
リスクマネジメントの重要性
　事業活動がグローバル化し、気候変動への対応、情報通信技術
の革新的変化、雇用形態の多様化等、企業を取り巻く社会環境
が急速かつ大きく変化する状況において、企業経営におけるリスク
マネジメントはますます重要性を増しています。
　当社グループにおいてもそれは同様であり、従来取り組んでいる
リスクマネジメントを新たな視点を盛り込みながら進化させていか
なければなりません。
　当社グループが価値を創出していくためには、時にはリスクを取っ
て果敢にチャレンジする必要があります。しかしその場合において
も、リスクがどの領域にどのレベルで存在しているかを把握し、それ
を的確にコントロールできていることが重要です。そのための仕組
みをこれからも構築し続け、たゆまぬ改善を図ることが企業活動を
支える重要な要素となります。
　広範なリスクマネジメント領域の中でも、安全とコンプライアンス
は、当社グループにおいて特に厳密に管理すべきリスクと位置づけ
ています。
　従業員、協力企業の従業員、その他当社グループに関わる方々
の安全は、何を差し置いても優先すべき項目です。通常の生産活
動においては無論ですが、今回の新型コロナウイルスへの対応に
おいても、関係者への感染対策を十分に実施した上で、社会への
製品供給を滞らせることなく事業活動を継続しています。
　コンプライアンスは、ステークホルダーから信頼をいただくために
不可欠な取り組みであり、それぞれの現場とサポートするスタッフ部
の連携強化が鍵となります。リスクアセスメント活動の深化、スタッ
フ部による情報提供や教育、内部通報制度の適切な運用等により、
グループ全体でコンプライアンスのさらなる徹底を図ります。

今後に向けて
　コンプライアンスを含むリスクマネジメントに関して今後強化を進
めるべき課題は、「経営に重大な影響を与えるリスクを的確かつ迅
速につかむこと」と認識しています。現状の管理システムの一層の
効率化・最適化を進めるとともに、事業のグローバル化に対応する
ようブラッシュアップしていきます。
　今後、当社は日立化成との完全統合を控えています。両社のリ
スクマネジメント、コンプライアンス体制を統合会社においてさらに
強固なものに組み上げていくことは、両社のシナジーを生み出すた
めの必要不可欠な条件の一つです。
　ステークホルダーに安心、信頼していただける企業として、存在
価値を確固たるものとしていきます。

CRO Message

執行役員
最⾼リスク管理責任者（CRO）

上口 啓一

基本的な考え方・方針
　当社グループは、「安全とコンプライアンスを基盤としたリ
スクマネジメントの深化」をCSR方針の重点テーマとして掲
げており、平時と有事双方のリスクコントロールの整備と検
出されたリスクの低減に努めています。

推進体制
　コンプライアンスやリスクマネジメントに関わる重要事項
について、それぞれ専門部会を設置し、CSR担当役員を議
長とする「サステナビリティ推進会議」において審議・検討
し、経営上の重要事項について経営会議ならびに取締役
会に上程することとしています。
　平時においては、各事業部・事業所・子会社ごとにリス
ク管理責任者を設置するなど各セクターのリスクコントロー
ルを推進する自律的な管理体制を整備し、リスク低減策を
実行しています。
　また、会社の存続を脅かしかねないリスクが顕在化、ある
いは想定外の事象（クライシス）が発生した場合は、事態解
決に早期に対応できるよう、社長を本部長としたクライシス
対策本部を設置し有事対応体制を整えるとともに、人事、
広報、安全等想定される事象について本社スタッフ部の行
動を規定しています。なお、これらのリスク管理状況は、半年
（半期）ごとに経営会議で審議するとともに、審議結果を取
締役会に報告し、リスク管理のプロセスが有効に機能するよ
う継続的改善に努めています。

リスク棚卸し活動
　当社グループの標準的な管理スキームである「リスク棚卸
し」は、当社グループの非連結子会社事業所を含む全96拠
点をリスク管理対象とし、拠点の部署ごとに各分類における
事業活動に関するリスクを具体的に特定するプログラムです。

ISO31000に準拠したリスクアセスメント、リスク対応および
レビューのプロセスを通じてリスク管理のPDCAを確実に回
し、従業員全員にリスク管理意識を根付かせ、当社グループ
の経営にインパクトがある重点リスクに関する情報を経営トッ
プが継続的かつ的確に監視・監督できるよう整備しています。
　地震に対する設備対策、情報セキュリティ対策など、全社
で調整、展開すべき重点リスクは、経営トップのリーダーシッ
プのもと、所管する本社スタッフ部が必要な助言を行い、必
要によりリスクに関する教育・研修、現場査察、対策指導を
実施しています。

リスク分類

① 事故・災害 設備事故／火災・爆発／人身事故／環境事故／ 
自然災害・気候変動／社会基盤事故／ 
交通・物流事故／化学物質取扱事故／製品事故

②  法令違反・ 
反社会的事象

産業財産権の侵害／独禁法違反／ 
インサイダー取引／外為法違反／下請法違反／
環境・化学物質・保安安全に係る法違反／
名誉棄損・プライバシー侵害／従業員の犯罪／贈収賄

③ 人事・労務 人材流出・確保／評価・報酬・配置／ 
伝染病／労働時間／雇用形態の多様化／ 
犯罪・テロへの巻き込まれ

④ 情報管理 情報漏洩／システム障害／報道・風評・内部告発／
ソフトウェアの不正利用／IDの不適切利用

⑤ 経営 株式・社債／投資／財務・経理

⑥ サプライチェーン 在庫・資産／調達／営業

⑦ 外部環境 国家・地域・コミュニティ／業界

※ 社会的信用損失、人的損失、経済的損失の観点で評価

BCP（事業継続計画）の強化
　当社グループは、私たちの製品の供給が社会全体に与え
る影響および供給責任の重要性を認識しています。事業領
域が拡大する中、今後も国内外において災害等クライシス
に強い事業体制を構築することを基本の考え方とし、BCP

を策定しています。
　具体的なBCPの策定にあたっては各事業・製品の特性
を考慮し、自然災害における設備対策、パンデミック時のマ
スクなどの備蓄、教育訓練による課題の明確化・改善等を
通じて、人命最優先のもとで事業継続を確実に実施できる
マネジメント活動を推進しています。さらに事業部･事業所･
関係会社のBCP連携訓練を定期的に行っており、それぞれ
の訓練内容や課題、ベストプラクティス等を共有しています。
　2019年の取り組みの一つとして、本社スタッフ部のBCPを
見直しました。首都直下地震が今後発生した場合、本社
（東京）の建屋は使用できなくなると想定し、対策本部の機能
移転やテレワークでの勤務を基本とした内容に改定しました。
　新型コロナウイルス発生に際しては、対策本部事務局が国
内外の情報を集約し、定期的に従業員への注意喚起、感染
防止対策の指示を行っています。「① グループ従業員、協力
企業従業員全員の健康を最優先事項として守る。② 社会
生活に不可欠な製品を供給する社会的責任を果たす。③ 新
型コロナウイルスを克服した後の、昭和電工グループの成長
に備える。」ことをグループCEOが全グループ従業員にメッセー
ジとして発信するとともに、BCPによる対応を実行しています。

リスクマネジメント・コンプライアンス

より強固な
リスクマネジメント、
コンプライアンス体制を
構築していきます

リスクマネジメント
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リスクマネジメント・コンプライアンス

情報セキュリティ対策
　当社グループは、情報に関わるリスクへ適切に対応する
ため、情報セキュリティ規程および個人情報管理規程を制
定しています。これらを浸透させるために、e-ラーニングや
標的型攻撃メールに対する訓練など、継続的に取り組んで
います。また、国内外の全拠点の情報セキュリティアセスメン
トを実施し、改善活動を推進しています。

　昨今のサイバー攻撃対策として、（－社）日本化学工業協
会や石油化学工業協会の活動に参画し最新情報を取得す
るとともに、外部の専門機関との情報連携を図りながら、国
内外の拠点に対する体制強化のため、2018年よりCSIRT

（Computer Security Incident Response Team）の活
動を展開中です。

コンプライアンス

基本的な考え方・方針
　当社グループは、コンプライアンスを経営理念の実現に欠か
せない事業継続の基盤と考え、各国・地域の法令・社会規範
の遵守はもちろん、正直・公平・誠実を基礎とした倫理的価
値の浸透を徹底するための体制整備や活動に努めています。
※  従業員への企業倫理教育については、P56「サステナビリティ 中核課題3：企業倫理の徹
底」 をご参照ください。

企業倫理ホットライン（内部通報制度）
　当社グループにおけるコンプライアンス違反や不正などの
企業倫理に反する行為を早期に発見し、問題解決につなげ
ることを目的として、「企業倫理ホットライン」を設置しています。
　当社ウェブサイトやイントラネットの窓口、外部の弁護士
事務所の利用も可能であり、グループ従業員だけでなく、サ
プライヤーや地域住民など、あらゆるステークホルダーから
の通報を受け付けています。また、世界各国のナショナルス
タッフのための多言語対応内部通報窓口（社外・12ヵ国言
語）も整備しています。国内・海外ともに匿名での通報も可
能であり、各窓口では、個人のプライバシーの尊重、会社に
よる不利益な取り扱いの禁止を明示しています。
　2019年は計52件の通報・相談があり、いずれも社内で
迅速かつ慎重な調査を行った後、必要な場合は是正措置
を講じました。

「私たちの行動規範」 第2章. 人権を尊重した経営 （抜粋）

2.1 国際的な人権規約の理解　 法の支配の下、誰もが生まれながらに持つ「幸せでいられる権利」の実現に努めます。
2.2 不当な差別の禁止　 偏見や先入観に基づく不当な差別によって、人の尊厳を傷つける振る舞いを許しません。
2.3 社会的弱者への配慮　 ボランティア支援やインクルーシブ・ビジネスを推進し、包摂的な社会づくりに貢献します。
2.4 強制労働や児童労働の排除　 責任あるサプライチェーン管理を行い、いかなる形態の人権侵害にも加担しません。
2.5 人権デューディリジェンスの確立　 事業活動が関与する人権リスクに対処するための、適正な手続と仕組みを確立します。

CSR調達ガイドラインの骨⼦ 

• 社会的責任（CSR）推進全般　• レスポンシブル・ケア（RC）活動
• 品質・製品安全　• 企業倫理・コンプライアンス・公正取引
• 環境保全　• 職場の安全・衛生　• 人権・労働　• 情報セキュリティ　
• 社会貢献　• 事業継続計画　• 持続可能な調達

贈収賄禁止法令の遵守と腐敗防止に向けて
　公務員等への贈収賄やその強要・申込・勧誘等は、国の政
治経済に腐敗を及ぼし、国際社会の持続的成長を妨げる行
為です。当社グループは、「昭和電工グループ贈収賄防止に関
するグローバルポリシー」を策定し、各国贈収賄禁止法令の遵
守に関して、徹底して取り組んでいます。また、e-ラーニング「贈
収賄の基礎」を公開し、これまで400名以上が受講しています。
　賄賂に該当しない便宜供与、無償利益供与または交
際・接待に関しても、不当な利益を得る目的で行うと腐敗
につながるおそれがあることから、その必要性を十分に検討
した上で行い、取引先、関係先等から個人、職場宛ての金
品の贈答を受けることを原則禁止としています。 

　具体的には、社内規程において不当な利益を得るためと
疑われるおそれのある便宜供与、無償利益供与または交
際・接待・贈答などの授受・供与を禁止し、かつ社交儀礼
の範囲を超えた無償利益供与を行わないように上限金額
と承認プロセスを厳格に定め、運用しています。さらに、これ
らの社内規程に関してCSR調達ガイドラインを通じて、当社
の取引先にも賛同と協調をいただいています。

競争法遵守に向けて
　公正かつ自由な競争の維持を目的とする各国競争法の遵
守に関しては、2010年に策定した「同業他社接触ルール」の
運用を通じて、日常業務におけるカルテルリスクを適切にコント
ロールしています。また、1999年から毎年「競争法遵守ヒヤリン
グ」により当社グループにおける遵法営業の実態を自主監査し、
その結果をトップに報告しています。また、「営業のための独占
禁止法ハンドブック」「Antitrust Compliance Guideline」
「Compliance Program of EU Competition Laws」などの
各種ガイドラインを発行し、当社グループにおける競争法遵守
意識の底上げを図っています。さらに毎年、競争法の外部有
識者を招き、当社グループの営業関係者（ナショナルスタッフを
含む）を対象とする「競争法セミナー」を開催しています。2019

年は国内外5拠点で実施し、累計で318名が受講しました。

人権の尊重

基本的な考え方・方針
　当社グループは、人権原則（国際人権章典、労働基本原則、ILO宣言に掲げられた基本的人権に関する原則等）を基本と
した人権尊重を経営の根幹に位置づけており、従業員一人ひとりがこの原則を尊重して行動するよう徹底を図っています。
　具体的には、「私たちの行動規範」において人権に関する基本姿勢を示し、海外を含むグループ全従業員に対して自らの
規準とすることを求めた上で、人権の重要課題に関する研修を行っています。

サプライチェーンにおける責任

基本的な考え方・方針
　当社グループは、「最適な取引」「取引先（パートナー）との
パートナーシップ」「CSR調達の推進」を調達方針の基本とし、
原材料調達から製造・販売・物流に至るサプライチェーン
全体で社会・環境に配慮した事業活動を実践しています。

CSR調達の取り組み
　私たちが現在直面しているさまざまな環境課題や社会課
題の解決には、当社グループの努力のみならず、関係する
すべてのステークホルダーの皆様のご理解とご協力が欠か
せません。当社グループは「昭和電工グループCSR調達ガ
イドライン」を取引先（パートナー）と共有し、協働で遵守す
ることでお互いの企業価値向上を目指しています。

　パートナーのCSRの取り組み状況の確認や、デューディリ
ジェンスは「CSR自己診断票」（チェックリスト）を用いて実施し
ています。原則すべての新規パートナーに対し、契約締結時
には必ずご記入いただいており、以降は3年をサイクルとして
います。また、当社の購買担当者が直接パートナーを訪問し、
対話を行う「CSR訪問」も合わせて実施しています。毎年40

社前後のパートナーを訪問しており、2010年の取り組み開始
以降、2019年まで累計463社のパートナーを訪問しています。
　CSR自己診断およびCSR訪問の実施後は、回答企業全

社へフィードバックレポートを送付し、必要な場合は当社から
改善施策を提案するなど、フォローアップしています。
　また、当社は2019年5月に化学業界の先頭を切って「ホ
ワイト物流運動」の自主行動宣言を行い、その実現に取り
組んでいます。共同配送・モーダルシフト等の物流効率化
は、物流業界の労働環境改善にとどまらず、環境負荷の低
減にも直結します。

マイナスインパクトを確認した場合
　当社の事業継続にとってマイナスインパクトが特に大きい
と判断されたサプライヤーとは、取引の見直しを検討します。
インパクトの度合いを考慮し、新規見積・発注の一定期間
停止、取引縮小、取引契約の解除等を判断します。各種の
法令違反はもちろんのこと、CSR調達ガイドラインの内容を
逸脱する事象に対して厳格な対応を行っています。

紛争鉱物への対応
　コンゴおよび隣接する国々で採掘される鉱物（スズ、タン
タル、タングステン、金）は、これを購入することで現地の武
装勢力の資金調達につながり、結果として地域の紛争に加
担し、人権侵害、環境破壊を引き起こすとして国際的に大き
な問題となっています。 

　当社グループでは、この問題への取り組みをCSR調達ガ
イドラインに盛り込み、パートナーにおけるサプライチェーン
情報の提供をお願いするとともに、これらを購入・使用しな
い取り組みを進めています。また、昨今の「責任ある鉱物調
達」に対する社会動向も踏まえ、上記4鉱物に加えて、コバ
ルトについても同様の取り組みを行っています。

　今後は、「ビジネスと人権に関する国連指導原則承認（2011年）」に基づいた人権デューディリジェンスの一連のプロセスを、
海外を含めたグループ全体で実施すべく検討を進めています。
※  従業員への人権教育については、P56「サステナビリティ 中核課題3：企業倫理の徹底」をご参照ください。

相談・通報者
昭和電工グループの役職員（契約・派遣社員含む）、取引先等

社内窓口
CSR・総務部CSR室

昭和電工グループCEO
（最高経営責任者）

サステナビリティ推進会議
＊CSR担当役員が議長

社外窓口
・弁護士事務所   
・外部委託先

（必要に応じて） 
調査委員会の設置
（社内／第三者）

昭和電工 常勤監査役報告

報告

相談・通報 相談・通報

指示

指示

回答 回答

相談・通報者
対応を委託

監督

報告

相談・通報情報
の伝達

個性派企業へ向けた全体戦略
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