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進化する個性派化学が、
人と地球にできること

私たちのCSR
‒ 東日本大震災からの復興に向けて‒

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。

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。

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。

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。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効利用に役立ちます。
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　2011年3月11日に発生しました東日本大震災で被害にあわ
れました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　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
ついての、非財務情報の年次報告書と位置付けておりますが、本
年のレポートでは当社グループのリスク管理・クライシス管理
および震災からの復興向けての生活インフラを支える製品群と
その事業にかかわるグループ社員の思いと取り組みを緊急特集
しました。
　また、ステークホルダーの皆様からご興味の大きい、環境・安全、
従業員、地域活動の昨年の実績のダイジェストを報告いたします。
　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/ir.html

　本冊子に記載した内容に加えて、従来からの報告項目をフルレ
ポートとしてWEBに掲載しました。Webには最新の情報、事業
場ごとの環境・社会報告書もレポート掲載していますので、昭和
電工グループのCSR活動をより詳細にご覧いただくことができ
ます。

　WEBの情報を検索しやすくするために、本冊子にもWEB項目
一覧を掲載し、本文中に関連するWEBへの案内を記載しました。

■編集方針■昭和電工グループ概要
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■レポートの報告対象範囲

報告対象期間
2010年1月〜12月に2011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2010年1月〜12月の範囲を、「年
度」と記載された項目は2010年4月〜2011年3月の範囲を対象
としています。

報告対象組織
本文中の記述において、「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は昭和電工連結の数値です。環境
パフォーマンスデータは昭和電工単体の数値です。環境パフォー
マンスデータがグループ各社を含む場合は、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は昭和電工単体の情報および数値
です。「社会との関わり」および「従業員との関わり」については、
国内外連結子会社の情報を加えています。

発行
2011年7月（次回発行は2012年7月を予定）

参考としたガイドライン
● ISO 26000（2010）
● 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」 
本冊子とガイドラインとの対照表をWeb サイトに記載してい
ます。

http://www.sdk.co.jp/csr/report/guideline.html
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（本冊子）
ステークホルダーの皆様からのご
意見・ご要望をもとにして、ステー
クホルダーの皆様の関心が高い項
目に絞って、当社グループの活動
を報告しています。

（2010年12月）

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、アルミ缶事業部、冷却器事業開発部
アルミニウム事業部門では、圧延品・押出品・鍛造品
などのアルミニウム材料、熱交換器・飲料用アルミニ
ウム缶などの高付加価値加工品を提供しています。

アルミニウム事業部門

HD事業部門では、コンピューター、コンシューマー
エレクトロニクス、エンタープライズなどの分野で
高容量記録メディアとして使用されるハードディ
スクを提供しています。

HD（ハードディスク）事業部門

電子材料事業部、レアアース事業部
エレクトロニクス事業部門では、超高輝度・高出力
LEDなどの化合物半導体材料、高性能モーター用
のレアアース磁石合金を提供しています。

エレクトロニクス事業部門

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	 158社

連結業績	 売　上　高：7,972億円

 営 業 利 益：387億円

 当期純利益：127億円
＊（ ）内は2009年実績

連結従業員数	 11,597人

主要製品･商品

■メディア別の報告概念図

CSRレポート2011
Web（フルレポート）

PDF版
本冊子に掲載した内容と、その他の
重要な項目、詳細なデータを網羅
的に報告しています。

CSRレポート2011
Web（フルレポート）

html版
フルレポートとしての内容の他、最
新の情報、事業場ごとの環境・社会
報告書なども掲載しています。

Web（フルレポート）PDF版		html版
掲載項目（コミュニケーション冊子未掲載項目）
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オレフィン事業部、有機化学品事業部
石油化学事業部門では、エチレン・プロピレンなど
の石油化学基礎製品、その誘導品であるアセチル
系・アリルアルコール系誘導品などの有機化学製
品を提供しています。

石油化学事業部門

機能性高分子事業部、化学品事業部
化学品事業部門では、産業用ガス、工業薬品、高機
能化学品、エラストマー製品から半導体産業向け
の高純度ガス・薬品、樹脂複合製品まで広範囲に
わたる製品を提供しています。

化学品事業部門

セラミックス事業部、カーボン事業部、 
ファインカーボン部
無機事業部門では、アルミナや研磨材、研削材、耐
火材等のセラミックス製品、電気製鋼炉用の黒鉛
電極、高機能カーボン製品を提供しています。

無機事業部門

先端電池材料部では、負極材・導電添加剤などの
リチウムイオン二次電池材料とセパレーターなど
の燃料電池カーボン部材を提供するとともに、技
術革新が進む先端電池材料分野における新製品
開発に取り組んでいます。

先端電池材料部
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TOP MESSAGE

【３月18日発信】
前を向き、力を合わせ、
みずからのために、社会のために

今回発生した東北地方太平洋沖地震がわが国の社会や経済に与
えた影響は甚大であるが、未だその規模や深さを計りきれてい
ない面があり、予断を許さない状況が続いている。
当社グループにおいては、生産設備などへの直接的な被害はさ
ほど大きくはなかったものの、原燃料や電力の手当てから生産・
販売に至るサプライチェーン全体については著しい打撃を被る
ことになった。
何よりも痛恨で無念なのは、福島県相馬のアンモニア基地にお
いて、われわれの仲間であるグループ従業員１名の方が、最後ま
で職責を全うされる中で襲われた津波によって貴重な命を奪わ
れたことである。改めて心から哀悼の意を表したい。

このような状況下にありながら、拭いきれない不安を抱えつつも
いち早く業務に復帰し、当社グループの再スタートへ向けてそれ
ぞれの役割を完遂すべく、全力で取り組んでいる従業員の皆さ
ん一人ひとりを誇りに思うと同時に、心から感謝申しあげる。

地震直後、電力不足への対応および設備安全面の配慮から操業
を原則停止していた当社の当該地区の生産設備については、各
事業所における設備などの安全が確認できたことから、17日よ
り、飲料水・電気などのエネルギー・医薬・食料などの供給のた
めに必要な基礎化学品を中心に生産活動を再開した。設備再稼
動の動きはこれにとどまらず、その他の事業においても、安全確
認と電力や原料の目処がつき次第、順次稼動を再開していく予
定である。
また、川崎の卸電力事業については、電力不足の状況に鑑み、震
災後早急に設備の再稼動を実施し、電力会社への供給を再開し
た。

このように当社グループは、視界不良の状況下においても、すで
に地震災害からの復活の一歩を踏み出しつつある。そして当社
グループの生産再開対象製品は、社会的に緊急性の高い製品を

優先しており、それは震災からの復興に直結していくものである。
従業員の皆さんには、当社グループがわが国のライフライン復
旧のために不可欠な製品の供給によって、我々自身が社会生活
に大きな貢献をしているということに誇りと気概をもって欲し
い。そして、それぞれが携わる事業活動の再興に全身全霊をもっ
て取り組んでいただくことを、改めて強く要請する。今回の震災
の影響を直接受けなかった事業所、グループ会社で働く皆さん
にも、いろいろな場面で支援をお願いすることになる。一体感を
持って、この難局に立ち向かって欲しい。

心身ともに大きな負担を抱えながら復旧業務に取り組み、疲労
が蓄積していらっしゃる方も多いと想像する。必要な休憩を取る
ことも、正しい判断のためには欠かせない、ということもぜひ考
えていただきたい。皆さん自身とご家族など近しい方々の安全
確保と健康面などのケアについても、十分に行なっていただくよ
うお願いする。

東北･関東地区が受けた甚大な地震被害からの本格的復旧まで、
暫くの間厳しい状況は続くと覚悟しなければならない。
しかし、このような時こそ、前を向いて全員の力を結集しよう。
みずから運命を切り拓き、この困難を乗り越えていこう。

以　上

　2011年3月11日に発生した東日本大震災で被災された方々
に心からお見舞い申しあげますともに、一日も早い復旧・復興
をお祈りいたします。
　昭和電工グループは震災直後に災害対策本部を立ち上げ、
各事業所における被災状況の把握と安全対策の実行、社員お
よびご家族の安否確認と安全確保に総力を注入しました。
　この大震災に対する私の思いは、その直後にグループ社員全
員に対して発信した次の２つのメッセージに込められております。

【3月14日発信】
未曾有の困難を全グループ一丸となって 
乗り越えよう

地震発生から4日目の朝を迎えた。被災地では大変困難な状況
が続いている。
このような状況の中、当社グループの従業員お一人が福島県相
馬のアンモニア基地にて津波に巻き込まれお亡くなりになった。
ここに心から哀悼の意を表したい。

全グループの東北･関東地区従業員の皆様には、引き続き強い余
震が起こる可能性のある今後3日間（14日−16日）は、業務上よ
ほどの必要がない限り、ご家族と共にご自宅で待機して頂きた
い。安全確保のため、冷静に落ち着いて行動することを、改めて
お願いする。

また、余震の可能性に備えた安全確保と、計画停電に伴う節電要
請に応えるべく、関東地区以北にある当社グループ事業所につ
いては、原則3日間は操業停止とすることをすでに決定した。

さらに、本社に緊急対策本部を設置し、全グループの状況把握な
らびに必要な対策を適切に実施する体制を整えた。

未曾有の困難を乗り越えるため、全グループ従業員の理解と協
力をお願いする。

以上

進化する個性派化学で豊かさと
持続性が調和する社会に貢献します。

　当社グループは、2005年のCSR体制再整備以来、製品・事
業を通して社会に貢献する「社会貢献企業」を宣言し、その実
現に取り組んでおります。
　私たちの事業は、最終消費材の上流に位置する基礎材料・
部材が中心で、普段は社会の皆様に直接当社グループの製品
が見えるものではありません。
　しかし、ひとたび今回のような危機に直面した時、その供給
責任の重さをあらためて受け止めています。
　当社グループはさまざまな製品・事業を展開しておりますが、
大震災発生直後はライフラインに不可欠な製品群、言い換える
と「空気」、「水」、「エネルギー」と「健康維持」に欠かせない製品
を優先して供給する体制をとりました。その取り組みをCSRレ
ポートの別冊として編集したこの「私たちのCSR –東日本大震
災からの復興に向けて–」に記載しました。
　当社グループは、本年から新中期経営計画“PEGASUS"を
スタートさせました。
　この計画で当社グループは、『エネルギー・環境』と『情報・
電子』を事業ドメイン（領域）として設定し、「進化する個性派化
学で豊かさと持続性が調和する社会の創造に貢献する」事業グ
ループを目指しています。
　このコンセプトは今回の震災でいささかも変更することなく、
むしろ一層のスピード感を持って研ぎ澄ましてまいります。
　当社ホームページに掲載したCSRレポート2011（詳細版）では、
この中期経営計画と連動したCSRの取り組みをまとめています。
　ぜひご一読いただき、忌憚のないご意見を賜りましたら幸甚
です。

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
CSR会議議長
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　1931年、昭和電工川崎事業所は国産技術初のアンモニアの工業生産
に成功し、当時の国家の最大の課題であった食糧確保に貢献する硫安肥料
を市場に送り出しました。以来さまざまな困難を乗り越えながら当社グルー
プの基盤事業所として稼働を続け、本年操業80周年を迎えました。
　現在、川崎事業所で生産されるアンモニア、ソーダ、塩素類はさまざまな
化学品の基礎原料として広く使用され、社会・生活の基盤を支えています。
　本年3月11日に発生した東日本大震災において、川崎事業所も一旦は
操業を停止しましたが、復旧、復興に向けてライフラインを支え続けること
を使命と意識し、運転継続とサプライチェーンの確保を最優先課題として取
り組みました。
　当社グループは製品・事業を通して社会に貢献する「社会貢献企業」を
CSRの基本としていますが、今回は震災直後の川崎の製品群にかかわる
社員の現場から、私たちのCSRの取り組みを見ていただきます。

東日本大震災からの
復興への貢献

特集

写真：
操業開始当時の写真

川崎事業所：ライフライン関連製品

❶〈地震発生、ボイラーの安全弁が全開に〉
　東日本大震災が起こった時、同課の岡村は、泡消火設備の一部
を交換する立ち会いのため、重油タンクの天板の上にいました。
「地上から10メートル近くあり、恐かったですね。揺れが来て、タ
ンクの螺旋階段を転がるように駆け降りました。CCR（中央制御
室）へ向かったのですが、すぐ気づいたのは、発電所の2缶のボイ
ラーの安全弁がすべて開き、ものすごい音をたてていたことです。
ボイラーだけでなく、発電機も停止したと思いました」。

❷〈全停電状態という危機的状況〉
　東京電力からの電気があれば何とかなるかも知れないと思い、
岡村はCCRに戻りましたが、部屋は真っ暗で、全停電状態でした。
「動いているのは各プラントと発電所に設置してある非常用自家
発電機のみ。私はとりあえず『ホットバンキング』の指示を出しま
した」。ホットバンキングとはボイラー内の水蒸気を外に逃さない
ようにすること。水がすべて外部に出ると、空焚き状態になり、ボ
イラーが破損するからです。

❸〈非常用電源だけでは5、6時間から半日が限度〉
　非常用発電機では、ボイラーのタービンの羽を変形しないよう
に回したり、ソーダプラントの制御装置や塩素除去装置を動かす
など、最低限の手当しかできません。時間的にも5、6時間から半
日くらいしか保ちません。「ですから非常に不安でした。特に照明
が灯っていないことは不安を募らせました」。

❹〈非常対策本部を設置、まず電力復旧に注力〉
　工場ではすぐ非常対策本部を設置、まず手をつけたのは電力の
復帰です。川崎工場の電気は、少し離れた場所にある白石変電所
の受電設備を経由して送られます。「そこで車を出し、白石変電所
の様子を確認すると、正常なのがわかりました」。しかし通信が不
通となり、東京電力の、送電許可を出す横浜給電所にも、川崎支
社にも、本社にも、電話がつながらない状態でした。「結局、所長
の携帯電話から緊急回線を使って横浜給電所に連絡、ようやく電
気を送ってもらうことができました」。

❺〈各プラントへの送電復旧、正常化へ〉
　続いて順番に各プラントの送電を復旧させ、次に冷却水などの
用水、工場の計装用エア（機器作動用の圧縮空気）と、順に復旧し

　川崎事業所のライフラインに関わる主な製品は、工業用食塩の
電気分解で得られる［苛性ソーダ］［塩素］［塩酸］［次亜塩素酸ソー
ダ］や家庭から回収された使用済みプラスチックを原料とした［ア
ンモニア（ECOANN®）］などが上げられます。

● �苛性ソーダと塩酸は発電用や工場・病院などで熱源として使用される
蒸気をつくるボイラーの純水に必須の材料です。

● �次亜塩素酸ソーダは水道水の消毒や下水処理用として用いられます。
● �アンモニアは、火力発電所や工場から発生する窒素酸化物を水と窒素
に分解する材料として大気の環境保全に役立っています。

● �これらの製品群は医療用・医薬用の基礎材料としても使用されています。
● �電力卸し売りは自家発電技術を活用して、電力会社に［電力を供給］し
ています。

ました。「ただ、蒸気の復旧には時間がかかりました。ホットバン
キングをしたものの、ボイラーから水が抜け、熱いままだったの
で、冷ます必要がありました。しかし、脱硝装置の触媒が燃える
危険があるため、空気を送りこんで冷ますことができず、自然冷
却の必要があったからです」。復旧が一通り終わり、ボイラーに点
火して発電を再開できたのは3月13日の夜。ソーダプラントなど
も含めて通常の発電体制で稼動できるようになったのは、24日に
なってからのことです。

❻〈もうひとつの大きな危機的状況が進行〉
　この電力復旧過程の裏で、自社工場の正常化とは違う、もうひ
とつの大きな危機的状況が進行していました。「復旧は自社だけ
でなく、窒素を川崎地区の他社工場へ送る点でも重要でした」。川
崎工場は窒素を安定的に製造、供給できる拠点として、川崎地区
の他社工場に窒素を送っています。これは『保安窒素』と呼ばれ、
工場の火災予防のために確保しておくもの。供給できないと、地
区全体が危険にさらされます。そのため当社の社会的使命として、
非常対策本部の最重点課題のひとつになっていました。

❼〈自社だけでは済まされない、大規模火災の回避〉
　なんとしても窒素を川崎地区へも送らなくてはならない。当社
では別の場所から液体窒素をタンクローリーで運ぶ方法も取りま
した、しかし、交通の混乱で身動きできず、断念せざるを得ないと
う状況で、時間は刻々と過ぎました。そして、前述のような過程を
経て送電が復旧し、事無きを得たのです。窒素供給という目立た
ない貢献の重要性があらためて認識されたと言えます。

❽〈社会や地域に貢献していることを実感〉
　岡村は、発電でも川崎工場の大きな役割を実感しました。「ほぼ
3日連続で復旧作業にあたり、ようやく帰宅しようと川崎駅に来
ると駅前が真っ暗。川崎市が全停電状態でした。その時、私たち
の工場の発電所が送った6、7万キロワットの電力でも、15万世帯
分くらいにあたることに気づきました。川崎工場がささやかなが
ら社会の一助になっていること、そして、そのためにも早い復旧が
できて良かったと、心から感じました」。

電力復旧への取り組み

東日本大震災によって機能を停止した川崎事業所。
社会や産業を支える原料の安定供給は同工場の使命であり、一刻も早い復旧をめざしました。
困難な状況を乗り越えた経緯を、現場からの視点でお伝えします。

社会のために、川崎地区のために、
電力供給のすみやかな復旧をめざして

【川崎事業所（以下川崎工場と記載）の心臓部、ソーダ動力課】
　ソーダ動力課は、川崎工場全体の心臓部とも言える課で、工場の電気、蒸気、用水などを
扱っています。電解には非常に大きな電力が必要となるため、電気代が高い昼間に電解電
流を減らし、夜間には増やすといった調整や計画もソーダ動力課の仕事です。また川崎工
場は初期の頃から火力発電所を備え、自家発電をしてきました。1999年6月からはここで
作った電力を東京電力に電力卸し売りしています。その電力は平日昼間で約12万4200
キロワットに達します。この発電所を安定稼働させているのもソーダ動力課です。

岡村茂レポーター 製造部　ソーダ動力課　係長

電気

塩

希釈苛性ソーダ

次亜塩素酸ソーダ

塩素ガス

液体塩素

高度さらし粉

合成塩酸

水素ガス

液体苛性ソーダ

水素

ソーダ灰

苛性ソーダ

塩素

ソーダ製品原料
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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

電力使用量の削減

リスク管理とBCP（事業継続計画）の取り組み

　昭和電工グループは、東日本大震災の影響による、東京電力株
式会社および東北電力株式会社管内で2011年夏に見込まれる
ピーク時電力不足の対応として、以下のような電力の削減策を策
定し、既に実施中の施策や更なる追加対策を各事業所において
組み合わせて実施することにより、ピーク時電力使用量の削減を
図っています。

１）事業所・オフィスにおける節電策
⑴空調設定温度抑制や稼働時間の削減
⑵照明の消灯・削減
⑶パソコン・OA機器の省エネモード徹底

２）本社地区における節電策
⑴部分消灯、休憩時間の消灯の徹底
⑵エレベーターの稼動基数削減
⑶クールビズの実施期間の変更
（例年6月〜9月のところ、5月〜10月とし、期間を延長）
⑷6月16日から10月15日までの間、勤務時間の運用変更
（現在の標準労働時間9:00 〜 17:45に対し、8:00 〜
16:45を推奨）

⑸夏季休暇の設定変更
（10、11月の祝日を振替え、所定の休暇とあわせて、8月6日
から15日までの10連休とする）

�

３）製品製造に関する購入電力削減策
⑴生産の夜間および休日へのシフト
⑵停止自家発電設備の再稼動、自家発電設備の導入

４）従業員等への節電の働きかけ
⑴ �ポスター掲示、イントラネット上でのメッセージ配信による
節電の啓発

⑵家庭での節電計画支援ツールの提供

５）電力会社への電力供給増に向けての取り組み
独立系発電事業者として卸売り電力量に関しては、東京電力
との協議の上、最大限の協力を実施

　昭和電工グループは2007年から全社的リスク管理を進めるた
めにグループ全体でリスクの棚卸し、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。
全社横断的な取り組みの例としては、2007年から2008年にかけ
て大規模地震を想定した事業継続計画（BCP※）と新型インフルエ
ンザ（H5N1）対策を、2009年は国内外で発生した新型インフル
エンザ（H1N1）への実際的な対応があります。
　さらに2010年には大規模地震対応について各事業所の想定震

度と耐震点検を行い、2011年からの中期経営計画に投資案件を
織り込みました。

　BCPについては、2007年から事業部門ごとに取り組んでいま
す。まず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、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
定着を図っています。2009年から2010年にかけては継続的改善
をさらに進め、対象製品群を拡大しています。

川崎事業所（以下川崎工場と記載）で製造される製品はいずれも、“ライフラインを支える縁の下の力持ち”とも言うべき存在です。
3月11日、東日本大震災の地震によって川崎工場は一時、運転停止状態になりました。
しかし、現代の社会の安定・維持のために、こうした製品は欠くことができません。
例えば清潔な水のためには次亜塩素酸ソーダが、きれいな大気のためにはアンモニアが必要となります。
昭和電工では、工場の運転復帰に全力を尽くすとともに、厳しい条件下で、社会の要求に応えました。

　川崎工場で製造される製品のひとつが、次亜塩素酸ソーダ（次
亜塩素酸ナトリウム）。工業塩を電気分解して作られる苛性ソー
ダと塩素を反応させて製造しています。
　次亜塩素酸ソーダは水道の浄水工程や下水の殺菌に使われま
す。当社が生産する年間約6万トンの次亜塩素酸ソーダも35%が
水道向けです。「次亜塩素酸ソーダは分解しやすく、地場商品とい
う色彩が強い製品です。川崎工場は長い間、首都圏の水道事業体
にこれを提供し、巨大な人口の水需要を支えてきました」と山口さ
ん。特に安全な飲料水は、次亜塩素酸ソーダなくして確保できま
せん。しかし東日本大震災が勃発、関東・東北で次亜塩素酸ソー
ダを製造する電解工場はすべて停止してしまいました。
　川崎工場では生産の復帰に取り組みつつ、まず在庫の供給から
始めました。またトップから現場まで一貫して、ライフラインへ優
先的に出荷する方針を取りました。清潔な水は、社会が絶やして
はならない基本条件だからです。

　アンモニアは川崎工場の創業以来の製品で、空気中の窒素と、
リサイクルされたプラスチックから取り出した水素を反応させて
製造しています。アンモニアはかつては主に肥料の原料でしたが、
現在はアクリル繊維などの原料となるアクリロニトリルや合成樹
脂の素材として、また火力発電所やゴミ処理施設の脱硝に用いら
れます。特にライフラインとしての役割は脱硝にあります。
　排ガスに含まれる物質のひとつに窒素酸化物（NOx）がありま
す。これは空気中で硝酸になり、酸性雨や光化学スモッグの原因
となるため、排ガスから窒素酸化物を取り除く「脱硝」が必要にな
ります。その最も一般的な方法は、窒素酸化物をアンモニアと反
応させ、窒素と水に分解することです。従ってアンモニアは発電
所やゴミ処理施設には欠かせません。
　東日本大震災により、川崎工場は一時停止してしまいました。
しかし小長谷さんは、「アンモニアを安定的、安全に供給していく
自負を持って取り組んできました。この気概は震災前も後も変わ

　震災から一週間後、川崎工場は他社に先駆け電力復旧に成功
し、製造を再開します。「電力制限のためフル稼働は無理でも、お
客様から当社へ、期待の急速な高まりを感じました。宮城県や岩
手県の水道事業体の方からも直接、相談をいただきました」。
　円滑な供給のため、官庁や他の取引先にも働きかけました。「次
亜塩素酸ソーダは、不純物の割合などによっていくつかのグレー
ドがあり、水道局ではグレードが限定されていましたが、緊急事
態に際し、限定範囲を広げて使えるよう、官庁にも協力をしても
らいました」。
　またライフライン以外の顧客企業に対しては、「ライフライン
優先を丁寧に説明し、ご理解をいただきました。異常事態だけに
フォースマジュール（出荷での不可抗力宣言）を出す企業も多い
中、当社はそれを出さず、供給を続けました」。川崎工場ではまた、
被災地の工場の車両を利用するなどして被災地への次亜塩素酸
ソーダの提供にも尽力しました。

りません」と語ります。国内のアンモニア製造企業は数社しかな
く、中でも当社は圧倒的なシェアを持ち、全国（沖縄、北海道を除
く）にアンモニアを供給しているだけに大きな責任がありました。
　震災後は電力回復までに一週間を要し、さらにガソリン不足な
どで厳しい状況が続きました。「供給先の優先順位を付け、まず人
の生存に必要なものは何かと考え、電力会社への供給を優先しま
した」。また、東北6県と新潟県への重点出荷基地（福島県相馬市）
が津波で被災、使用不能になるという難題もありました。「これを
乗り切れたのは、物流、お客様、代理店などの緊密な協力のおか
げ。サプライチェーン全体での取り組みが奏功しました」。（ガス・
化成品部　部長　野口談）その背景には、経営者や部門長のリー
ダーシップはもちろん、当社が普段から担当者への大きな権限委
譲を果たし、現場の社員の自立性が高かったことがあります。ラ
イフラインを維持したのは鍛えられた“現場力”だったとも言える
でしょう。

ライフライン維持への取り組み

サプライチェーンへの取り組み

安全、清潔な水道水に欠かせない
「次亜塩素酸ソーダ」の供給に力を尽くす。

排ガス脱硝を担う「アンモニア」。
サプライチェーンを機能させ、安定供給を守る。

山口立太レポーター 化学品事業部門　化学品事業部　ガス・化成品部
無機工業薬品グループ　グループリーダー

レポーター 化学品事業部門　化学品事業部　ガス・化成品部
アンモニアグループ　グループリーダー 小長谷武史

特集　東日本大震災からの復興への貢献

節電を呼びかけるポスター

※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。
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「過去の事故を教訓ととらえ、グループ全体で情報を共有化し、あらかじめ対策を行うことで、
労働災害・設備事故・環境トラブルは予防できる」との考えから、2008年に昭和電工グループで開始された『創る安全』活動。
「労働災害・設備事故・環境トラブルゼロ」を方針に掲げ、チェックリストなどを活用したリスクアセスメント活動を中心に
各事業所で工夫しながら取り組まれ、成果が顕現しつつあります。ここでは、その取り組みの一例をご紹介します。

「創る安全」の取組み

CSR活動報告

設備安全の取り組み 労働安全の取り組み

大地震への備え 労働安全衛生リスク評価活動
当社グループでは火災や化学物質の漏洩など最悪のリスクを

想定し、設備や建物の耐震性の評価と対策を計画的に推進して
きました。2010年には関係会社を含む16事業所において、既存
の地震動予測システム※を利用して各所在地の今後発生予想さ
れる地震動規模を予測し、その地震動規模に基づく建屋・設備
耐震性評価及び安全装置、安全停止システムのチェックを行い、
必要な対策を実施しました。

2011年3月11日に発生した東日本大震災では対策の効果も

　「創る安全」の取り組みにより、労働安全成績は改善傾向にあ
ります。「創る安全」活動の原点ともなる「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」の導入も積
極的に進めており、5月現在当社グループで国内12事業所が認
証を取得しました。

現れ、関東・東北の当社グループ事業所では地震による大きな
設備的被害はありませんでしたが、その後発生した津波によっ
て、福島県相馬港のアンモニア物流基地は設備的損傷を受け、5
月末日現在も操業停止となっています。

2011年は従来までの耐震化対策のフォローと耐震性未評価
事業所の評価、対策立案を継続して行うとともに、大地震にお
ける最悪想定に津波による被害を加え、対応の強化を図ります。
※独立行政法人防災科学技術研究所で開発されたシステム『地震ハザードステーショ

ン J-SHIS』

2008年のホスゲン漏えい事故発生から約3年、福島県会津若松市にあ
る東長原事業所では、製造・工務・技術による運転状況の徹底管理と問題
点の抽出・本質安全の検討を継続実施し、徹底した漏えい事故再発防止
対策を行ってきました。その対策の中では大規模地震も想定し、建屋、機
器設備の基礎部分および本体、配管等、除害系を含む関連設備すべてにお
いて耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強を実施しています。

また、地震対策として設置されている自動停止システムは、場内に設置
した地震計が規定値以上の地震加速度を計測すると、製造プラントへ全
系緊急停止※命令を出すように設計されています。

3月11日の震災当日は、通常運転中、場内の地震計が規定値を超える地
震加速度（震度5強）を計測したため自動停止システムが作動、ホスゲン製
造プラントは設計どおり自動的に全系緊急停止（除害系、冷却系は正常運
転の継続）となりました。その後、設備管理部門の担当者は担当エリアの設
備について外観目視点検を実施し、設備の損傷や漏洩が無いことを確認
しました。

※ホスゲンプラント全系緊急停止：製造設備は原料系カットによる製造停止、貯槽設備は
供給ポンプ停止・遮断弁閉止によるホスゲン供給停止、除害系及び冷却系は運転継続

東長原事業所の ホスゲン製造設備の地震対策事例

運転状況監視大型モニターで指差呼称確認

ホスゲン製造設備外観

　ここでは、平成22年度日化協安全表彰最優秀賞を受賞した大
分コンビナートの労働安全の取り組みの一例をご紹介します。
石油化学製品を中心に製造する大分コンビナートは、500人規
模の事業所でありながら、1999年以降従業員休業災害ゼロを
継続中です。

安全衛生リスク評価活動

件数
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大分コンビナートでは2002年から「安全衛生リ
スク評価活動」を推進しています。この活動は、職
場に潜在するリスク（危険源）を災害モード別・作
業別に視点を定めて抽出して評価し、リスクの大き
さに応じてランク付けを実施、リスクの高い案件か
ら順にリスク軽減の対策を行っていくものです。

2002年からの9年間で、設定したテーマに沿っ
た18ステップの活動を行い、5,635件のリスクを
抽出しました。現在、高リスクの案件については改
善対策を実施し、その他抽出されたすべてのリスク
も管理されている状態にあります。

今後は、注意喚起やマニュアルによるルール化等
で対策をしている低リスクと評価された案件の運
用の徹底と定期的なリスクの見直しを課題とし、さ
らに活動を進めていきます。

大分コンビナートの 安全衛生リスク評価活動事例

職場に潜んでいるリスクを
漏れなくあぶり出す

安全衛生リスク評価活動では、職場に潜んでいるリスクを漏れなくあ
ぶり出すことが肝心です。リスク抽出に抜け・落ちがあってはいけませ
んので、ステップ毎に職場の設備や作業についての視点、抽出する人の
経験年数等を考慮して、いろいろな角度から見直す工夫をしています。

大分コンビナート 環境安全部　挾間田昌治

ＩＳＯコンテナ充填作業のリスク評価を行った結果、❶梯子使用による高所作業及び❷防油堤での躓き
による転倒のリスクが抽出されました。これらは階段や踏み台設置等の設備改善を実施し、リスク軽減
を図りました。

❷ 防油堤に踏み台設置
で転倒・転落リスク減！

❶
階
段
設
置
で
コ
ン
テ
ナ

上
へ
の
昇
降
が
大
幅
に
改
善

リスク評価と改善例
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昭和電工グループは、「多様性を尊重したマネジメントの推進」を経営方針のひとつとし、
本年スタートした新中期経営計画PEGASUSにおいては
「真に国際化された集団」をめざす企業像として掲げています。

多様な人材の活躍推進への取り組み

CSR活動報告

多様な人材の活躍推進の取り組み-1

多様な人材の活躍推進の取り組み-2

グローバルな人材の採用と育成

女性・障がい者の採用と育成

グローバル市場で特徴ある存在感を持つ化学企業となるため
に、グローバルに活躍できる人材の採用と育成が重要なテーマ
のひとつとなっています。
当社では国籍に関係なく優秀な人材に活躍してもらうため、
近年グローバルな採用活動を推進しています。国内の外国人留
学生の他、中国やタイの大学で直接リクルート活動を行い、継続
的に外国籍新卒採用を行っています。入社後の日本語研修を経
て、多くの社員が、高度な専門知識・技術を活かして活躍してい
ます。

当社は、性別・年齢・国籍などに関わらない多様な人材に活
躍の場を提供し、それにより組織を活性化する「多様性を尊重し
た経営」を目指しています。
その一環として、2008年から2012年まで国内単体の女性社
員を対象とした活躍推進に取り組んでいます。
2010年も引き続き、女性社員の積極採用・配置、キャリア形
成･能力開発支援、社内の啓発活動、多様な働き方を実現する環
境整備のための諸施策を実施してきました。
その結果、2010年末時点の女性社員比率は、国内単体で
8.1％（前年同期比+0.8％）、国内連結で9.3％（同+0.4％）、

グローバル連結で19.0％（同+0％）に上昇しました。女性経営
職層（管理職）比率についても、単体で1.6％（同+0.4％）、国内
連結で1.8％（同+0％）、グローバル連結で4.0％（同+0.3％）
と引き続き漸増傾向にあります。
今後も、女性をはじめ多様な人材がさらに活躍できる企業風

土の醸成に努めていきます。

当社では、さまざまな個性をもった方がともに働ける職場づ
くりを目指して、障がい者の雇用促進、活躍推進に継続的に取
り組み、障がい者雇用率は2006年から法定雇用率を達成して
います。
今後も、ハローワークや特別支援学校などとも連携しながら、
障がいを持つ方が、能力を十分に発揮できるように、個々の特
性を活かした職域の開発に取り組んでまいります。

被災地復興支援の取り組み

　このたびの東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ
ます。

［義援金について］
　当社グループでは3月16日、事業所を展開する福島県、相馬市、新地町
および日本赤十字社に、被災地の一日でも早い復旧を祈念して、合計1億
円の義援金をお送りしました。

　また、昭和電工の労働組合との協働により、社員一人ひとりの思いを込
めた義援金を募り、1,000万円以上の義援金を被災された方々にお送り
しました。

［被災地の支援活動］
　当社グループの生産拠点がある福島県喜多方市、会津若松市の商工会
議所との共催で、東北地方の風評被害に対する支援として福島県物産展
など社内での販売促進も展開しています。

人材育成面での支援策のひとつとして、海外留学制度を活用
しています。英語や中国語などの語学力習得を目的とした短期
プログラムの他、研究調査や高度な経営知識の習得などを目的
とした2年間の海外留学制度を設けて、計画的に社員を派遣し
ています。
さらに、昨年からは、海外現地法人で活躍する現地プロパー
社員に対する人材育成策を検討し、中国の現地法人のマネー
ジャー層を対象にした集合研修を実施しました。

福島県物産展（6月24日開催）

中国マネージャー研修の様子

連結従業員数の推移（2007～2010年）
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昭和電工グループは、製品サービスの提供で社会に貢献するとともに、
当社グループ特有の資源（技術・人材・設備）を活用した社会への貢献も進めています。
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、
工場見学などで地域への貢献を図っています。

グループ特有の資源を活用した地域社会への貢献

CSR活動報告

液体窒素を使いバナナで釘を打ったり風船を変化させたり、ド
ライアイスを使ってシャボン玉を浮かばせたり、試薬が反応し
次々に色が変化する実験を行いました。
後日、児童の皆さんから感想文をいただき、化学に興味を与え

るきっかけになったと手応えを感じました。今後も出前授業を地
域貢献のひとつとして継続し、子供たちに夢を与えられる活動
をしていきます。

東長原事業所の出前授業の様子

東長原事業所では、2010年11月に地元小学校で初めて出前
授業を行いました。五年生77名を対象に、実験を通じ化学に興
味を持ってもらう、さらに事業所を理解してもらうとの趣旨で、
大分コンビナート・大分事務所の協力を得ながら安全で楽しい
実験を検討してきました。
当日は午前中の四授業時間を使い、研究開発職・分析担当者

を中心に18名が授業に臨みました。内容は「ゲルの生成」と「物
質の三態」から二つずつ実験を行いました。
「ゲルの生成」では、紙おむつから取り出したPASという物質
を使い、水を吸わせたり吐出させたり、また、「物質の三態」では

東長原事業所

地元小学校への出前授業

八幡臨海祭りでの当社グループのブースの様子

千葉事業所

自作のゲームで大盛況！八幡臨海祭りに参加しました
2010年5月、千葉県市原市で毎年恒例の八幡臨海祭りが開
催され、千葉事業所が参加しました。この祭りは地域住民と地
元企業が交流を深め、地域を活性化させることを目的に、町会
と企業が中心となって企画、運営を協働で行っています。
当社グループは、子供向け遊びコーナーを出店しました。今回

は、LED工場自作の「LEDルーレットで“あたり”を出そう」という

もので、集めるあたり券の数で交換できる景品が変わるもので
した。そのため、降りしきる雨にもにもかかわらず、当日は過去
最高と思われる多くの子供たちで大賑わいでした。
今後も積極的に様々な形で地域とのコミュニケーションを

図っていきます。

昭和タイタニウム

富山・高岡地区レスポンシブル・ケア地域対話に参加
2010年3月、日本レスポンシブル・ケア協議会（JRCC）主催

の第5回富山・高岡地区地域対話が富山市で開催されました。
当対話には、行政・自治会・市民団体、および昭和タイタニウム
（株）を含む企業から96名が参加しました。
対話の狙いは「環境・安全・健康への取り組みへの理解」「地

域の不安・疑問の回答、情報提供」でした。昭和タイタニウム（株）
は、廃棄物のゼロエミッションを達成し、環境に優しい企業をめ
ざしていることを発表しました。
質疑応答では緊急時の地域への広報について各社の対応状
況の説明を求められ、アンケートでも、より一層の情報公開の要
請がありました。

開会のあいさつをする昭和タイタニウム社長

今後とも、毎年実施している工場見学会、近隣小学生の体験学
習をさらに充実させ、近隣行事への積極的に参加し、より深く地域
とのコミュニケーションを図っていきます。

伊勢崎事業所と群馬アトム

群馬県障がい者野球チームへのグラウンド提供
群馬アトムは伊勢崎市にある身体障がい者野球チームで、6
年ほど前から伊勢崎事業所内にあるグラウンドを本拠地のひと
つとして、毎週日曜日、練習を行っています。群馬アトムの関係
者の方が伊勢崎事業所にいたことが縁で、グラウンドの貸し出
しは始まりました。
群馬アトムは2010年も関東地区大会で優勝、全国大会に進

出するほどの強豪チームです。さらには、2010年11月に神戸で

行われた世界身体障がい者野球日本大会に参加する日本代表
チームにも選出される選手もいるほどです。昨年は地元メディ
アからの取材もグラウンドで行われ、上毛新聞やテレビ朝日で
紹介されました。

伊勢崎事業所グランドでの練習風景

新潟水俣病第4次訴訟和解
2009年に提訴された新潟水俣病の第4次訴訟について、2011年3月、原告との和解が成立しました。
また、その他の新潟水俣病被害者に対しても、2009年に成立した「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置
法」に基づいて対応を進めています。
1965年に発表された新潟水俣病は、1971年の第1次訴訟で確定した判決により、当社鹿瀬工場（当時）から排出されたメチル水銀
が阿賀野川の魚介類を介して人体に蓄積、発症したとされているものです。
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〈別冊〉昭和電工CSRレポート2011

進化する個性派化学が、
人と地球にできること

私たちのCSR
‒ 東日本大震災からの復興に向けて‒

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。

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。

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。

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。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効利用に役立ちます。

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：03-5470-3672　Fax：03-3431-6442
ホームページ：http://www.sdk.co.jp/
メールアドレス：sdk_csr_office@sdk.co.jp

昭和電工株式会社




