
この印刷物は適切に管理
された森林からの原料を含
むFSC®認証紙を使用して
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。

有害物質を含んだ廃液
が少ない、水なし印刷方
式を採用しています。

VOC（揮発性有機化合物）成分ゼ
ロの環境に配慮した100％植物
油インキを使用しています。

昭和電工はGPN会員と
して印刷物のグリーン購
入に取り組んでいます。

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。

ユニバーサルデザイン（UD）の
考え方に基づいた見やすいデザ
インの文字を採用しています。
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すべてのステークホルダーの方々に昭和電工グループのCSRに関する取り組みをご理解いただける効果的な報告を目指しています。
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、お読みいただく目的等によって選んでいただけるように、
下記の3つの媒体で当社グループの活動をご報告しています。

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。

当社グループのCSRマネジメント体制から社会
性報告、環境保全、安全への取り組みまでをデー
タの詳細とともに掲載しています。

持続可能な社会の発展に貢献するために昭和
電工グループがどのように取り組んでいるか、
また、今後どのように貢献していくのかを従業員
の声を通じてご紹介しています。

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

ＣＳＲ情報の報告媒体について



はじめに
昭和電工グループは、2005年のCSR会議をはじめ
とするCSRへの取リ組みの明確化以来、製品・サービ
スの提供を通じて社会に貢献する「社会貢献企業」を
目指してきました。
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、消費者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、
昨年の東日本大震災に際しては、上下水道の殺菌に
使用される次亜塩素酸ソーダ、排ガス脱硝に必須の

アンモニアに代表されるような、社会インフラ維持の
ために不可欠な製品を多く保有し、それら製品の安
定供給を求められていることを改めて認識しました。
当社グループの事業活動が大きな社会的責任を担っ
ていることを痛感するとともに、事業の社会的意義に
対する誇りを一層強く持ちました。（昨年発行のCSR
レポート2011別冊参照）

震災復旧と復興への貢献
東日本大震災に関しては、当社は福島県内に四つ

の事業所・関係会社で事業を行っていることもあっ
て、現地の様子を知る機会も多く、いまだに県内各地
で不自由な生活を強いられている方々の様子や、な
かなか復興が進まない産業の様子なども、より現実
的課題として承知しています。
改めて、犠牲者のご冥福をお祈りするとともに、被
災地の復興に向けて、今後も福島・会津企業マルシェ
の活動などを企画・実行し、継続的な支援に取り組ん
でいく所存です。当社グループは、そのような活動に
よって、大震災の被害にあわれた皆様の生活の速や
かな復旧と産業の復興に貢献してまいります。

中期経営計画「PEGASUS」の推進
当社グループでは、2011年から5年間の中期経
営計画「PEGASUS」を推進しています。この中計に
よって当社は、「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」するグループの具
体化を進めてまいります。私たちは「エネルギー・環
境」、「情報・電子」の2分野を事業ドメイン（領域）と定
めました。
CSRレポート2012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。また、ペガサス
の飛翔を支える力強い翼となる製品・サービスの紹
介から、豊かさと持続性が調和する社会の構築に向
けての製品群・事業の展開、技術開発の方向につい
ても、本冊子の中で詳しく説明しています。
当社グループの製品の多くは、自然界から得られ
た原料をベースに、社会に有用な物質を取り出し、あ
るいは化学反応、加工により付加価値を高めてお客
様にお届けしています。その過程において、事業活動
そのものが地球環境に大きな影響を与えることを自
覚しています。

持続的成長を遂げていくために
当社グループは、1995年に「環境･安全・健康」に
関する経営方針である「レスポンシブル･ケアに関す
る行動指針」を策定して、当社グループ全体の活動と
して取り組みを進め、2005年には「レスポンシブル･
ケア世界憲章」にも署名しました。レスポンシブル･ケ

アとは、「化学物質を扱う企業が化学製品の開発から
製造、使用、廃棄に至るすべての過程において、自主
的に環境・安全・健康を確保し、社会からの信頼性向
上とコミュニケーションを行う活動」であり、本レポー
トの中では、これら環境影響への配慮についても多様
な角度から記述しております。
例えば、当社グループは原料の調達にあたって、
CSR的配慮を記述したCSR購買のガイドラインを定
めて、パートナーの皆様との協働を進めています。さら
に、当社グループの事業活動が環境に与える影響を
把握し、その結果をもとに生物多様性への取り組み
項目の優先順位づけを進めていきます。
これら持続的成長を遂げていくために不可欠なの
が、当社グループを支える従業員の皆様の存在です。
従業員の皆様一人ひとりが持てる力量を高め、その
能力を最大限に発揮できる体制を整えることも重要
なことだと考えています。協力企業の皆様とも連携し
て働きやすい職場を構築し、家族の皆様を含めて幸
せ、健康で安全な就業環境を整備するとともに、当社
グループの事業活動のグローバル化を支える多彩な
人材の育成にもこころを砕いています。
同時に、各製造拠点の安定運転に向けては、拠点
周辺にお住まいの皆様のご理解をいただき、安心し
て生活していただける環境を提供させていただくこと
も重要なことです。地域にお住まいの皆様に当社グ
ループをご理解いただく活動を続けるとともに、いろ
いろな形での対話を進め、率直なご意見を拝聴しな
がら、共生を図っていきたいと考えています。

本レポートは、これら当社グループの活動全般をで
きるだけわかりやすく記述したものです。
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。

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します。

昭和電工株式会社
代表取締役社長

1 昭和電工 CSRレポート2012 2昭和電工 CSRレポート2012



●石油化学事業部門
（石油化学基礎製品、有機化学製品）
●化学品事業部門
（産業用ガス、工業薬品、高機能化学品、エラストマー製品、
半導体産業向け高純度ガス・薬品、樹脂複合製品）
●無機事業部門
（セラミックス製品、黒鉛電極、高機能カーボン製品）
●アルミニウム事業部門
（アルミニウム圧延品・押出品・鍛造品、熱交換器、
飲料用アルミ缶）
●HD(ハードディスク)事業部門
(ハードディスク）
●エレクトロニクス事業部門
（化合物半導体材料、レアアース磁石合金）
●先端電池材料部
（リチウムイオン二次電池材料、燃料電池カーボン部材）

※　　　を引いている製品は、「研究中または開発中の製品」を表しています。

主要製品・商品

グループ概要（2011年12月期）

●火力発電所
・SiC（パワーデバイス）
・アンモニア（窒素酸化物還元剤）

●風力発電所
・レアアース磁石合金（モーター）
・SiC（パワーデバイス）
・高純度アルミ箔
 （コンデンサー用材料）

●送電設備
・電融アルミナ（碍子原料）
・アルミナ（碍子原料）

●大規模データセンター
・次世代高密度記録媒体

●農地
・アンモニア（肥料）
・パーライト（土壌改良）
・生分解性樹脂（農業用資材）

●植物工場
・アルミニウム押出材（栽培棚）
・LED（植物育成用照明）

●自動車
・不飽和ポリエステル樹脂（ランプリフレクター）
・フェノール樹脂（ATクラッチ、板吸収音材）
・電融ジルコニア（ブレーキ）
・塩素化ポリエチレン（電線）
・アルミナ（ハニカム-排ガス除去）
・アルミニウム鍛造品（エンジンピストン、サスペンション）
・LED（車内・リアランプ）
・レアアース磁石合金（電動パワーステアリング）

●道路、橋梁
・アルミニウム押出材（照明ポール）
・高輝度LED（信号機）

●太陽光発電所
・高純度ガス（ソーラーパネル）
・SiC（パワーデバイス）

●バイク
・アルミニウム鍛造品（バイク部品）
・ビニルエステル樹脂（ヘルメット）

●鉄道
・アルミニウム押出材（鉄道車両）
・SiC（パワーデバイス）

●屋上庭園
・パーライト（緑化資材）

●建築物
・光触媒（防汚塗料）
・外壁用パネル

●病院
・亜酸化窒素（麻酔ガス）
・酸素
・亜酸化窒素分解処理装置
・亜酸化窒素を利用した発電装置
・クロロプレン（手術用手袋）

●携帯電話、スマートフォン
・酸化チタン（コンデンサー用）
・電池用部材（リチウムイオン電池）
・アルミ電池包材
・ITケミカルズ
・LED（バックライト）

●飲料
・飲料用アルミ缶、蓋
・炭酸ガス（炭酸飲料）

●電気自動車
・電池用部材（リチウムイオン電池）
・レアアース磁石合金（モーター）
・SiC（パワーデバイス）
・高純度アルミ箔（コンデンサー用材料）

●燃料電池車
・白金代替触媒（燃料電池材料）
・水素（燃料）
・セパレーター（燃料電池材料）

●ロケット発射台
・液体水素（ロケット燃料）
・液体酸素（ロケット燃料）

●金属加工メーカー
・電融アルミナ（研削用砥粒）

●電気製鋼炉
・黒鉛電極

●ガス製造所
・熱交換器（ガス蒸発機）

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。また、持続的発展を促進する製品の研究開発を
進めており、近い将来、社会の中で活躍すると思われる製品も一部ご紹介します。

化学のチカラで夢を具体化。
SHOWA DENKO!

昭和電工株式会社
〒105-8518  東京都港区芝大門1-13-9
42社
11,542人
売上高 8,542億円
営業利益 474億円
当期純利益 170億円

事 業 者 名
本社所在地
連結子会社数
連結従業員数
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●気球、飛行船
・ヘリウム

●プリンター
・レーザープリンター用
 アルミニウムシリンダー ●空気清浄機

・光触媒（消臭、抗菌）
・紫外LED（光触媒作用の補助光源）

●カーテン
・光触媒（消臭、抗菌）

●パーマ液
・カーリング剤

●衣料品
・酢酸（ポリエステル繊維原料）
・アンモニア（アクリル繊維、
 ナイロン繊維原料）

●掃除機、ドラム式乾燥機
・レアアース磁石合金（モーター）

●冷蔵庫
・熱交換器

●ゲーム機
・アルミナ（放熱材料）
・電池用部材（リチウムイオン電池）

●ハードディスクレコーダー
・ハードディスク

●上下水道
・次亜塩素酸ソーダ（水道水殺菌剤）
・水酸化アルミニウム（凝集材）

●バスタブ、調理台
・水酸化アルミニウム
 （人造大理石フィラー）

●電動アシスト付自転車
・アルミニウム鍛造品
・レアアース磁石合金（モーター）
・電池用部材（リチウムイオン電池）

●パップ剤
・ポリアクリル酸ソーダ（基材原料）

●デジタルカメラ
・半導体用研磨剤
・酸化チタン（コンデンサー用材料）
・高純度アルミ箔（コンデンサー用材料）

●食品容器・包装
・アルミキャップシール
・酢酸ノルマルプロピル
 （菓子袋のグラビア印刷インキ溶剤）
・チャック付きポリ袋

●燃料電池
・白金代替触媒（燃料電池材料）
・セパレーター（燃料電池材料）

●排水管
・耐火二層管

●薄型テレビ
・液晶ガラス用研磨剤
・酢酸エチル（LCD用粘接着剤原料）
・LED（ディスプレイバックライト用）
・感光性アクリル樹脂
 （カラーフィルター）

●エアコン
・モレキュラーシーブ
 （脱臭フィルター）
・窒化ホウ素
 （インバーター用放熱材料）

●化粧品
・ビタミンC誘導体
・ビタミンE誘導体

●家具・内装材
・クロロプレン
 （ソファー発泡体用接着剤原料）
・EVAエマルジョン
 （オレフィン合板用接着剤原料）

●フレキシブルディスプレイ
・ITケミカルズ

●照明
・LED
・有機EL（面照明）

●めがね
・アリルエステル樹脂（レンズ）

●パソコン
・電融アルミナ（電子部品）
・アルミナ（電子部品）
・ハードディスク
・ビニルエステル樹脂
（ソルダーレジスト）
・レアアース磁石合金
（ハードディスクドライブ）
・水酸化アルミニウム（難燃剤）
・電池用部材（リチウムイオン電池）
・LED（バックライト）

化学のチカラで夢を具体化。
SHOWA DENKO!
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オフィスでも、家でも・・・、
未来に向かって、私たちの暮らしが変わり始めています。
私たちの暮らしやビジネスシーンにも、当社グループの製品・技術は貢献しています。
その中でも、地球温暖化など地球規模の課題解決への寄与や、高度情報社会を支えるために、「エネルギー・環境」と
「情報・電子」の二つの事業ドメイン(領域)を設定し、豊かさと持続性が調和する社会の創造に貢献していきます。
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SiCを用いて作成されるパ
ワー半導体は、従来のＳｉ
（シリコン）半導体に比べ
優れた物性を持ち、高温動
作が可能で、高電圧大電
流に耐えられることから、
機器の小型化、軽量化に
寄与します。また、電力変
換効率が高いことから、省
エネルギーにも大きく貢献

することが期待され
ています。

現在、研究開発部門と連携して探索し
ている次世代高密度記録媒体は、従来
のHDDと同様、大容量の情報記憶が

必要な場面で利用されると
考えられます。

執行役員
研究開発本部長

中條 哲夫

技術戦略室
戦略マーケティングセンター

福島 正人

新たな材料とその付加価値で
快適で豊かな生活を支える

IT
ケミカルズ

次世代
高密度
記録媒体

LED
（植物育成用
照明）

有機EL

パワー半導体
向けSiC

エピタキシャル
ウェハー

情報・電子
分野

エネルギー・
環境分野

高度情報社会を支える
新しい記録媒体を生み出す

有機EL照明の黎明期を
切り拓いていく

LEDの高機能化と
栽培方法の進化で

植物栽培事業発展の一翼を担う

パワー半導体の普及に寄与し
低炭素社会、循環型社会の実現に貢献

SiCエピタキシャル
ウェハーの特長は？

世の中に必 要とされる
製品を創出 し続けていく

研究開発センター（川崎）
サイトマネージャー

和田 哲夫

研究開発センター
（土気1グループ）

加藤 剛

技術戦略室
戦略マーケティングセンター長

鈴木 廣志

SiCパワーエレクトロニクス
プロジェクトマネージャー

佐藤 貴幸

      
      
      
      
       植物育成用LED

      
      
      
      
         有機EL照明

次世代高密度記録媒体とは？

パワー半導体向けSiC

エピタキシャルウェハー

耐熱
透明
フィ
ルム

「シ
ョウ
レイ
アル

®」

当社は無機・金属・有機化学技術を深化、融合
させることによって個性派化学を進化させてきまし
た。当社グループの歴史がそれを物語っています。水
力発電、化学肥料、アルミ製錬、石油化学を経験しペ
ガサス（中期経営計画）においてはハードディスクと黒
鉛電極の二つの翼（中核事業）へと変貌してきました。

現在の開発ターゲット領域は「エネルギー・環
境」と「情報・電子」とし、市場ニーズに対

応しています。「エネルギー・環
境」では半導体デバイス
ＳｉＣ、照明用有機ＥＬ、植物
育成に特徴があるＬＥＤ
などであり、「情報・電子」
ではＩＴケミカルズや次世
代高密度記録媒体の開
発を進めています。
研究開発での成功の

鍵は市場の把握にあり、将
来ニーズをどれだけ読みきるか、

信念を持てるかにあります。いわゆるマーケ
ティングで市場の核心を掴むことが勝ち残る条件で
す。さらに差別化要因として革新的技術を付加でき
れば最適です。逆説的に言えば、いくら高度な技術を
開発できたとしても、お客様に認知していただけない
製品では意味がありません。
またその意識と行動力を兼ね備えた人材育成の
フォローも実施しています。
今後の取り組みとして理想を掲げると、社会貢
献性を考慮した技術開発も意識します。これまでの
研究開発技術には、貧困や医療福祉、原料の枯渇
問題、食糧問題など、地球規模の課題を解決する
のに十分寄与できる潜在能力はあります。従来型
の技術開発の追求はもちろん、新興国などを想定
した開発の機会も視野に入れます。保有するキー
テクノロジーに磨きをかけて、新しい事業展
開を実現するためのイノベーションテ
クノロジーを獲得していけるよう努力
していきます。

有機ELは、主にディスプレイや照明に利用される面型の発光体です。
当社では有機ＥＬの高いエネルギー効率を利用し、省エネに寄与する次
世代照明としての製品化を目指しています。そこで、発光効率の高い新
構造と新素材を探し、素子レベルでの高性能化を実現しています。
今年は量産ラインのパネル試作と事業化に向けた体制を整備
していきます。有機EL照明市場はまだ黎明期です。グロー
バルな材料調達、海外の研究員との活発なコミュニケー
ションなど取り組むべき課題をクリアし、省エネが求

められている社会に貢献する価値ある製品
に育てていきたいと思います。

SiC（炭化珪素）エピタキシャルウェハーは、耐電圧と熱伝導性に優
れた化合物半導体です。電車やエアコンのモーター駆動、データセン
ターの電子回路などさまざまな用途での実用化が進んでいます。今後
はハイブリッド自動車・電気自動車に搭載されることで、市場成長の
可能性が見込まれています。当社製品は良好な表面平滑性

や結晶欠陥の制御といった品質の高さと、国内唯
一の量産対応を可能とした生産力が強みです。
今後はより一層技術力を高め、安定的な供給を
果たすことでお客様のデバイス開発や量産

に貢献していきます。

LEDは電気を光に変える半導体です。当社製品の植物育成用LED
は、深い赤色の波長を出すことで植物の葉緑体に含まれる色素クロロ
フィルを活性化させ、光合成を促進する働きがあります。当社製品を導入
した植物工場では、LEDの効果によって収穫期間を30％以上短縮するこ
とに成功し、植物栽培事業者の収益性向上に貢献しています。また、当社
グループではLED以外にも、栽培棚や炭酸ガス、反射板やパネルなどさま
ざまな製品を揃えることで、栽培事業を支えています。今後は、

適用品種の拡大と栽培方法の最適化、コストダ
ウンの実現を目指していきます。

情報・電子分野は技術進歩が激しく、戦略マーケティング部門では客
観的かつ俯瞰的に市場動向の情報収集に努めています。今後はクラウ
ドコンピューティングや大容量通信インフラの発展とともに、現在のス
トレージ生産量換算で、その少なくとも5倍強の大容量のストレージが
必要になると予想され、次世代高密度記録媒体の製品化が実現すれ
ば高度情報社会の構築に貢献すると期待しています。また、次世代高
密度記録媒体にかかわらず、パートナー企業とのさらなる連携や当社
の技術が貢献できる市場を常に意識し、潜在的な顧客の発

掘、市場を創造していきたいと思います。

ITケミカルズは、スマートフォンやパソコンなどのモバイルメディアやテ
レビのフラットパネルディスプレイなど、情報・電子分野で使用されていま
す。当社では耐熱透明フィルムや液晶パネル接続部の封止材などをはじ
め、多彩な製品をお客様に提供しています。進化の速い情報・電子分

野では、より微細に、高速に、クリアに、安く、長持ちするなど、
さまざまな改良を重ね、常にお客様のニーズを正確に捉え
てタイムリーに製品を供給することが当社の使命です。ま
た研究者としては、必要な新材料を開発し続けること
で社会に貢献できると考えています。

社会の持続的発展を“促進する”
――昭和電工グループの研究開発I

社 会 の 持 続 的 発 展 の た め に

社会の利便性・快適性の要求は今後も拡大していくことが予想されます。
その一方で、環境負荷の軽減も重要な課題です。
それらの課題に対して、昭和電工グループは進化する個性派化学で社会に貢献していきます。
当社グループの研究開発が果たす役割と
社会的課題解決への貢献が期待される製品をご紹介します。
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より豊かな生活の実現を目指し、
HDの大容量化に挑む

鉄資源のリサイクル、循環型社会への貢献を目指し、
黒鉛電極事業に挑む

この他にも昭和電工グループの製品は、皆様の生活を支えています

医療用亜酸化窒素
（笑気ガス<ショウワ>）

医療用余剰麻酔ガス分解・
吸着除去装置
「アネスクリーン®」

「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®」

東京都の水道水にも
使用されている
「ジアックス®」

水利システム

HD事業部門 営業部
マーケティンググループ
マネージャー

大久保 俊

カーボン事業部 大町事業所
副事業所長

稲田 達也
カーボン事業部 大町事業所

技術部長

濱田 聡之

黒
鉛
電
極

H
D

生分解性プラスチック
（ビオノーレ®）

水道用次亜塩素酸ソーダ
（ジアックス®）、苛性ソーダ、塩素

Pick Up! 

パソコンや薄型テレビなど、私たちの身の回りには生
活を便利で豊かにしてくれるものが多くあります。それら
の機器にはHD（ハードディスク）という記録媒体が使われ
ており、当社グループではそのHDを製造しています。
近年では、クラウド化に伴うストレージ※の需要増加な

ど、データ管理がより一層重要性を増してきました。特
に、大容量化という点では、HDの性能が機器の性能を左
右すると言っても過言ではありません。そのため、HDは
組み込まれる機器に合わせ、その製品と同等以上の技術
進歩や製品改良が求められます。数週間経つと製品が様
変わりしていると言われるほどのスピードで技術が進歩
している業界において、当社グループは開発力の高さと
スピード、かつ高品質で安定的な供給力でITやデジタル、

HDはハードディスクの略称で、データの記憶装置のこと。主
にノートパソコンやテレビ、レコーダーといったデジタル家電に
搭載されており、最近ではデータ管理をするサーバにも利用され
ています。昭和電工グループでは、耐衝撃性が強く小型かつ大容量
を実現するガラス製HDの製造が強みです。小さなディスクにも大容
量の記録を可能とする磁性層の開発力が、他社製品と差別化する上で、
大きなポイントとなっています。

電気炉製鋼法の電気炉、製錬炉において、鉄を熔解するた
めに利用される電極。主原料はニードルコークス、バイン
ダーピッチ、充填ピッチ。電極の先端の温度は3,000℃
に達し、そこから放電されるアーク熱は4,000～
6,000℃に上ります。電極生産設備の導入や製造
技術の確立は容易ではなく、昭和電工グループ独
自の技術力が活かされた製品であると言えます。

全身麻酔、鎮痛剤
として使用される
医療用ガス。余剰
麻酔ガス分解・回
収システム「アネ
スクリーン®」を提
供し地球環境に
配慮しています。

自然環境でCO2
と水に分解するプ
ラスチック。さまざ
まな製品への加工
が可能で、使用後
の回収・リサイク
ルが困難な分野
で実績を築きつつ
あります。

水道水の殺菌・滅
菌に欠かせない
次亜塩素酸ソー
ダは苛性ソーダと
塩素からつくりま
す。これら日常生
活に欠かせない
品々を当社は提
供しています。

大町事業所では、黒鉛電極の製造に要する電力の一部を、3カ所
の水力発電所で発電しています。この発電のために全長約36km
に及ぶ水路を運用していますが、この水は発電のみならず地域の
農業用水、生活用水としても利用されています。

クラウドといった情報技術の進化を下支えしています。
当社グループは、千葉、山形、小山、台湾、シンガポー

ル、マレーシア、アメリカの７拠点にHDおよびその原料の
製造工場やお客様のサポートセンターを設け、世界の
HDD（ハードディスクドライブ）メーカーに製品を届けて
います。また、お客様ごとのニーズや社会状況の変化に迅
速かつ柔軟な対応ができると同時に、安定供給に向けた
リスクマネジメントの役割も果たしています。
今後も技術力を磨き、ますます増えていくデータを確実

に記憶できるようHDの大容量化やさらなる信頼性の向
上を追求していく姿勢は変わりません。この先もお客様に
選ばれ続ける企業であるために、クイックサポートを実践
し続け、ひいてはより豊かな生活の実現に寄与していき
たいと考えています。

近年、新興国の経済発展などに伴い、世界規模で鉄の
利用が増えています。そのため、鉄資源リサイクル、低環
境負荷の観点から電気炉製鋼法が注目され始めていま
す。電気炉製鋼法は鉄スクラップを回収し、黒鉛電極を
用いた電気製鋼炉で溶解することで、鉄を再利用する方
法です。鉄鉱石から鉄を作る高炉法と比較してエネル
ギー消費量が約半分、CO2排出量を約25％に抑えるこ
とができます。
電気製鋼炉では電極に電流を流して放電し、3,000℃

にも達する熱で鉄スクラップを溶解します。当社グループ
ではその苛酷な状況で使用する黒鉛電極を製造し、国内
外の電気製鋼メーカーに納入しています。製鋼速度を上
げるため、電気炉の大型化・効率化が進んできましたが、

進化した電気炉の操業条件に合わせた製品開発を目指
し、電極の大型化や消耗量抑制といった品質改善に努め
ています。
大町事業所では電極製造時に使用する電力を発電時

にCO2が発生しない水力発電でまかなったり、燃料を
LNGに転換するなど、環境負荷抑制にも努めています。
私たちは、これまで築いてきた実績を礎として、今後は
新興国市場へも進出し、黒鉛電極の製造・供給を通して
資源循環型社会の実現に貢献していきます。

※ストレージ：コンピュータ内でデータやプログラムを記憶する装置のこと。

社会の持続的発展を“担う”
――昭和電工グループの製品・技術II

社 会 の 持 続 的 発 展 の た め に

昭和電工グループでは、中期経営計画「PEGASUS」で、「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」することを掲げています。
ここでは、その“ペガサスの両翼”として位置づけたHD（ハードディスク）と黒鉛電極をご紹介します。
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大川側大川側 扇町側扇町側

海底トンネル横杭
扇町から流れる風で坑内はひんやり。
左奥の銀色の配管の中に蒸気が通っています。

’05

2,000
（t） （%）

1,000

1,338
1,226

519
429

225

1.9 1.8

2.6

1.6 1.6

1.2

0.6

1,033

0

3.0

1.5

1.0

0.0
’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11（年）

埋立比率（%）

埋立処分量（t）

ゼロ
エミッション
達成ライン

610

環境保全

取締役常務執行役員
生産技術本部長

鯉沼 晃

機能別担当者会議での取り組み

大川地区の蒸気供給計画

設備技術グループ

川崎事業所

川島 良博

工務1グループ（扇町）
石田 博史

製造部
窪田 浩二

工務グループ（大川）
森 正隆

川崎事業所ゼロエミッション※の取り組み

化学品SCMセンター
鈴木 久夫

化学品SCMセンター
植田 隆

化学品SCMセンター
齋藤 仁

環境安全部
平林 和幸

安全・安心の環境と
個性派製品を創出し
社会の持続的発展に
貢献し続ける

設備安全

最終埋立処分量と総発生量に対する比率

ゼロエミッション達成

生産技術面における省エネ

無機性汚泥を合成蛍石（フッ化カルシウム）として有効利用
BeforeBefore

AfterAfter

地球温暖化、資源枯渇による原料高騰、電力価格の大幅な
上昇等、事業環境が厳しさを増す中で、国際社会の持続的発
展に貢献する製品・技術を提供し続けること、すなわち、当社
の経営理念に沿って生産技術の使命を具体化し実行すること
が極めて重要な時期に来ていると考えています。
生産技術の第一の使命は、従業員の安全を守り近隣の皆様

をはじめとするステークホルダーの皆様に広く安心を提供す
ることです。２００７年に「創る安全」活動を開始し「安全・安心は
自ら創り出す」をスローガンに労働災害・設備事故・環境トラブ
ルゼロに取り組んでいます。また、お客様とサプライチェーン
における製品安全を確保するために製品安全データシートを
提供するとともに、本年からはステークホルダーの皆様への情
報提供を始めたところです。
第二の使命は、省エネ・省資源を徹底し資源・エネルギーを
無駄なく大切に使って地球環境を保全することです。当社は
４０年前のオイルショック以来、省エネ・省資源技術を開発し実
用化してきましたが、本年からは「再資源化プロジェクト」を発
足させており、事業所間で無価値物・不要物を相互利用し再資
源化することと同時に産業廃棄物の半減に着手しています。
第三の使命は、研究開発との連携でより高機能で環境特性

に優れた製品を供給することです。生産技術は研究開発の
成果に量産性と品質再現性を付与することが役割ですから、
スピードを合言葉に使命を達成します。
これからも事業所内外の安全を積極的に創り出し、個性派
製品を提供し続けていきます。

川崎事業所は2005年に産業廃棄物の削減を目的に、製造部門、SCMセンター、環
境安全部がプロジェクトチームを結成し、産業廃棄物の発生量削減・有効利用化の取
り組みを開始しました。2008年には「ゼロエミッションの達成」を目標に掲げ、埋立処
分量の多い廃棄物の有効利用化に重点を置いて取り組みを進めました。
無機性汚泥を合成蛍石（フッ化カルシウム）として有効利用するために、生産技術

部、製造部との協働作業によって形状や不純物量をコントロールし、品質を安定させ
ました。さらに、複数の利用先および処理先を開拓することにより、2011年に念願の
ゼロエミッションの目標を達成することができました。この取り組みはレスポンシブル・
ケア活動の普及や充実に貢献したと認められ、2012年7月に一般社団法人日本化学
工業協会の第6回レスポンシブル・ケア賞を受賞しました。
今後、プロジェクトはより重点を絞った活動にシフトさせ、ゼロエミッションの維持だ

けではなく、さらなる最終埋立処分量削減に取り組みます。
※ゼロエミッション：産業廃棄物の最終埋立処分量が、発生量の1%以下になること。

機械、電気、計装、プロ
セスの４つの専門分野ご
とに、本社と事業所が一
体となった「機能別担当者
会議」を実施しています。
社内データベースで共有
している「全社MP情報」※を専門分野（機械、電気、計装、プロ
セス）別に整理したものをもとに、それぞれ専門分野の本質安
全設計の標準化や、よりわかりやすいガイドラインの作成を
進めています。今後もこれらの取り組みを継続し、設備にかか
わる「創る安全」活動をさらに深化させていきます。

川崎事業所では、環境負荷削減や事業所全体の競争力強化に向けた取
り組みのひとつとして、扇町地区から大川地区への蒸気の供給を開始しま
した。これは運河で隔てられた大川、扇町、昭和電工ガスプロダクツ（株）
川崎工場の3地区間に海底トンネルを建設し、全長約1,200mの配管を通
して扇町地区のボイラーの蒸気を大川地区に供給するものです。これまで
は各地区の小型ボイラーで蒸気を発生させていましたが、これでボイラー
の統廃合ができ、年間原油換算4,700kℓの燃料と、2,400tのCO2排出量
削減が期待されます。また、将来的には大川地区周辺企業への蒸気供給も
可能となり、周辺地域全体の省エネにつながることを期待しています。
この計画はNEDOのエネルギー使用合理化事業者支援事業として認定

され、補助金を受けて実施されました。

※MP（Maintenance Prevention：保全予防）情報：昭和電工
グループでは、社内外の事故・トラブル・重大ヒヤリハットおよび
対策事例のデータベース化を続け、現在約5,000件の情報を
グループ内で共有しています。

機能別担当者会議

社会の持続的発展を“支える”
――昭和電工グループの生産技術III

社 会 の 持 続 的 発 展 の た め に

生産技術は、「研究開発と量産化の橋渡し役」。
昭和電工グループが個性派製品を世の中にスピーディーかつ
安定的に提供していくためには、生産技術が欠かせません。
その他にも環境保全や安全への取り組みなど、さまざまな取り組みをご紹介します。
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横浜地区防災プロジェクト（横浜事業所）

徹底的省電力プロジェクト（千葉事業所）

被災地支援の取り組み

地震対策の強化
東日本大震災では、当社グループの生産設備などへの

直接的な被害はさほど大きくなかったものの、原燃料や
電力の手当から生産・販売に至るサプライチェーン全体
について著しい影響を受けました。
特に、福島県相馬市のアンモニア基地においては、津波

による壊滅的な被害を受けるとともに、グループ従業員１名
の尊い命を奪われるという悲劇を経験いたしました。
当社グループでは、従来から取り組んでいる地震対策

に東日本大震災での経験を活かし、従業員の安全確保お
よびお客様への製品供給にさらなる努力をいたします。
具体的な活動としては、各事業所における建屋の耐震診
断・耐震補強の実施、原料および製品のサプライチェーン

に関する調査、津波を想定した避難訓練、公的機関から
発表される災害に関する情報収集と共有化などを行って
います。

東日本大震災は、昭和電工グループにとって企業としてのあり方を再認識する契機となりました。
東日本大震災から1年。昭和電工グループのリスク管理や支援活動、省電力に向けた取り組みなどを
ご報告します。

当社グループは被災地域に事業所を展開しています。そ
こで、被災地の一日も早い復興を願っていくつかの支援を
行いました。
事業所がある福島県、相馬市、新地町と日本赤十字社

に、合計1億円の義援金をお贈りしました。また、昭和電工ユ
ニオンとの協働により、社員一人ひとりの思いを込めた義
援金を募り、1,000万円以上を被災された方々にお贈りし
ました。
東北地方の風評被害に対する支援として福島県物産の
社内販売促進を展開しました。福島県会津若松市と喜多方

市の商工会議所との共催で、福島県物産展である「福島・
会津企業マルシェ」を本社、川崎地区納涼祭、横浜事業所、
堺事業所にて開催しました。本社で開催した企業マルシェ
には会津の担当者の方も驚かれるほど多くの来場者があり、
会場は大変にぎわいました。また、8月～12月の間、当社グ
ループ社員限定の福島県物産の通信販売を行いました。
喜多方ラーメン、日本酒、新米、野菜、くだもの、その他加工
食品などが販売されました。

東京湾に面した横浜事業所では2011年10月28日、東日
本大震災発生を機に、地震による津波発生時の避難訓練を
行いました。これは「命だけ持って逃げて来い」という避難に
特化した訓練です。
これまでも、横浜事業所とその場内常駐協力企業を対象
に、地震や火災等が発生した場合の人員確認や情報伝達訓
練を行ってきましたが、今回は、「横浜地区防災プロジェクト」
を立ち上げ、関係会社を含めた横浜地区全体※の取り組み
として行いました。
訓練では、大地震発生後に津波が来ることを想定し、事
前に取り決めた横浜地区内３カ所の各避難場所（２階以上）
へ実際に避難して、その要領や各避難場所の収容能力を
確認しました。
横浜地区全体の総参加者数は、４１８名で、内横浜事業所

の３階建て事務所には、最低限の運転要員等を除いた３１０
名が避難し、地震発生から４５分間に、臨時救護所設置や

情報収集、全停電した場合の対策本部用電源確保など
の要領確認も行いました。
今回の訓練を通じて、横浜地区の仲間が地区防災プ

ロジェクトで協働し、共通のルールづくりに取り組むこと
ができました。今後は、横浜事業所事務所の耐震工事、
避難時の放送や内線のつながっていない部分の改善、非
常食や災害用具の充実と保管場所（１階から３階）の変更
等について対策を行い、津波対策に関しても実行可能な
対策の検討を行っていきます。

千葉事業所では昨夏、東日本大震災に伴う夏季電力需給
逼迫へ対応するため、徹底的な省電力への取り組みを行い
ました。削減目標は前年比－15%と高く、使用電力量のピー
クを迎える7月までにさまざまな対策を立案し、必要な工事
を完了させなければなりませんでした。また、生産設備を一
時止める方法もありましたが、電力需給逼迫が長期化する
との見込みから継続的に電力削減することが必要と判断し
ました。この方針を具体化するために「徹底的省電力プロ
ジェクト」を発足させ、生産現場、事務所はもちろん社員食堂
に至るまで事業所全体にわたって省電力に取り組みました。
生産現場における対策は3カ月間に9回の全体会議を開
催して検討しました。従来は実現性が低いとされるアイデ
アももらさず一つひとつ削減効果を実測して効果を確認し
ました。作業性を損なうとして通常は節電案件として挙げ
られないアイデアも担当者みずから発案しました。
事務所ではエアコン、照明、パソコンなどの節電を徹底し

て行いました。前日の成果や当日の電力使用量予測を毎
日事業所全員にメールで発信し節電の啓発に努めまし
た。社員食堂では厨房機器の電力を調査し、消費電力の
大きい炊飯器やベーカリーは電力ピーク時間帯を避けて
午前中に使用してもらうことにしました。
このように事業所全員参加で取り組んだ結果、目標値
以上の電力削減に成功しました。また、削減効果実測の
過程で行われた電力の見える化により、いろいろな無駄
の発見や新たなアイデアへとつながる気づきがありまし
た。これらも本プロジェクトの大きな成果と言えます。国
内でのＨＤ事業の発展のために、電力削減の取り組みを
今後も継続していきます。

本社

川崎地区納涼祭

横浜事業所

堺事業所

福島・会津企業マルシェの実績
開催場所

6月24日

7月28日

8月9日

9月9日

開催日
約400人

約1,000人
（納涼祭参加者数）

約250人

約100人

参加人数
約80万円

約73万円

約56万円

約7.3万円

売上

20

福島県物産通信販売の実績
品目

552

注文数

1,219,700円

売上

※（株）ジー･イーテクノス、昭和電工建材（株）、エンジニアリングセンター、
先端電池材料部、（株）エス･ディー･エスバイオテック、横浜事業所、場内
常駐協力企業各社（１６社）他

対策本部での情報記録風景 人員把握の様子

昭和電工グループ緊急土建担当者会議（2011年5月20日 本社）
東日本大震災を教訓に、各事業所における大規模地震・津波による最悪予測とその対
策などについて、情報共有のためのグループ会議を開催しました。

（後列左から）
インフラチーム 山崎 浩之、
保全グループリーダー 塩見 大介、
環境安全課 吹原 信之
（前列左から）
インフラチームリーダー 松森 徹、
CSRグループリーダー 木村 義信

本社での企業マルシェ

横浜事業所での企業マルシェ

東日本大震災から1年 ー昭和電工グループの取り組みー

T O P I C S
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この印刷物は適切に管理
された森林からの原料を含
むFSC®認証紙を使用して
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。

有害物質を含んだ廃液
が少ない、水なし印刷方
式を採用しています。

VOC（揮発性有機化合物）成分ゼ
ロの環境に配慮した100％植物
油インキを使用しています。

昭和電工はGPN会員と
して印刷物のグリーン購
入に取り組んでいます。

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。

ユニバーサルデザイン（UD）の
考え方に基づいた見やすいデザ
インの文字を採用しています。
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【別冊】昭和電工CSRレポート2012
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CSRレポート2012
Web（フルレポート） 〔PDF版〕

CSRレポート2012
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すべてのステークホルダーの方々に昭和電工グループのCSRに関する取り組みをご理解いただける効果的な報告を目指しています。
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、お読みいただく目的等によって選んでいただけるように、
下記の3つの媒体で当社グループの活動をご報告しています。

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。

当社グループのCSRマネジメント体制から社会
性報告、環境保全、安全への取り組みまでをデー
タの詳細とともに掲載しています。

持続可能な社会の発展に貢献するために昭和
電工グループがどのように取り組んでいるか、
また、今後どのように貢献していくのかを従業員
の声を通じてご紹介しています。

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

ＣＳＲ情報の報告媒体について


