持込缶数

229缶/人・3カ月
○

【方針】 循環社会への貢献
【計画】 ●  リサイクルの推進

P10、P40

保安防災 設備安全

●  設備事故ゼロ ●  設備信頼性向上
●  変更管理体制強化
●  自主保安の推進

●  設備事故6件発生（07年３件） 
危険物タンク破損、高圧ガスタンク破損・安水漏えい、油
圧弁ホース破損・油漏えい、ローリー誤発車によるフレキ
シブルホース破損等

●  大分事業所：高圧ガス認定事業所４年連続運転継続

△

【方針】 設備事故ゼロ
【計画】 ●  「創る安全検討会」開催と活用

● 変更管理体制強化
●自主保安の推進 P57 〜60

●  リスクマネジメントの定着 ●  「創る安全※2検討会」の活用 ●「創る安全検討会」を4回開催
● 緊急地震速報システムの設置 ◎

労働安全衛生

労働安全

●  休業・不休災害ゼロ ●  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

●  従業員休業災害3件（07年7件）、不休災害0件（07年6
件）発生

● 従業員休業災害度数率：0.34
●  小山事業所、昭和アルミニウム缶小山工場、昭和高分子龍

野工場、昭和電工エレクトロニクスが外部安全表彰受賞
●  大町事業所で労働安全衛生マネジメントシステム認定取

得。他6事業所で取得準備。

○

【方針】 ●  休業・不休災害ゼロ
●  化学企業トップの安全管理体制の構築

【計画】 ●  安全に強い職場と人づくり
● 設備･作業の不具合是正
●  安全管理レベルの向上（労働安全衛生

マネジメントシステム認定取得拡大）

P58・59

健康管理

●  業務上疾病の発生ゼロ ●  衛生管理体制の充実
●  作業環境・作業方法の改善

● 業務上疾病の発生ゼロ
◎

【方針】 業務上疾病の発生ゼロ
【計画】 ●  衛生管理体制の充実

● 作業環境・作業方法の改善
P58・59

●  昭和電工グループ健康21プランの推進 ●  事業所健康21プランの実践 ●  健康21プラン推進による生活習慣病の予防活動の実践
● 特定健診、特定保健指導の法制化対応
●  事業所事例発表会および保健師・看護師研修会の実施 ◎

【方針】 昭和電工グループ健康21プランの推進
【計画】 ● 健康支援体制の充実

●  事業所におけるメンタルヘルスケア
の取り組み

P46

化学品安全 化学物質管理

●  化学物質関連の法違反・事故・災害ゼロ ●  化学物質管理の徹底
●  REACH※3予備登録対応

● 化学物質関連の法違反・事故・災害ゼロ
● GHS※4対応MSDS※5の改訂推進
●  化学物質管理者を通じた法情報周知・再教育を実施
●REACH予備登録を期限までに完了

◎

【方針】 化学物質関連の法違反・事故・災害ゼロ
【計画】 ●  コンプライアンス、教育、管理体制の

定着
●安全性情報の収集・評価・提供
  （REACH対応他）

P60

●  化学物質排出量削減（対前年比10%以
上）

●  自主削減計画の確実な実施 ●  日化協PRTR※6総排出量：345tで07年より85t減少
●  有害大気汚染物質排出量：62tで07年比約44%削減 ◎ 【方針】 化学物質排出量削減

【計画】 ●  事業所ごとに削減計画を立て実施 P51 〜54

品質保証 品質保証

●  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）　
●  コンプライアンスの徹底

●  審査会などによる製品安全の徹底と管理レベルの強化に
より製品事故ゼロを継続

●  品質診断による法規/社内品質ルールの徹底（特に変更
管理）によりコンプライアンス問題発生ゼロを継続 ◎

【方針】 ●お客様が安心して使える製品づくり
● 製品事故、重大クレーム｢ゼロ｣

【計画】 ●  製品安全の確保（変更、初めて、久しぶ
りを中心としたリスク管理の確実な
実施）

●  品質保証、品質管理レベルの向上（マ
ネジメントシステムの有効性向上）

●コンプライアンスの徹底　

P35・36

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2008年の目標・ 
実績・評価、および2009年の方針・計画は以
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。

　昭和電工グループは、2、3年ごとにレスポ
ンシブル・ケア中期行動計画を定め、それに基
づいて年間行動計画を定めています。
　全事業場は本行動計画に基づいて、事業場
の実態にあった具体的な行動計画を作成し、

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

（数値は当社単体の値）
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社会性報告

私たちが目指している
ステークホルダーとの関わり

社会性報告
私たちは事業活動を通じてすべてのステークホルダーの皆様に信頼をいただき、

応援していただけること、社員が誇りを持って働ける場を築き上げることが

CSRの基本と考えています。

私たちは、お客様、株主様、地域の皆様、原料やサービスの供給者の方々、
会社で働いている皆さんと、今まで以上に対話をすることが重要であり、
いただいたご意見は昭和電工グループの財産になると考えています。

ステークホルダーの皆様からいただいたご意見

お客様

当社グループの製
品・サービスに満足
し、繰り返し購入し
ていただく。

地域・行政の皆様

当社グループの安
全・安定操業に信頼
をお寄せいただく。

社員およびご家族

働きがいのある職
場、誇りの持てる企
業である。

株主・投資家様

当社グループの業
績に満足し、安定的
に株を保有してい
ただく。

パートナーの皆様

当社グループとの
取引に信頼感を持
ち、共存共栄の関係
を維持していただ
く。

対話の場 ご意見 当社の対応と課題

定例会
�● �品質向上に向けて継続的に改善して
欲しい

●�試験解析の結果に基づき、原因の把
握および対策を立てて報告

●課題解決、報告の迅速化

IR説明会

●�ハードディスクなどの成長ドライ
バー戦略を知りたい

●�個人投資家向け説明会で、ハード
ディスクなど成長事業について説明

●�原油など原材料価格の変動の影響と
中期的な対応について知りたい

●�機関投資家向け説明会においても成
長戦略や原材料価格の影響について
説明

株主総会
●�今後の配当および経済環境の見通し
について知りたい

●�2008年の第4四半期から急激に悪
化した経済環境がいつまで続くか不
透明であるため、現時点で配当およ
び経済環境の見通しについて予測す
ることは極めて難しい

SRI評価
フィードバック

●�ILOの人権原則へのアプローチが不
足

●�サプライチェーン・マネジメントの
観点からの環境対策が必要

●�継続してグループ人権の取り組みを
見直し中

●�CSR調達の準備開始（P42参照）

協力企業との安全活動 ●安全への取り組みを支援して欲しい

●�事業所ごとに協力企業の安全活動を
支援する仕組みを推進（共同パトロー
ル、手法提供、意見交換、表彰制度な
ど）

レスポンシブル･ケア
地域対話

●�設備事故ゼロに向けての対策や、大地
震への対策ができているか知りたい

●�サイト版CSRレポートなどにより、
事業所ごとの取り組みについて積極
的に情報を開示

●�定期的な対話を継続

CSRレポート
ワークショップ

●�社会にアピールすべく、情報発信する
ことが必要�

● �環境負荷の大きなものを製品として
いるので、製造・使用にあたっての環
境インパクトを把握・管理している
ことを示して欲しい

●�人材の活性化、ダイバーシティの尊重
についての説明が欲しい�

● �気候変動、環境対応を重要な経営課
題として、その取り組みをわかりやす
く発信（P7〜 P16参照）

●�女性社員の活躍支援、外国籍社員の採
用、定年退職者の再雇用、障害者の雇
用と職場のバリアフリー化に積極的
に取り組む（P43〜P46参照）

CSRレポート
アンケート

●�昭和電工の製品・技術をわかりやす
く紹介することも続けて欲しい

●�自分の子供たちに父親が働く場所や
様子を教えられる、家族で参加できる
企画が欲しい

●�ワークライフバランスへの取り組み
も非常に重要だと思う

●�継続して、環境に配慮した製品･技術
を紹介（P9〜 P16参照）

●�地域に即した定期的な工場見学会を
開催（P39参照）

●�多様なライフスタイルにあわせた働
き方を支援するため、両立支援制度を
拡充（P45参照）

レスポンシブル･ケア
消費者対話

●�プラスチックの有効利用をもっと多
くの人に伝えるべき（川崎プラスチッ
クケミカルリサイクル施設見学会）

●�一般の方のプラスチックケミカルリ
サイクル施設見学会をホームページ
にて案内（P39参照）

労働組合との対話

●�昭和電工グループCSRの活動をわか
りやすく従業員に伝えて欲しい

●�グループCSRの啓発活動を推進
��（2008年7月〜）

●協働で進めるCSR活動テーマの開発
●�取り組みの第1弾として
��CO2ダイエットを開始

社員意識調査 ●2009年2月に全社社員意識調査を実施し、調査結果を集約して分析中

女性社員に対する
アンケートとヒアリング

●�女性のキャリアのあり方について考
える機会が欲しい

●�外部キャリアカウンセラーによる「女
性社員と上司向けセミナー」を実施

お
客
様

株
主
・
投
資
家

パ
ー
ト
ナ
ー

地
域･

社
会

従
業
員
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　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として全世界的に広が
りを増しています。
　当社グループは、お客様からの環境負荷物
質の削減、欧州規制などによる有害化学物質
の不使用・不含有保証の要求に対し、誠実に
対応しています。
　また、お客様からのCSRに関するお問い合わ
せ、アンケートにもお答えするとともに、サプラ
イチェーン※1への展開も行っていく方針です。

▶�品質マネジメントシステム
��（品質管理の仕組み）

　昭和電工グループは、不具合の発生防止と
いった守りの品質保証ではなく、お客様の喜
びをみずからの喜びとする攻めの品質保証を
目指し、お客様にご満足いただける製品を開
発、提供しています。
　事業所、および海外を含むほとんどのグ
ループ会社は、ISO※29001やISO/TS16949
などの品質マネジメントシステム国際規格の
審査・登録を受け、同システムの効果的な運
用で、製品およびサービスの品質の向上に努
めています。

　昭和電工グループの製品をお客様に安心し
てお使いいただくために、安全な製品の提供
は企業活動の優先課題のひとつと考えていま
す。そのために、社内ルールとして「品質保証
･品質管理規程」（下図参照）を制定し、さらに
現状にあうよう見直し改定を行い、関連法規
とともに遵守しています。
　上記の規程は、製品の設計・開発、上市・製
造、販売、市販後の情報管理などを通じ、製品
安全活動を組織的、体系的に実施するための
基本ルールです。
　特に医薬品・化粧品の原料など、その製品
や成分の一部が直接的または間接的に人体に
摂取される可能性があるものに関しては、上
市にあたっての厳しい審査と、製造条件を変
更する場合の制限などを設け、常に安全な製
品をお客様にお届けするよう有効な仕組みを
つくり運用しています。
　審査では、その製品自体の安全性の確認だ
けではなく、製品の持つ特性、用途、使用形態、
使用されるお客様の特徴および廃棄時の問題
等々、いろいろな角度から、想定される危険性
の検討、想定される危機の回避方法について
審査会などで十分に検討を行っています。

お客様との関わり

※2　ISO

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

※1　サプライチェーン

Supply Chain ：原料調達・製造・製
品販売に関わる物流・商流全体をい
う。
サ プ ラ イ チ ェー ン・ マ ネ ジ メント

（SCM：Supply Chain Management）
は企業の枠を超えて原料から顧客・消
費者までの物の流れを効率的に行う活
動。

製品安全の徹底 環境・社会に関する要請への取り組み 品質保証･品質管理レベルの向上

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> ステークホルダーの皆様とともに 
> お客さまとのかかわり

昭和電工分析物性センター

■ 品質保証・品質管理規程

■ クレーム件数の年別推移（昭和電工単体）

▶クレーム削減

　お客様にご迷惑をおかけしないよう、当社
グループ一丸となってクレーム件数の削減に
努力し、これまで着実に減少させてきました。
しかし、2008年の件数は、初めて下げ止まり
の状態となりました。
　本年は品質マネジメントシステムの確実な
実行を推し進め、よりいっそうのクレーム件
数の低減と製品事故ゼロの継続に努めます。
そして、お客様からさらなる信頼を得て、企業
価値を向上できるよう、努めてまいります。

▶レベルアップ活動

　当社グループは、全社横断的に各事業部・
事業所などの定期的な監査を実施し、グルー
プ全体のレベルアップを図っています。
　その視点は、組織ビジョン、管理者のリー
ダーシップ、顧客満足活動、品質保証活動、製
品安全・リスク管理、日常管理、人材育成など
多岐にわたります。
　2008年は海外を含め63事業場の監査を
精力的に実施し、課題の抽出と改善に向けた
提言を行いました。本年は特に品質マネジメ
ントシステムの有効性の向上に焦点をあわせ
た監査を行います。
　さらに、内部監査員養成セミナー、品質保
証・品質管理規程の解説、製品リスクセミ
ナーなどを毎年定期的に開催するとともに、
内部監査員のレベル向上を目的としたセミ
ナーを現地にて開催するなど、年間を通して
幅広い教育・啓蒙を行っています。

（％）
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製品安全審査
製品リスク評価
安全性試験

新製品上市手続き
品質保証能力審査
製造条件変更手続き

契約書・仕様書締結審査
販売宣伝資料審査

市販後情報管理

ワンポイントテキストの活用によるクレーム削減の取り組み

　彦根工場ではビールなどの飲料用の缶胴を製造しています。近年消費者の食の安心への
関心が高まる中、お客様であるビールメーカー、飲料メーカーの要求品質も厳しくなってい
ます。これを受け、当社ではクレーム削減の取り組みの一環として、ワンポイントテキスト

（OPT）の活用を実践しています。工程不良を発生させた部署が自ら「な
ぜなぜの観点」でOPTを作成することで考える習慣が身につき、実効的
な品質教育につながります。
　しかし現実にはまだ潜在的なリスクを多く抱えており、それらを顕在
化して、問題点として捉えていくことで
品質向上につなげていきたいと考えてい
ます。

昭和アルミニウム缶株式会社
彦根工場　品質管理課

篠原 健

VOICE

販売市販後

設計・開発 上市・製造
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　昭和電工グループは、地域に根ざした工場
であることを目指し、それぞれの事業所で地
域との対話を進めています。従業員のご家族
や近隣の皆様を招いての工場見学会、レスポ
ンシブル・ケア地域対話などを通じて、地域の
皆様とともに環境、安全、健康を確保する取り
組みのレベル向上を図ります。

▶�オープンラボ�
（研究開発センター）

　千葉市にある研究開発センターでは、毎年、
当センターを公開して、見学や子供向けの実
験、ミニコンサートなどを実施しています。毎
年550名ほどご来場いただいており、昨年で
15回目を迎えました。
　催しでは「CO₂ダイエットキャンペーン」な
どの紹介や、身近なものを材料にした実験を
子供たちに体験してもらい、この活動で今年
は日本レスポンシブル・ケア協議会のレスポ
ンシブル・ケア賞※2を受賞しました。

　昭和電工グループは、化学を通じて社会に
貢献する製品・サービスを提供するとともに、
化学物質の知識、化学のおもしろさ、環境との
関わりなど「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。

▶2008年の実績

　2007年に多くの皆様にご見学いただいた
テクノキャラバン※1が2008年6月に全事業
所の巡回を終了したため、2008年は事業所見
学者数が減少しましたが、事業所近隣の学校
を対象にした工場見学会や実習生の受け入れ
では、2007年より多くの皆様をお迎えするこ
とができました。
　今後もこの活動を続け、化学や環境問題に
対する理解を深めていただくと同時に、地域の
皆様との対話に積極的に取り組んでいきます。

社会との関わり

※2　レスポンシブル･ケア賞

日本レスポンシブル･ケア協議会の会
員企業の中から、レスポンシブル･ケア
活動の普及や充実に貢献した個人また
はグループを表彰する制度。

化学・環境教育への取り組み 地域とのコミュニケーション

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> ステークホルダーの皆様とともに 
> 社会・地域との関わり
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■海外関係会社　■国内関係会社　■事業所

（年）

■  教育関係工場受け入れ人数 
（関係会社は2007年から集計）

■  地域からの工場見学・説明会参加者 
（関係会社は2007年から集計）

▶�出前授業

　大分コンビナートでは、毎年、近隣の企業と
共同で大分市内の小中学校へ化学実験の出前
授業を行っています。2008年は小中学校4校
の11クラスを延べ101名の工場従業員とOB
が訪問し、化学の力を使って電池をつくる実
験、発泡スチロールのリサイクル実験を行い
ました。
　地域の学校へ出向いての教育支援活動は、
秩父、東長原、喜多方などでも実施しており、
今後も継続・拡大していきます。

▶夢･化学-21　夏休み子ども化学実験ショー

　2008年8月22日〜24日の3日間、日本科学
未来館（東京・台場）で小中学生を対象に開催
された化学実験イベント「夢･化学-21　夏休
み子ども化学実験ショー」に出展しました。
　今回は「強力な磁石を使った手動発電機を
作ろう！」をテーマに、ネオジム磁石で手動発
電機を工作し、LED（発光ダイオード）を点灯
させる実験を行いました。

オープンラボの実験会場

「夢・化学-21 夏休み子ども化学実験ショー」の様子

▶�災害時における防災協定　�
（横浜事業所）

　2009年1月、当社横浜事業所は、震災など
の災害時に地域住民と地元事業所との協力
に関する防災協定を締結しました。この協定
は、震災などの災害時に被害拡大の抑止を図
るため、災害地の近隣企業が地域の復興支援
に協力するというものです。横浜事業所の協
力内容は、災害時における水・食料の提供と、

フォークリフトなどの重機の提供、社員を地
域の災害対策活動に派遣することなどです。
当協定には近隣7社の事業所や、地元の自治
会・町内会、消防署の他、横浜市神奈川区役所
が参加しています。

▶�小学校でのボランティア活動�
（昭和電工カーボン）

　昭和電工カーボン（米国）では、毎年「Trident 
United Way」の支援活動を行っています。こ
の団体の活動のひとつ「Day of Caring」は、地
域に貢献するボランティア活動です。昨年9月
に、昭和電工カーボンから協力企業を含む27
名が参加して、Harleyville/Ridgeville小学校
でメールボックスと校庭の休憩所をつくりま
した。子供たちも先生も大変喜んで、早速活用
していただいています。

活動に参加した昭和電工カーボンの皆さん

防災協定調印式

大分の出前授業

※1　テクノキャラバン

→P39参照。
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昭和タイタニウムでの見学会

昭和電工パッケージングでの見学会

　昭和電工グループの製品は最終消費材※1が
少なく、一般消費者に昭和電工グループの事
業活動をご理解いただくのが難しいと認識し
ています。しかし、工場での生産や昭和電工グ
ループ製品（部材・部品）の供給にあっても、一
般消費者の認知なくしては事業を進めること
ができないと捉え、さまざまな角度から昭和
電工製品、事業活動をご理解いただけるよう、
努めています。

▶テクノキャラバン

　2007年3月から各事業場を巡回したテク
ノキャラバン※2が2008年6月に全事業場の
巡回を完了しました。これまで全国29カ所で
開催し、延べ1万2,000名を超える皆様にご
来場いただきました。
　昨年巡回した昭和電工パッケージング株式
会社伊勢原工場では電池用包装材料などを展
示し、中でも電池式二輪車の試乗が好評で、約
90名の方にご来場いただきました。大阪支店
では、大阪地区のグループ会社に参加を呼び
かけ、また、お客様をご招待するなどして、約
200名の方にご来場いただきました。

※4　�アルミ缶リサイクル�
活動参加会社

昭和炭酸、東京液化酸素、東北金属化
学、昭和タイタニウム、名古屋研磨材、
昭和アルミニウム缶、昭和電工堺アル
ミ、東京アルミ線材、昭和電工パッケー
ジング、三洋昭和パネルシステム、昭和
電工エレクトロニクス、昭和エンジニ
アリング、新潟昭和、ユニオン昭和、昭
和電工建材、昭光通商、昭和アルミパウ
ダー、SDSバイオテック。

（その他当社事業所内にある関係会社
の中には、昭和電工事業所に含めてカ
ウントしている関係会社もあります）

�詳　し　く

※1　最終消費材

一般の消費者へ供給され、消費される
製品。昭和電工の製品の多くは、他の企
業で最終消費材へ加工されて一般消費
者へ供給されるため、一般消費者の目
に触れることが少ない。

※2　テクノキャラバン

グループ社員をはじめ、OBや従業員の
ご家族、地域にお住まいの方々、地元自
治体関係者、お客様などのさまざまな
ステークホルダーに向けて、昭和電工
グループの全体像をお伝えする昭和電
工グループ移動展示会

※3　昭和電工株式会社川崎事業所

昭和電工川崎事業所ではプラスチック
ケミカルリサイクル施設の見学会を実
施しています。
お申し込みはこちらのウェブサイトを
ご確認ください。
http://www.sdk.co.jp/kpr/tour/
index.html

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> ステークホルダーの皆様とともに 
> 社会・地域との関わり

CSRレポートを読む会

プラスチックケミカルリサイクル施設見学会

見学会での説明の様子

昭和電工製品・事業を
ご理解いただくために

〈表彰者の声〉
実家と高校時代の知人にも協力をしてもらい、
それぞれの地域や親戚ぐるみで回収してもらっ
ています。集めた空き缶は、知り合いにトラッ
クを借りて定期的に工場に運んでいます。

昭和アルミニウム缶株式会社
大牟田工場　田島幸一

▶�川崎事業所プラスチックケミカル�
リサイクル施設見学会

　ご家庭から排出された使用済みプラスチッ
クを100%リサイクルする。そんな画期的な
施設が昭和電工株式会社川崎事業所※3で稼
働中です。使用済みプラスチックをガス化し
アンモニアの原料として再度製品化していま
す。工程中の副産物もほとんどすべて再利用
されます。
　「このプラスチックケミカルリサイクルの
工程を実際に見学してみたい！」という声に
お応えするため、随時見学会を開催していま
す。見学受け入れから6年、1万9,000名以上
のたくさんの方々がご来場され、ご好評をい
ただいています。

▶CSRレポートを読む会

　2008年11月に行われた、みなと環境に
やさしい事業者会議主催の「企業と環境展
2008」にて、CSRレポートに関心の深い皆様
に、当社のCSRレポートをご紹介しました。
　参加された皆様からは地球温暖化対策や化
学物質の扱いについて活発なご質問、ご意見、
ご感想をいただきました。頂戴した一つひと
つのコメントはその後のCSR活動に活用さ
せていただくとともに、本書「CSRレポート
2009」の作成にも反映させております。
　今後もこのような活動を通じてステークホ
ルダーの皆様とコミュニケーションを図って
まいります。

▶アルミ缶リサイクル活動

　昭和電工グループでは、事業に関わりのあ
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グループをあげた取り組
みを行っています。2008年、グループでの参
加者は7,900名にのぼり、当活動への従業員
の参加率は94.2%になりました。全グルー
プで約715万缶を回収し、その収益金の一部
196万円を、各地域の社会福祉協議会や歳末
助け合い募金などに寄付しました。
　また、年間3,000缶以上集めた従業員を表彰
しており、2008年は338名が表彰されました。
表彰者の多くは、個人や家庭だけでなく、広く
親戚や地域の協力のもとに活動しています。
　この活動によって回収されたアルミ缶は、
株式会社昭和アルミ缶リサイクリングセン
ターを通してアルミ地金に再生、その地金を
使用してアルミ板コイルがつくられ、昭和ア
ルミニウム缶株式会社で再びアルミ缶の製造
に使用されています（一部の地域を除く）。
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　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・無災害を目指しています。

　昭和電工グループは、原材料調達から製
造・販売に至るサプライチェーン全体におい
て、よりいっそう、社会・環境に配慮した事業
活動を進めていくため、新たにCSR調達※3の
システムをつくりました。
　このシステムは、当社グループが定めてい
る「昭和電工グループCSR調達ガイドライ
ン」を、パートナー（お取引先）と共有し、協働
で遵守していくことにより、CSR調達を推進
することを目的とします。具体的内容は下記
（CSR調達の推進手順）のとおりです。
　当社グループは、これらパートナーとの協
働で行う「自己診断※4」、「訪問診断※5」、「フォ
ローアップ」を3つの柱としたCSR調達を、

　昭和電工は、情報開示とIR活動（投資家向け
の広報）を、「株主や投資家の皆様に当社の企
業経営、企業活動、戦略をご理解いただき、当
社の企業価値を正当に評価いただくための活
動」と考え、以下の方針で取り組んでいます。
❶�株主や投資家の皆様との積極的なコミュニ
ケーションを行い、経営の透明性の向上を
図ります。
❷�当社に対するご理解と信頼を深めるため、
当社に関する企業情報を、わかりやすく、公
平に、タイムリーに、かつ正確に開示いたし
ます。

▶機関投資家・株主の皆様と

　国内の機関投資家※1や証券アナリストの皆
様に対しては、本決算および中間決算時の説
明会、第1および第3四半期決算時のネット･
カンファレンス※2、そして経営計画の進捗状
況説明会を開催しています。
　海外の機関投資家・株主の皆様に対しても、
決算発表資料やネット・カンファレンスの英
語版の配信などを行うとともに、年に数回、社
長や担当役員が欧州、北米、東南アジアで当社
グループの業績や経営計画などを直接説明し
ています。
　この他、個別取材やスモールミーティング
にも積極的に対応しています。

▶個人の株主･投資家の皆様と

　個人の株主･投資家の皆様に対しては、本
決算、中間決算時に報告書をお送りするほか、
ウェブサイトを通じて決算説明会などで用
いた資料や説明会の映像、音声を迅速に公開
するとともに、ウェブサイト上にIR専用のお
問い合わせ窓口を記載するなど、双方向のコ
ミュニケーションに努めています。また、証券
会社主催の「個人投資家向け会社説明会」に毎
年参加するなど、コミュニケーションの充実
に取り組んでいます。

▶株主総会

　定時株主総会は、毎年３月末に開催します。
当社は、株主総会の招集通知を総会の約4週間
前にお送りするとともに、ウェブサイトにも
掲載し、株主の皆様に十分に議案をご検討い
ただけるように努めています。議決権行使に
際してはインターネットによるご投票のシス
テムを導入しており、より多くの株主の皆様
に決議いただけるようにしています。
　株主総会の会場では、大型スクリーンによ
る事業報告を行い、わかりやすい説明を心が
けています。また、中期経営計画の進捗状況、
事業のトピックスをご説明すると同時に、製
品展示スペースを設けて、当社グループの製
品･技術をご紹介しています。

パートナーとの関わり株主・投資家との関わり

協力企業と取り組む
レスポンシブル・ケア活動

CSR調達の推進

情報開示に関する基本方針

株主・投資家とのコミュニケーション

※3　CSR調達

環境負荷の少なさを判断基準に調達す
ることをグリーン調達といい、日本で
は2001年4月に「国等による環境物品
等の調達の推進等に関する法律」が施
行されて促進が図られている。
CSR調達はグリーン調達の概念をより
広くしたもので、パートナーのCSRへ
の取り組みを判断基準に、原料、部品、
製品やサービスを調達すること。サプ
ライチェーン全体での取り組みが求め
られる。

※1　機関投資家

個人ではなく、企業体で投資を行って
いる大口の投資家。

※2　ネット･カンファレンス

インターネットを使って説明のスライ
ドと音声を発信し、社外の投資家と質
疑応答する仕組み。

WEB 　http://www.sdk.co.jp

>�社会・環境への取り組み（CSR）
>��ステークホルダーの皆様とともに
>��株主・投資家との関わり/パートナー
との関わり

個人投資家向け会社説明会

機関投資家・証券アナリスト向け中期経営計画説明会

 詳　し　く

※4　自己診断

当社がCSR調達ガイドラインをベー
スに作成した「自己診断票」に、パート
ナーご自身にご記入いただくことで、
自社のCSRの取り組みを改めてご確認
いただくSTEPです。

※5　訪問診断

自己診断と並行して行います。これは、
互いの生産活動の継続に重要なパート
ナーを訪問して、パートナーのCSRの
取り組みを対話形式で確認するもので
す。

■CSR調達の推進手順

今後、3年をひとつのサイクルとして推進し
ていきます。そしてこのサイクルを回し続け
ることで、当社グループを取り巻くサプライ
チェーン全体のCSRレベルの持続的向上を図
ります。

昭和電工グループCSR調達ガイドライン
（要約）

昭和電工グループはサプライヤー様に、以下の遵守を
お願いします。

【企業統治】
� ●企業統治の仕組みの構築。
�●経営理念・方針等に従った経営。

【企業倫理・コンプライアンス】
� ●法令・社会規範・社内規程の遵守。
�●内部通報制度の整備、通報者の権利保護。
�●企業情報の適時、適切な開示。

【品質・製品安全】（製品・サービスに関して）
�●品質保証体制の構築と運用。
�● �品質･納期を守り、安全・確実な製品・サービスの安定
供給。

�●製品中の化学物質の適切な管理。

【公正取引】
� ●自由競争の制限・優越的な地位利用の禁止。
�●製品・サービスに関する正確な表示と説明。
�●他者の知的財産権の尊重。

【環境保全】
� ●環境保全体制の構築。
�●化学物質の適切な管理。
�●環境負荷の低減、省資源・省エネルギーの取り組み。

【職場の安全・衛生】
� ●安全・衛生管理体制の構築。
�●危険・有害要因の特定と、適切な対策の実施。

【人権・労働】
� ●基本的人権の尊重。
�●適正な労働条件の確保・労働者の権利保護。

【情報セキュリティ】
� ●情報資産への適切な安全対策。
�●機密情報、個人情報の管理と保護。

【社会貢献】
� ●国際社会・地域社会の健全な発展への貢献。

昭和電工
グループ パートナー

①②の結果をもとにパートナーと協働で改善に取り組む活動です。

❶自己診断

❷訪問診断

❸フォローアップ
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　「会社と従業員は対等な関係である」それが
昭和電工の考えです。意欲と能力のある人材
には、活躍の場を提供する。そうして従業員と
会社が共に成長していくことを目指していま
す。そのために、従業員がみずからのキャリア
プラン※1を考え、いきいきと働くことができ
る環境づくりに取り組んでいます。
　人事制度では、従業員に期待する役割と責
任の範囲に基づいて処遇を決定しています。

　企業にとって競争力の源泉は「人」です。昭
和電工は、従業員を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。
　昭和電工の人事制度は、意欲と能力のある
人材に活躍の場を提供するもの。教育プログ
ラムも、従業員がみずからのキャリアプラン
を実現するために、目的にあった能力を高め
ていけるように構築しています。

　昭和電工グループは「社員の多様性を尊重
した経営」を基本方針として掲げ、社員の多様
性を尊重し、一人ひとりの能力と意欲を高め、
それを最大限活かすことで組織を活性化させ
ることを目指しています。
　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、女性従業員の活
躍支援を推進し、多様な従業員が活躍できる
環境づくりに努めます。

従業員との関わり

※2　法定雇用率

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

人事制度の考え方

キャリア支援・人材育成

人権・多様性の尊重

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> ステークホルダーの皆様とともに 
> 従業員との関わり
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自己表現・尊厳

個人

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欲しい

貢献・成果
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貢献・成果

経営ビジョンの
共有

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

変革・
創造型人材

自律型
人材

組織成果
指向型人材

過去に捉われず
新たな価値を
産み出す

自ら考え、学び、
行動し、その成果に
責任を持つ

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

経営ビジョンの共有
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

変革・
創造型人材

自律型
人材

組織成果
指向型人材

過去に捉われず
新たな価値を
産み出す

みずから考え、学び、
行動し、その成果に
責任を持つ

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

■ 昭和電工の求める人材像

■ 会社と個人の契約図

すべての職階で多様な人材の活用を推進

　昭和電工カーボンは、全従業員に均等な機会を提供することを方針としています。この方
針は採用、配属、昇格、異動、レイオフ（一時解雇）、レイオフからの再雇用、退職、報酬や教育な
どすべてに適用されます。求職者の選考や役職への登用は資格や職歴に基づいて実施され
ています。当社は全職階で多様な人材の活用を推進しており、2005年にマイノリティのた
めの積極的行動計画（AAP）を作成して、各部署での登用や、専門職、熟練
工や工員としての採用を進めています。
　人材の多様性確保は企業にとって価値
のある取り組みであり、私たちはこの原
則に深くコミットしています。

昭和電工カーボン
副社長　人事部長

クリント・ルーカス

VOICE

意欲のある人材は、より高い役割と責任を担
うことができ、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、働く目標を明確にす
るための目標設定を行っています。目標の設
定、期中の進捗確認、達成度の評価にあたって
は面談を実施し、理解と納得を得られるよう
に努めています。さらに、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。

▶外国籍従業員の活躍推進

　昭和電工グループでは、近年、グローバル化
が急速に進展しています。現在、海外14カ国
･地域に30カ所以上の生産･営業などの拠点
があり、従業員1万1,000名の約半数にあたる
5,500名以上が外国籍の従業員です。
　昭和電工の大卒新卒採用においては、採用
数の1割を外国籍とすることを目標としてお
り、中国籍の方を中心に採用を継続していま
す。さらに今年度においては、タイ、韓国と国
籍を拡げ新たな従業員を迎えました。今後は、
さらなる国籍の拡大を検討するとともに、採
用後のフォロー体制の充実を図ります。
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■ 外国籍社員比率グラフ
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▶障害者の活躍の場の拡大

　昭和電工はさまざまな個性を持った方が共
に働ける会社でありたいと考えて、障害者の
雇用を推進するとともに、職場のバリアフリー
にも積極的に取り組んでいます。障害者雇用
率は2006年から法定雇用率※2を達成してお
り、引き続き障害者の採用を進めていきます。

■ 障害者雇用率推移グラフ

※1　キャリアプラン

自分の将来の「あるべき姿、ありたい
姿」を描き、その状態を実現するために
たてる計画のこと。

▶女性従業員の活躍推進

　昭和電工は、「社員の多様性を尊重した経
営」の一環として、2008年から2012年まで5
カ年の基本方針「Fプラン」に基づき、女性社員
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を対象とした活躍推進に取り組んでいます。
　2008年内には、専任組織である女性活躍推
進チームを設置、社内調査などをもとに「Fプ
ラン」実現のための課題を形成し、2009年か
らの具体的な取り組みを「アクションプラン」
に取りまとめました。並行して、多様性尊重の
必要性に対する社内の意識改革を促すため、
全社員を対象にしたリーフレットや社内報を
通じた啓発活動を継続的に行ってきました。
　採用については、大卒新卒採用での女性比
率が20％を超えました。さらに、退職者再雇
用「ウェルカムバック」制度を2008年4月に
導入以降、2009年3月末までに女性5名を含
む7名を採用しました。
　こうしたことから、2008年末時点の女性社
員比率は6.1％※1（前年同期比＋0.5％）、国内
連結で7.9％（前年同期比＋1.0％）に上昇しま
した（海外連結女性社員比率18.6％）。女性の
管理職についても、2009年3月現在で13名※1

（前年同期比+2名）に増加しています。

　以上のように、昭和電工は「基本的人権の
尊重」を経営の重要な課題と捉え、人権を尊重
した働きやすい職場づくりに取り組んできま
した。一人ひとりの人権を尊重するというこ
とは多様性を尊重するということであり、経
歴・年齢・性別・国籍などが異なる多様な従業
員が集まり、協力しあいながらグループを活
性化し、広く社会に貢献していくことは企業
の成長にもつながると考えています。

女性社員の積極採用・配置
●女性社員比率10%（2012年）
●女性経営職層増

多様な働き方を実現する環境整備
●ワークライフバランス向上のための
  働き方の改革
●両立支援・柔軟な働き方を
  実現する制度の拡充

多様性を尊重した
マネジメント企業文化の形成
●職務と成果を横軸とした人事制度、
  目標によるマネジメントの徹底
●多様性に関する意識改革

キャリア設計・能力開発支援
●自律的なキャリア開発・
  能力開発を支援
●K職群（一般職）の職務設計見直しと
  能力開発支援目指すもの

社員の多様性を尊重し、
一人ひとりの能力と

意欲を高め
それを最大限活かすことで
組織を活性化させる

■ Fプランの概要

▶ワークライフバランスの推進

　昭和電工は労働時間の適正な把握に努め、
ワークライフバランス※2の観点から、労働時
間の削減、年次有給休暇の取得日数増に取り
組んでいます。

働きやすい環境づくり

▶仕事と生活の両立支援

　多様なライフスタイルにあわせた働き方を
支援するため、2008年4月に両立支援制度※3

を拡充しました。その後、運用を支援してきた
結果、2008年末までの男性育児休業取得者が
23名を数えるなど、制度活用が進みました。
　さらに、これらの成果をもって、2008年10
月に東京労働局より次世代育成支援企業認定
「くるみん」マークを取得しました。今後も、す
べての社員が仕事と仕
事以外の生活の調和を
実現可能にするための
環境整備を進めていき
ます。
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■ 年次有給休暇取得日数（一人あたり年間）

▶従業員の健康管理

　従業員が安心していきいきと働くために
は、一人ひとりが生涯にわたって自分や家
族の健康を大切に考え、保持していくことが
必要です。従業員の健康づくりをテーマに、
2005年からスタートした「昭和電工グループ
健康21プラン」が今年で5年目を迎えました。
　健康21プランでは事業場ごとに健康目標
を設定し、具体的な取り組みを定めます。そし
て、健康診断の結果をもとに保健指導を行い、
メタボリックシンドロームなどの生活習慣病
の予防・改善を図ったり、看護師セミナーや講
演会を通して気づきを与えたりしています。
推進状況は事業所ごとに開催される健康21
プラン推進会議で進捗を確認し、目標達成を
目指して活動が進められています。
　また、従業員のこころの健康を守るため、メ
ンタルヘルスケアを行っています。
①�本人がストレスに気づき対処する〈セルフ
ケア〉
②〈ライン（現場の管理監督者）によるケア〉
③〈事業所保健スタッフによる専門的ケア〉
④�外部の専門医などを活用する〈事業所外専
門機関によるケア〉
の4つのケアを連携して推進しています。

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> ステークホルダーの皆様とともに 
> 従業員との関わり

VOICE

新型インフルエンザへの対策

　「新型インフルエンザ対策に関する基本
計画」に基づき健康管理マニュアルを策
定、協力企業も含めた当社グループで働く
方およびその家族などの安全確保を最優
先に、感染
拡大を防ぐ
ため、教育、
訓練など準
備を進めて
います。

TOPICS

強毒性（H5N1）新型インフルエンザ
を想定した入館時の問診訓練を実施

「くるみん」マーク

　昭和電工と昭和電工の労働組合は、長年、
対話を通じて信頼関係を築いてきました。両
者は、①話し合いによる解決、②雇用の安定と
働きがいの追求、③共に会社の成長と収益力
の向上を実現することで労働条件を向上させ

る、を労働協約
の基本方針と
しています。

労働組合との関わり

労使共同レスポンシブル・ケア研修会（2009年6月彦根事業
所）。この取り組みは、事業所を変えて毎年開催しています。

労使共同レスポンシブル･ケア研修会

より良い研究環境のための取り組み

　私は1991年に入社し、研究開発の配属になりました。最初は半導体材料向けダイヤモン
ド薄膜を研究し、それからリチウムイオン電池の正極材の開発、そしてLED開発を行いまし
た。現在は分析物性センターで構造解析、分析技術開発などの業務を行っています。私は研
究開発には知識とスキル、熱意、加えてコミュニケーション能力と情報収
集能力が必要だと思います。昭和電工は良い研究環境をつくるために研
究者にSelf�Development�Program※4および学会への参加を促してい
ます。さらにお客様の分析依頼と要望をよ
く理解するために、一対一のコミュニケー
ションを重視しています。��

技術本部
分析物性センター

ジョセフ・ガゼ

※1

昭和電工単体＋出向者を対象とした数
値。

※2　ワークライフバランス

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

 詳　し　く

※3　両立支援制度

今回の改定では、育児休業について、父
親の取得の条件を緩和し、さらに最初
の7日間を有給休暇としました。また
育児や介護を目的とした短時間勤務
や、子の看護休暇の取得期間の延長、積
立休暇の取得要件の緩和などを行いま
した。

 詳　し　く

※4　Self Development Program

自分のキャリア形成に必要な知識を
身につけるための公募型研修で、ロジ
カル・シンキング、コーチング、マーケ
ティングなど15講座を個人が選択し
て受講。
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環境・安全の取り組み
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　昭和電工グループの温室効果ガス排出量
は、基準年（1990年）比で7%の減少となりま
した。CO2だけでなく、一酸化二窒素および
代替フロンなど（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ます（P7・8参照）。

▶輸送部門での取り組み

　昭和電工はSCM※4活動を通じて、原材料の
調達から生産およびお客様への輸送・納品ま
で、物の流れを一貫して効率的にコントロー
ルし、あらゆる無駄を排して、環境負荷低減に
努めています。
　輸送に関しては、トラックやタンクローリー
から、環境負荷が小さく大量輸送に適した船
舶や鉄道に切り替えるモーダルシフト※5を
推進しています。2008年度では、船舶および
鉄道による輸送比率は輸送トンキロ※6で約
72%に達していますが、今後ともよりいっそ
う船舶や鉄道輸送の拡大を進めることなど、
物流の効率化を図ると同時に、CO2排出量の
削減、交通渋滞の緩和に努力していきます。
　モーダルシフトの他にも、輸送トンキロの
削減を目的として、輸出積出港を事業所近隣
の港に変更しました。また、お客様の理解を得
ながら、納入ロットの拡大やトラックおよび

　2008年8月と11月、二度にわたり東長原事業所にてホスゲン※1ガスの漏えい事
故を発生させました。近隣の皆様はじめ関係者の方々にご迷惑、ご心配をおかけし
ましたことを、心からお詫び申し上げます。事故の経過、原因、対策は以下のとおり
です。行政諸機関のご指導をいただきながら、徹底的な安全管理策を講じ、再発防止
に努めてまいります。
　また、昭和電工グループ全体でも、塩素ガスなどの漏えいリスクを想定した類似
災害防止の取り組みを着実に進めています。

◯経過

　一度目は8月9日、ホスゲンを使用した合成反応終了後、反応器へのホスゲン供給
の停止操作中に発生しました。当社従業員・敷地内の企業の方計16名、および近隣
の方1名、あわせて17名が不調を訴えて診察を受けられましたが、いずれの方もご
く軽症で回復されています。
　二度目は11月15日、ホスゲン製造の停止操作中に発生しました。敷地境界では
ホスゲンを検知せず、体調不良を訴えられる方はいらっしゃいませんでした。

◯原因

　一度目の原因はバルブの誤操作、二度目の原因はホスゲンガスを液化する際の冷
却不足を起因として、ホスゲンが漏えいしたものです。

◯対策

　再発防止のため講じた主な改善措置は以下のとおりです。

1）設備改善

● バルブの自動化、表示改善による誤操作防止対策
●建屋密閉化等の漏えい防止対策　
●インターロック機能※2の追加等の安全装置の整備
●ホスゲン排ガス除害設備の能力増強等のホスゲン排出防止対策　他

2）安全管理体制の充実・強化

● 通報体制・手段の見直し・改善
● �関係規程類および作業手順の見
直し

● �運転員等の教育内容の見直し・
充実

● �安全管理の実施状況を監査する
体制の整備　他

　昭和電工グループは、地球温暖化防止や資
源保護の観点から、省エネルギーを重要課題
として捉え、生産プロセスの見直し、最適化や
設備改造などによる省エネルギー施策を推進
しています。
　2008年は、生産設備の改善、エネルギー回
収強化などの取り組みを行いましたが、生産
減による影響が大きく、エネルギー原単位※3

は基準年（1990年）比91.6％となりました。
エネルギー原単位に関する2009年の目標を
「90年比80%以下維持」とし、引き続き省エネ
ルギ一を推進していきます。
　また、当社は内陸の事業所近くに水力発電
所を保有しており、当社使用電力量の約17%
を発電しています。今後もクリーンエネルギー
源としての水力発電を維持していきます。

ホスゲン漏えい事故についてのご報告

気候変動（地球温暖化）への取り組み

※3　エネルギー原単位

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

※4　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。

※5　モーダルシフト

Modal�Shift：物流に際して環境の保
全と輸送の効率化を図るために、貨物
の主要な輸送手段をトラックや飛行機
から鉄道や船舶に切り替えること。

※6　輸送トンキロ

貨物の重さ（t）×運ばれた距離（km）

※1　ホスゲン

常温では無色の気体で、特徴的な臭気
がある。蒸気は空気より重く、地面・床
に沿って移動することがある。眼、皮
膚、気道を刺激し、吸入すると肺水腫を
引き起こすことがある。合成樹脂や農
薬などの原料として使用される。

※2　インターロック機能

一定の条件を満たさなければ反応開始
できない、あるいは反応中の場合は自
動停止するなどの機能。

省エネルギーの推進

温室効果ガス削減の取り組み

SCM活動における環境負荷低減

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> レスポンシブル・ケア活動
　（安全・環境・健康への取り組み）
> 気候変動への取り組み

■ エネルギー原単位の推移（昭和電工単体）

昭和電工グループは、環境保全を経営の重要な課題として捉え、気候変動（地球温暖化）、環境への

化学物質・廃棄物などの排出量削減に取り組んでいます。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・災害ゼロを目指しています。

環境・安全の取り組み

2008年の実績

■ エネルギー原単位：
　91.6%（90年比）で07年比5.7％増
■ 定期報告を各事業所ごとに実施
■ 特定荷主のエネルギー消費原単位07年実

績、08年削減計画行政報告
■ グループ温室効果ガス排出実績：
　90年比-7%で目標達成
■ 京都議定書約束年目標達成計画立案（単体）

2009年の目標

■  方針： 
●エネルギー原単位80%以下維持 
● 昭和電工グループ京都議定書期間目標自力
達成

2008年の計画

■ 省エネ・省資源：
　エネルギー原単位80%以下
■ 法改正対応
■ 昭和電工グループ京都議定書期間目標の設定
　自力達成案作成および6ガスの削減

近隣の皆様への説明会（2008年10月26日）
今後も継続して説明会を開催する予定です。

＊2007年に集計ミスがあったため、データの見直しを行いま
した。集計作業の標準化により再発防止に努めます。
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コンテナの積載率向上による輸送回数の削減
など、物流の簡素化を実施しました。さらに、
輸送会社と連携・協働し、低燃費車やデジタル
タコグラフ※1・GPSの導入などによるエコド
ライブの奨励を積極的に行い、エネルギー消
費量を削減するとともに、安全輸送の徹底に
も力を入れています。

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。

▶改正省エネ法への対応

　当社は特定荷主※2として、改正省エネ法で
義務づけられている輸送に伴うエネルギー消
費量ならびにCO2排出量の実績報告と輸送エ
ネルギー消費原単位の削減計画の提出を行う
と同時に、積極的に輸送エネルギー消費原単
位の向上に取り組み、CO2排出量削減に努め
ていきます。
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■  輸送部門におけるCO2排出量と 
輸送エネルギー消費原単位

■ 2008年当社グループ会社※3の代表的な環境負荷指数

■ 2008年度輸送手段構成比率

資源の利用と環境への負荷

2006年 2007年 2008年

温室効果ガス排出量（kt-CO2） 473 430 401

廃棄物埋立処分量※5（t） 1,715 1,540 1,341

日化協PRTR対象物質排出量（t） 76 68 90

※3

連結対象関係会社のうち、以下の国内
製造業9社の合計。
昭和タイタニウム、新潟昭和、昭和電工
建材、昭和アルミニウム缶、昭和電工
パッケージング、日本ポリテック、東北
金属化学、昭和電工研装、昭和高分子。�
ただし、温室効果ガス排出量は鶴崎共
同動力を含み、温対法特定排出者とし
ての報告義務のない新潟昭和、日本ポ
リテック、昭和電工研装を除く。

※4

日化協有害大気汚染物質排出量は、日
化協PRTR対象物質排出量に含まれ
る。

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> レスポンシブル・ケア活動
　（安全・環境・健康への取り組み）
> 資源の利用と環境負荷

製品

水

エネルギー

原材料

大気排出

温室効果ガス
2,729kt-CO2（-109kt-CO₂）

SOx� 631t（-205t）

NOx� 1,877t（-414t）

ばいじん� 155t（-56t）

日化協PRTR対象物質�301t（-72t）

日化協有害大気汚染物質※4�62t（-49t）

COD� 501t（-4t）

全窒素� 677t（-19t）

全りん� 13t（-3t）

日化協PRTR対象物質�44t（-11t）

62,355t（-23,995t）

106万㎘
（原油換算）（-14万㎘）

7,121万m3
（-351万m3）

水域排出

廃棄物排出※5

昭
和
電
工
事
業
所

INPUT OUTPUT

※1　デジタルタコグラフ

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

※2　特定荷主

年度間の貨物の輸送量が、3,000万ト
ンキロ以上の荷主。

川崎事業所　千鳥地区
モーダルシフトによる
CO₂排出量削減

　川崎事業所の千鳥地区では、場内の遊
休鉄道引込み線を利用したモーダルシフ
トに取り組んでおり、2008年12月から、
一部の製品でトラック輸送から鉄道輸送
への切り替えを開始しました。このモー
ダルシフトによって、CO₂の排出量はそ
れまでのトラック輸送の1/3 〜1/4に削
減することができました。
　この取り組みは、独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）よ
り、平成20年度「エネルギー使用合理化事
業者支援事業」として採択されています。

TOPICS

2008年12月の初出荷

（昭和電工単体）

（�）内は前年比

内部減量化
50,862t

※5

廃棄物排出量は、その年の生産活動に
由来した廃棄物のみ対象とした。

埋立処分量
1,717t（-728t）

外部有効利用
31,459t（-16,155t）

外部減量化
29,179t（-7,112t）

内部有効利用
21,924t



SHOWA DENKO  CSR REPORT 200951 SHOWA DENKO  CSR REPORT 2009 52

環境・安全の取り組み 環境・安全の取り組み

　昭和電工は、PCB（ポリ塩化ビフェニル化合
物）※2廃棄物を当社のチェックリストに基づ
いて定期的に点検し、漏えいしないよう適正
な保管施設で適切に保管を行っています。ま

た、各事業場では「PCB特別措置法」に従って、
PCB廃棄物の保管状況などを都道府県知事に
毎年届け出ています。
　PCB廃棄物の処理は、日本環境安全事業株
式会社の処理施設を有効に活用し、計画的に
進めていきます。

　当社は、社団法人日本化学工業協会（以下、
日化協）のメンバーとして1996年より化学物
質の排出・移動量の調査を自主的に実施して
います。2008年度は、PRTR※1対象物質を含
む480物質について調査を行い、105物質（う
ち対象物質は83物質）の結果を日化協へ報告
しています。日化協PRTR対象物質の総排出
量は約345tで、前年度に比べて約85t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・評価し、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

※2　�PCB（ポリ塩化ビフェニル化合物）

電気の絶縁性、耐薬品性が高く、電気機
器の絶縁油、塗料やノンカーボン紙な
どさまざまな分野に用いられていた。
発がん性などがあり、現在は製造・輸
入・使用が禁止されている。

PRTR

PCB管理

※1　PRTR

Pollutant Release and Transfer 
Register：化学物質排出・移動登録制
度。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て行政機関に報
告し、行政機関は集計結果を公表する。
1996年に経済協力開発機構（OECD)
が勧告し、各国において法制化が行わ
れている。
日本では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、2000年
度から国に報告することになった。

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
> レスポンシブル・ケア活動 
  （安全・環境・健康への取り組み）
> 化学物質排出量削減の取り組み
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■ 2008年度PRTR対象物質の排出・移動量一覧（排出量・移動、それぞれに量の多い10物質のみ掲載しています。）
その他、排出量・移動量が1t以上の物質は、当社ホームページに掲載しています。

■ 日化協PRTR対象物質総排出量 (昭和電工単体)

■ 2008年度事業所ごとのPRTR対象物質排出量
（PRTR対象物質の総排出量が1t以上の事業所について掲載しています）

2008年の実績

■ 日化協PRTR総排出量：
　345tで07年より85t減少

2009年の目標

■ 方針：● 化学物質排出量削減

2008年の計画

■ 化学物質排出量削減（対前年比10%以上）

日化協
物質番号

PRTR
指定番号 CAS No 物  質  名  称

08年排出量（t/y） 07年
排出量
合計

対07年
増減量
（t/y）

08年
移動量
（t/y）大気 水域 土壌 合計

150 227 108-88-3 トルエン 42.8 0.0 0.0 42.8 46.0 -3.2 374.1
21 145 75-09-2 ジクロロメタン（別名塩化メチレン） 34.5 0.0 0.0 34.5 71.1 -36.6 78.5

199 299 71-43-2 ベンゼン 12.8 0.0 0.0 12.8 11.0 1.8 354.2
177 268 106-99-0 1,3-ブタジエン 11.6 0.0 0.0 11.6 25.7 -14.1 0.0 
176 266 108-95-2 フェノール 8.0 0.0 0.0 8.0 7.2 0.8 0.0
251 304 ＊ ほう素およびその化合物 0.1 3.7 0.0 3.8 6.2 -2.4 6.5
102 63 ＊ キシレン 3.0 0.0 0.0 3.0 4.5 -1.5 0.0 

 132 1717-00-6 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン（別名ＨＣＦＣ-141ｂ） 2.1 0.0 0.0 2.1 1.3 0.8 0.0 
124 113 123-91-1 1,4-ジオキサン 1.5 0.1 0.0 1.7 2.0 -0.3 1.2 
89 43 107-21-1 エチレングリコール 0.0 1.6 0.0 1.6 1.6 0.0 0.1
73 11 75-07-0 アセトアルデヒド 1.1 0.0 0.0 1.1 1.6 -0.5 205.9

137 172 68-12-2 N,N-ジメチルホルムアミド 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 188.3
139 177 100-42-5 スチレン 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 46.0
244 232 ＊ ニッケル化合物 0.0 0.4 0.0 0.4 0.6 -0.2 12.0
225 1 ＊ 亜鉛の水溶性化合物 0.0 0.4 0.0 0.4 0.6 -0.2 10.3

1068 207 ＊ 銅水溶性塩（錯塩を除く） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
11 95 67-66-3 クロロホルム 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 7.5 

PRTR対象物質の合計 122.9 11.0 0.0 133.9 192.7 -58.8 1337.6 
その他の物質（日化協PRTR対象物質含む）の合計 177.7 33.4 0.0 211.1 236.5 -25.4 943.2

総合計 300.6 44.4 0.0 345.0 429.2 -84.2 2280.8 

ほう素および
その化合物 94％

ふっ化水素および
その水溶性塩 6％

塩尻事業所� （PRTR対象物質排出量1.4t）

ジクロロメタン
（別名塩化メチレン）
72％

その他14％

2,2-ジクロロ-1,1,1-
トリフルオロエタン
（別名HCFC-123）

7％

キシレン7％

ジクロロメタン
（別名塩化メチレン）
60％

その他11％

2,2-ジクロロ-1,1,1-
トリフルオロエタン
（別名HCFC-123）

23％

キシレン6％

小山事業所� （PRTR対象物質排出量18.7t）

ベンゼン
32％

フェノール
35％

ほう素および
その化合物 15％

その他 18％

大町事業所� （PRTR対象物質排出量25.4t）

ジクロロメタン
（別名塩化メチレン）
 99％

その他1％

東長原事業所� （PRTR対象物質排出量21.3t）

1,3-
ブタジエン

16％

トルエン61％

その他19％

エチレン
グリコール

4％
1,3-

ブタジエン
18％

トルエン65％

その他13％

エチレン
グリコール

4％

川崎事業所� （PRTR対象物質排出量54.4t）

トルエン 35％

ベンゼン 27％
1,3-ブタジエン

20％

その他 18％

大分コンビナート�（PRTR対象物質排出量13.1t）

1,4-ジオキサン
78％

クロロホルム
8％

その他14％

徳山事業所� （PRTR対象物質排出量2t）

■ 日化協PRTR対象物質の排出・移動量 (2008年度)

土壌排出量
0t

移動量
2,281t

総排出量
345t

大気排出量
301t

水域排出量
44t

排出・移動量

ふっ化水素および
その水溶性塩
100％

喜多方事業所� （PRTR対象物質排出量1.1t）

(昭和電工単体)

（昭和電工単体）
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　当社グループは、SOx（硫黄酸化物）※2、NOx
（窒素酸化物）※3およびばいじん※4等を削減す
るため、次のような対策を実施しています。

● 燃料転換

● 燃焼法の改善（低NOxバーナーなど）

● 脱硫、脱硝装置の適切な運転管理

● 排熱回収による燃料の削減

● 監視体制の強化

　SOx、NOx、ばいじんは2007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。

　当社グループは、COD（化学的酸素要求
量）※5、全窒素※6、全りん※7などの水質環境負
荷低減のため、次のような対策を引き続き実
施しています。

● 製造プロセスの改善

●  排水処理設備の改善と適切な運転管理

● 水の循環利用の促進

● 監視体制の強化

　COD、全窒素、全りんは、2007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。

　当社グループは、事業場敷地の用途変更や
土壌排出などの契機を捉え、土壌汚染対策法
および自治体の条例に則った調査、措置を実
施しています。なお、2006年11月から行って
いる東長原事業所の土壌改良工事につきまし
ては、2009年5月に完了しました。

　昭和電工グループは、日化協の有害大気
汚染12物質※1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
2008年総排出量は62tで、前年より49t減少し
ました。これは、東長原事業所および大分コン
ビナートにおける工程改善に伴い、ジクロロメ
タンおよび1,3-ブタジエンの排出量が減少し
たことなどによるものです。
　今後も、代替物質への転換、回収・リサイク
ル率の向上などをいっそう推し進め、着実な
削減に努めます。

大気･水質･土壌環境への配慮

大気環境負荷の低減 水質環境負荷の低減

土壌・地下水汚染対策

※2　SOx

呼吸器への影響があり、燃料中の硫黄
分などから発生する。

※3　NOx

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

※4　ばいじん

燃料やその他のものの燃焼に伴い発生
する、すすや固体粒子のこと。

※5　COD(化学的酸素要求量)

水中の被酸化性物質を酸化するための
酸素量を示したもので、代表的な水質
の指標のひとつ。

※6　全窒素

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

※7　全りん

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

※1　有害大気汚染12物質

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

有害大気汚染物質の排出削減

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
>  レスポンシブル・ケア活動  
（安全・環境・健康への取り組み）

> 大気・水質・土壌汚染への配慮
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2008年の計画

2008年の実績

■ 有害大気汚染物質排出量削減（対前年比
10%以上）

■ 環境負荷低減

■ 有害大気汚染物質排出量： 
62tで07年比約44%削減

■ 有害大気汚染物質排出量（昭和電工単体・2008年4月〜2009年3月）
■ 排出量の推移 ■ 排出量の推移
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環境・安全の取り組み 環境・安全の取り組み

　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※3として評価しています。

　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）　

　2008年の最終埋立処分量は、フロンケーキ
処理改善などにより大幅に削減し、1,717tと
なり、前年よりも728t減少、目標（1,800t）を
達成しました。また、グループ会社も1,341tで
目標（1,400t）を達成しました。2009年の目標
は単体2,000t、グループ会社1,300ｔに設定
し、削減を進めます。一方、ゼロエミッション※1 

（最終埋立処分量が発生量の1%以下）の達成

廃棄物削減の取り組み 環境会計

2008年の結果
※3　環境会計

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

※1　ゼロエミッション

Zero Emission：排出される廃棄物を
いかに処理するかではなく、それを再
利用しあらゆる廃棄物をゼロにするこ
とを社会全体で目指す構想。資源とエ
ネルギーをできる限り有効に使用し、
環境への排出（エミッション）をゼロ

（排出ゼロ）に近づけ資源循環型の社会
を目指すもので、国連大学が1994年に
提唱した。

※2　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。

産廃物削減の取り組み

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
>  レスポンシブル・ケア活動 
（安全・環境・健康への取り組み）

> 廃棄物削減の取り組み / 環境会計
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研究開発センター（土気） 
廃棄物削減の取り組み

　研究開発センター（土気）は研究施設の
ため、特別な管理が必要なものも含め、多
様な廃棄物が発生します。その多様な廃
棄物はラベリングや色分けなどわかりや
すい表示を行い、種別ごとに適切な分別を
実施しています。また、環境担当部署から
従業員への周知体制や、従業員の提案を取
り組みへ反映させる体制を充実させ、日々
のごみ減量・再資源化に活かしています。
　このような取り組みが評価され、当セン
ターは千葉市より、｢平成20年度千葉市ご
み減量・再資源化優良事業者｣として表彰
されました。
今後も環境
負荷低減の
ため、積極的
な取り組み
を推 進して
いきます。

TOPICS
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■ 最終埋立処分量の推移

■ コスト

■ 環境投資額（90年からの累計投資額）

■ 環境負荷低減効果

■ 経済効果

2008年の実績

■ 埋立処分量  
単体:1,717tで07年比728t減（90年比9%） 
グループ会社:1,341tで07年比199t減

■ ケミカルリサイクル生産実績：07年比38％増
■ 紙廃棄物削減（本社）：07年比2.6t削減
■ アルミ缶リサイクル：グループ参加率94%、

持込缶数229缶/人・3カ月

2009年の目標

■ 方針：●埋立処分量の削減
　　　　 単体：2,000t以下
　　　　 グループ会社：1,300t以下
　 　 　 　●アルミ缶回収拡大

2008年の計画

■ 埋立処分量の削減 
 単体:1,800t（90年比9%） 
グループ会社:1,400t

■ 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

事業場は半数の14事業場（当社6事業所およ
びグループ会社8事業場）となりました。本年
も達成事業所の拡大に取り組みます。
　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。
　ボーキサイト残さ※2の海洋投入については
2000年比14%減となりました。2015年まで
に海洋投入処分を終了する計画で、今後とも
投入処分量の削減に努めていきます。

研究開発センター（土気）
環境担当の皆さん

※ 2007年以前のデータは1 〜12月、2008年のデータは
2008年4月〜2009年3月の集計値です。

　2008年は排ガス処理施設の能力向上（川
崎・横浜）、温室効果ガス分解処理設備の設置

（川崎）などへの投資を行っています。
　環境負荷の値はすべての項目において
2007年よりも削減され、低減効果が得られま
した。

内容 設備投資 経費

事業エリア
内コスト

公害防止 大気・水質・土壌汚染、騒音、振動、悪臭な
どの防止に関わる設備投資・費用 4,046 1,487

地球環境保全 省エネ、温暖化防止、オゾン層破壊防止に
関わる設備投資・費用 1,800 1,347

資源循環 資源循環省資源、廃棄物処理に関わる設
備投資・費用 214 2,435

上下流コスト
事業活動の上下流で生じる環境負荷抑制
のための環境保全コスト（グリーン購入、
製品・容器包装リサイクルの費用など）

0 22 

管理活動コスト
管理活動における環境保全コスト（環境
教育、環境マネジメントシステムの運用、
環境負荷測定費用など）

15 563

研究開発コスト 環境配慮製品・技術の研究開発コスト 4 483 

社会活動コスト
事業に直接関係のない社会活動における
環境保全コスト（地域の自然保護、地域対
話、工場見学の費用など）

0 18 

その他 公害健康被害補償費など 0 183 

合計 6,079 6,538

1990年 2008年
SOx 3,698 631

NOx 3,522 1,877

ばいじん 283 155

COD 786 501

全窒素 607 677

全りん 51 13

廃棄物埋立処分量 19,723 1,717

エネルギー原単位 100％ 91.6％

省エネルギー 288

資源循環 1,069 

廃棄物削減 117

その他 19 

合計 1,493 （昭和電工単体）

（昭和電工単体）

（昭和電工単体）

単位（百万円） 単位（t）

単位（百万円）
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環境・安全の取り組み 環境・安全の取り組み

　昭和電工グループでは設備事故ゼロを方針
として、過去の事故・トラブルを解析して再
発を防止する「創る安全※1」に取り組んでいま
す。従来は個々の事故が起こる都度対策を実
施する後追い型の取り組みでしたが、この「創
る安全」の取り組みにより、過去の教訓を体
系化したチェックリストに基づきあらかじめ
対策を施し、設備・人・管理システムの改良の
連携によって信頼性をいっそう確かなものと
し、事故を未然に防止していきます。
　また、2008年の二度にわたるホスゲン漏え
い事故の教訓も、この「創る安全」の取り組み
の中にしっかりと織り込み、全社に水平展開
して保安の確保に努めます。

　昭和電工グループでは、既設の設備や建物
の耐震性評価および対策を計画的に推進して
おり、大分コンビナートにおいては、浮屋根式
危険物タンクの液面揺動対策を行い、川崎事
業所においては、事務所の耐震補強、護岸の補
強工事を行いました。なお、化学プラントが
集中するこれらの事業所においては、事業所
内に設置した地震計により、大規模地震発生
時にプラントが自動的に停止することで、被
害を最小限に留めるシステムが以前から構築
されています。
　また、2008年下期には、事業所、本社、支
店、研究開発センター全19拠点で緊急地震速
報システム※2を導入しました。

　昭和電工グループでは、社内の事故・トラブ
ル・重大なヒヤリハット※3、および、対策事例
を現在までに約1,400件収集し、MP情報（失
敗事例も含むデータベース）として全社情報
システムを通じて共有し、設備設計・審査にお
ける妥当性評価の手段としています。また、こ
れらの情報を、設計・設備保全・運転管理の各
領域に分類・分析して、過去の失敗事例に学
び、今に活かすためのチェックポイント集と
して、設備設計・保全計画立案・運転マニュア
ル作成に活用しています。

安全への取り組み

保安防災の取り組み
※3　ヒヤリハット

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

※4　リスクアセスメント

事業場における危険性や有害性を特定
し、それによって生ずる恐れのある被
災の程度と発生の可能性によってリス
クを見積った上で、対策の優先度を設
定し、リスク低減措置の決定および記
録を行う一連のプロセスのこと。

※5　OSHMS、OHSAS

OSHMS（Occupational Safety and 
Health Management System）、
OHSAS（Occupational Health and 
Safety Assessment Series）。ともに
労働安全衛生マネジメントシステム。
組織が従業員の業務上の労働安全と衛
生に関するリスクを洗い出して対策を
立て、これを実施することで、問題発生
の可能性を低減させることを目的とし
ている。

※6　度数率

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

※2　緊急地震速報システム

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

設備安全

地震への備え

MP（保全予防）情報の活用

 詳　し　く
※1　創る安全

設備事故・労働災害・環境トラブル等
が発生してから対策を施すのでなく、
過去の教訓に基づく方策を事前に施
し、発生しない状況を創っていく、未然
防止活動のこと。「設備事故」「労働災
害」「環境トラブル」の3つのカテゴリー
に分けて作成したチェックリストを活
用し、2008年から昭和電工グループ全
体で取り組んでいる。

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
>  レスポンシブル・ケア活動  
（安全・環境・健康への取り組み）

>  保安防災の取り組み / 労働安全衛生
の取り組み

大町事業所　2008年 
ボイラー管理優良事業所表彰受賞

　2008年11月、大町事業所は日本ボイ
ラー協会より、「ボイラー管理優良事業所」
表彰を受賞しました。
　過去に重大災害を起こしていないこと
や、環境保全のための設備改善、本質安全
化の取り組みなどが評価されたものです。
　大町事業所では現在4基のボイラーが
稼働していま
す。今後も積
極的な取り組
みを進めてい
きます。

TOPICS

2008年の実績

【保安防災】
　 ■ 設備事故6件発生（07年3件）
　 ■ 大分事業所：
　　高圧ガス認定事業所4年連続運転継続
　 ■「創る安全検討会」を4回開催
　 ■ 緊急地震速報システムの設置

【労働安全】
　 ■ 従業員休業災害3件（07年7件）、
　　不休災害0件（07年6件）発生
　 ■  08年は大町事業所で労働安全衛生マネ

ジメントシステム認定取得
【化学品安全】
　 ■ 化学物質関連の法違反・事故・災害ゼロ
　 ■ GHS対応MSDSの改訂推進
　 ■  化学物質管理者を通じた法情報周知・再

教育を実施
　 ■ REACH予備登録完了

2009年の目標

【保安防災】
　 ■ 方針：●設備事故ゼロ
　 ■ 計画：●「創る安全検討会」開催と活用
　 　 　 　 　●変更管理体制強化
　 　 　 　 　●自主保安の推進

【労働安全】
　 ■ 方針：●休業・不休災害ゼロ
　 　 　 　 　●  化学企業トップの安全管理体制

の構築
　 ■ 計画：●安全に強い職場と人づくり
　 　 　 　 　●設備・作業の不具合是正
　 　 　 　 　●  安全管理レベル向上（労働安全衛

生マネジメントシステム認定取得
拡大）

【化学品安全】
　 ■ 方針：●  化学物質関連の法違反・事故・災

害ゼロ
　 ■ 計画：●  コンプライアンス・教育・管理体

制の定着
　 　 　 　 　●  安全性情報の収集・評価・提供

（REACH対応他）

2008年の計画

【保安防災】
　 ■ 設備事故ゼロ
　 ■ リスクマネジメントの定着

【労働安全】
　 ■ 休業・不休災害ゼロ

【化学品安全】
　 ■ 化学物質関連の法違反・事故・災害ゼロ

大町事業所工務課の皆さん

　昭和電工グループは労働災害の撲滅を図る
ため、「創る安全」活動を推進しています。この活
動は、リスクアセスメント※4に基づく危険源の
特定と改善により、労災の未然防止を図るもの
で、2007年より実施されています。
　具体的には、過去の災害事例を参考に独自
に作成した「創る安全チェックリスト」を活
用するほか、主要事業場ではリスクアセスメ
ントに重点をおいた労働安全衛生マネジメ
ントシステムの導入を進めており、2009年
6月現在、3事業場でOSHMS※5、3事業場で
OHSAS※5の認証を取得しました。
　2008年のグループ従業員休業災害件数は
５件と、2007年より半減しました。2009年
は6月現在、従業員休業災害がすでに2件発生
しています。危険源の特定と改善を、さらに徹
底して行っていきます。

労働安全衛生の取り組み

労働安全
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環境・安全の取り組み 環境・安全の取り組み

　当社グループは、すべての製品について
JISに準拠したMSDS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2009年を目標にGHS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※1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。

　当社は2005年9月、Japanチャレンジプロ
グラム※2に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、3物質の報告を完了しています。

　日化協・JRCCのサプライチェーンを考慮
したリスク評価・リスク管理を強化する化
学品管理の新たな自主活動に参加し、製造、
販売および使用・消費の段階での情報収集
や安全性評価など、化学製品管理（Product 
Stewardship）の強化を進めています。

▶HPVプログラム

　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、HPVプログラム※4に
協力しています。現在、9物質について評価が
完了しています。 これらの安全性評価結果は、
Japanチャレンジプログラムの成果とあわせ
て、MSDSなどの改訂に反映させるとともに、
広く社会に発信しています。

▶海外法規制

　欧州連合におけるREACH※5規則の施行に
対応し、REACH該当製品については、昨年12
月1日までに予備登録を完了しました。
　現在は、各製品ごとに、本登録に向けて国内
外のコンソーシアムに参画するなど、SIEF※6

内での具体的登録作業に取り組みつつ、サプ
ライチェーン上の情報収集に努めています。
　また、韓国・中国などの新たな法規制の動き
にも、確実に対応しています。

▶国際的な化学物質管理活動

　当社グループは、WSSD※3で合意された、
「2020年までに化学物質の人や環境への悪
影響を最小化する」という目標達成に向け、
ICCA（国際化学工業協会協議会）での化学物
質総合管理に取り組んでいます。

化学品安全の取り組み
※1　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・警察などが事故時に
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。

※2　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）：
産業界と国が提携して既存化学物質の
安全性情報の収集を進め、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。

※3　WSSD

World Summit on Sustainable 
Development:持続可能な開発に関す
る世界首脳会議。

※ 4　HPV（High Product ion 
Volume）プログラム

高生産量化学物質の有害性評価プログ
ラム。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。

※5　REACH

→P31参照。

※6　SIEF

Substance Information Exchange 
Forum:物質情報交換フォーラム。

安全性情報

Japanチャレンジプログラム

国際的な活動・動向への取り組み

 詳　し　く

※7　ケミカルコンプライアンス

2002年の国際的な化学物質管理のた
めの戦略的アプローチ（SAICM）決議
に呼応する形で、人の健康および環境
に対して化学物質の製造と使用がもた
らす著しい影響を最小限にする、GPS

（Global Product Strategy）という化
学物質管理戦略への対応を、2020年
を目標に行っていきます。

事業部横断的にREACH対応を推進していきます

　2007年に施行されたEUの新化学物質規制REACHでは、既存化学物質のリスク評価が
産業界に求められています。すでに販売している製品も、EU内の製造輸入量に応じて有害
性を評価して当局に登録しない限り製造・輸入できなくなるという、新たな規制が導入され
ました。当社グループの全事業場でREACH説明会を開催し、広く周知活動を実施するとと
もに、社内に事業部横断的なREACH推進グループを発足さ
せ、REACH対応を進めています。
　今後も環境安全室では、グローバ
ルなケミカルコンプライアンス※7

を戦略的に推進してまいります。

REACH推進担当
本社環境安全室
スタッフ・マネージャー

新津 拡美（右）
安部 哲郎（左）

VOICE

日化協・アルミ協会安全表彰受賞

　昭和電工エレクトロニクス株式会社と昭
和高分子株式会社龍野工場が平成21年日化
協・JRCC（日本レスポンシブル・ケア協議会）
の安全表彰（努力賞）を受賞し、また小山事業
所と昭和アルミニウム缶株式会社小山工場が
日本アルミニウム協会の安全表彰（特別優良
賞）を受賞しました。
　昭和電工エレクトロニクス株式会社は、操
業開始以来19年間従業員休業災害ゼロを達
成し、1月には無災害延べ労働時間1,000万
時間を越えて、昭和電工グループでもトップ
の成績を収めています。昭和高分子株式会社
龍野工場は、ヒヤリハット、リスクアセスメン
トや安全パトロールによる危険の芽の摘み取
り活動に重きを置くとともに、災害事例の水
平展開を積極的に行うなど活発な安全活動を
実施し、1997年以降無災害を継続中です。
　小山事業所は、従業員約1,200名、協力企業
約800名の大きな規模の事業所でありなが
ら、2008年度休業災害ゼロを達成した実績
が認められました。昭和アルミニウム缶株式
会社小山工場は、3年間休業災害ゼロを達成
しました。

TOPICS

昭和アルミニウム缶株式会社小山工場（左）、
小山事業所（右）

昭和高分子株式会社龍野工場

昭和電工エレクトロニクス株式会社

▶健康被害の状況について
●  これまで、直接・間接を問わずアスベストを

取り扱ったことのある従業員に対しては、関
係法令に基づいた健康診断を定期的に実施
しています。従業員の健康被害は発生して
いません。

●  昭和電工グループ退職者に対してもアスベ
ストの健康診断を実施するとともに、各種の
ご相談にも対応しています。退職者におけ
る2008年の労災認定者は4名です。

●  従業員・退職者のご家族や近隣住民の方か
ら、健康被害などの申し出はありません。

　2008年12月末時点での、当社グループの
アスベストに関する状況については以下のと
おりです。

▶アスベストの使用状況について
●  当社グループでは、アスベストを使用した製

品の製造・販売を行っておりません。
●  当社グループでは、化学プラントなど製造
設備の一部にアスベストが含まれるシール
材などを使用していますが、それらについて
はアスベストを含まない材質への代替化を
進めています。

アスベストについて

WEB 　http://www.sdk.co.jp

> 社会・環境への取り組み（CSR）
>  レスポンシブル・ケア活動 
（安全・環境・健康への取り組み）

>  化学品安全の取り組み
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「CSRレポート2009」の記載内容について、

SGSジャパン株式会社からの第三者検証を受審しました。

ご意見や指導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。

第三者検証/保証意見の詳細をウェブサイトに掲載しています。
http://www.sdk.co.jp/html/csr/library/index.html

第三者検証

　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」に連動
した「CSR中期計画」において、「浸透」「定着」「発
展」のキーワードでCSRの基盤構築を進めてき
ました。CSR中期計画の最終年度である2008
年は、第3ステージ「CSRの発展」の基本方針の
もと、2007年までに構築したコンプライアンス
体制およびリスクマネジメント体制の継続的強
化とグループ全体への浸透を核として、レスポ
ンシブル・ケアの充実、全ステークホルダーとの
継続的な対話に取り組みました。

　コンプライアンスおよびリスクマネジメント
に関しては、Plan-Do-Check-Actionのサイク
ルに基づく管理体制の構築を進めてきましたが、
道半ばで東長原事業所でのホスゲン漏えい事故
を発生させてしまいました。グループでの水平
展開を確実なものとすると同時に、リスクマネジ
メントのPDCA化を徹底し、二度とこのような
事故を起こさないリスク管理体制を作り上げて
いく所存です。
　ステークホルダーとの対話については、地域
に根ざした事業所を目指し、地域での化学教育
支援やサイト（事業所）版CSRレポートによる地
域社会とのコミュニケーションの充実に努めて
きました。2008年の各事業所の活動を報告する
2009年度サイト版CSRレポートは、ほとんど
の事業所が発行するまでに取り組みが進んでお
ります。今後は、地域での教育支援活動やサイト
版CSRレポートによるコミュニケーションをグ
ループ全体に展開し、地域社会の信頼をいただ
ける企業グループを目指してまいります。

　世界的に深刻な問題となっている地球温暖化
に対する取り組みは、事業を通じた社会貢献企
業を目指す当社にとって大きな課題であります。
2008年度の当社グループ温室効果ガス排出量
は、当社目標である1990年比6％削減に対し、
自力で７％削減を達成することができました。
今後も、更に温室効果ガス排出を削減する施策
を講じるとともに、当社の個性的な技術を駆使
した環境・エネルギー分野での開発を通して、国
際社会の一員としての責任を果たしていきます。
　SGSジャパン株式会社からのご意見にあっ
た、社会に対する的確な情報発信、開示情報の
精度向上は、社会からのご意見として受け止
め、今後の活動に反映していきます。ステークホ
ルダーの皆様との対話を加速し、ステークホル
ダーの皆様のご意見・ご要望を体系立てて取り込
んでいくシステム作りを進めるとともに、グルー
プ内での内部検証機能を強化して、より精度の
高い情報を発信し、社会からより信頼されるグ
ループを目指していきます。

　審査員の皆様には広範囲かつ詳細な審査をい
ただきましてありがとうございました。今後、い
ただきましたご意見を活かし、「事業を通じて社
会の健全な発展に貢献し、社会から信頼・評価さ
れる企業を目指す」昭和電工グループのCSR活
動を推進してまいります。

「CSRレポート2009」第三者検証を受けて

第三者検証

昭和電工株式会社
代表取締役　専務執行役員

最高リスク管理責任者（CRO）

井本憲邦



昭
和
電
工
株
式
会
社

社会との関わり／環境・安全の取り組み

昭和電工
CSRレポート
2009

C
S
R
レ
ポ
ー
ト 

2
0
0
9

昭和電工は、環境省の主催する
地球温暖化防止活動の趣旨に賛同し、
全社で温室効果ガス削減活動に取り組んでいます。

含有する石油系溶剤を植物油溶剤に
100％置き換えたNON-VOC（揮発性有機化合物ゼロ）
インキを使用しています。

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

大豆油を主体とする
植物油溶剤のインキを
使用しています。

IPA（イソプロピルアルコール）などの有害物質を
含む「湿し水」を使わない水なし印刷を採用し、
VOCの発生を大幅に削減しています。

読みやすい、イワタUD
（ユニバーサルデザイン）フォントを
本文に使用しています。

昭和電工はGPN会員として
印刷のグリーン購入に
取り組んでいます。

本レポートに関するお問い合わせ先

昭和電工株式会社  CSR 室
Tel：03-5470-3694　Fax：03-3431-6442

ホームページ：www.sdk.co.jp/html/csr/index.html
メールアドレス：sdk_csr_office@sdk.co.jp

昭和電工株式会社

適切に管理された
森林資源を
用紙の材料にしています。




