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この「社会的責任報告書2008」は、日立化成グループが

進めているCSR活動のなかで、各ステークホルダーと当社

グループとの関係や、本業との関係において、重要性が高

い事項を中心に報告しています。

2008年は京都議定書で定められた第1約束期間の初年

であることから、CO2排出量のさらなる削減を目指す「カー

ボンマネジメント戦略」についての特集を組みました。

また、パフォーマンス報告は、2007年度版の報告書と同

様、「日立化成グループCSR取り組み方針」を編集の柱と

し、この方針に基づく行動実績や具体的な活動事例をで

きる限りわかりやすく報告しています。

日立化成グループは、この報告書を通じてステークホ

ルダーとのコミュニケーションを図り、CSR活動の向上に

つなげていきたいと考えています。

ホームページでは、CSR活動に関する最新のトピックス

をはじめ、この報告書では記載していない指針や規程、環

境効率・ファクターの算出例、「グリーン・カーテン・プロ

ジェクト」の実施報告などを開示しています。報告書の

バックナンバーも掲載しています。

また今後は、報告書と連動を図りつつ、ホームページの

内容を随時更新・充実させていく予定です。

●報告対象期間
原則として、2007年度（2007年4月1日～2008年3月31日）を対象
期間としていますが、一部は2007年度以前および以降の報告を
含んでいます。

●報告対象範囲
原則として、日立化成工業（株）および連結子会社53社を対象範
囲としています。ただし、環境負荷データの集計については、右記
を対象範囲としています。原則と異なる場合は、対象を明示して
います。なお、2008年1月に株式の譲渡により（株）日立ハウステッ
クは連結対象外となりました。このため、2007年度の環境負荷
データに同社のデータは含めず、2006年度以前は同社のデータ
を除いて遡及修正しています。
文中・グラフなどにおいて、日立化成工業（株）のみを指す場合は
「日立化成」「当社」「単独」、日立化成グループ全体を指す場合は
「日立化成グループ」「当社グループ」「連結」と分けて記載してい
ます。

●参考にしたガイドライン
●GRI（Global Reporting Initiative）「サステナビリティ・リポーティ
ング・ガイドライン第3版（G3）」

●環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」
●環境省「環境会計ガイドライン2005年版」

環境負荷データ集計対象計15社（32サイト）

日立化成工業（株）、新神戸電機（株）、日立粉末冶金（株）、日立エーアイシー

（株）、日本ブレーキ工業（株）、浪江日本ブレーキ工業（株）、日立化成オート

モーティブプロダクツ（株）、日立化成ポリマー（株）、日立化成フィルテック

（株）、日立化成工材（株）、日立化成コーテッドサンド（株）、Hitachi Chemical 

(Singapore) Pte. Ltd.、Hitachi Chemical (Johor) Sdn. Bhd.、Hitachi Chemical 

Co. (Taiwan) Ltd.、Hitachi Chemical (Dongguan) Co., Ltd.

ステークホルダーや本業との関係において
重要性の高い事項をわかりやすく報告しています。

ホームページでも
CSRに関する情報を開示しています。

http://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/csr/index.htmlURL

編集方針
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地球温暖化防止活動から
カーボンマネジメント戦略へ。
“京都議定書後”を見据えた
CO2排出量削減計画の検討をスタート

CSR活動の計画と実績 12
CSRマネジメント 16

日立化成グループのCSR活動 18
事業を通じて社会的責任を果たす

お客さま、お取引先とともに
●お客さま満足の追求 20
●製造プロセスにおける品質の追求 20
●化学物質の管理と情報開示 20
●お取引先との公平な関係の構築・維持 21
●お取引先との連携強化 21

いきいきと、安全で健康的に働ける職場をつくる

従業員とともに
●人権の尊重 23
●多様な人材の活躍推進 23
●従業員の能力向上とキャリア支援 24
●従業員とのコミュニケーション 26
●ハラスメントの防止 26
●労働安全衛生の推進 26

真に豊かな社会の実現に尽力する

社会のなかで
●社会貢献活動の推進 28
●日立化成グループの主な社会貢献活動 28
●地域社会とのコミュニケーション 29

持続可能な社会を実現する

地球環境のために
●環境経営の推進 30
●環境負荷の全体像の把握（マテリアルバランス） 32
●環境適合製品の供給 33
●化学物質による汚染防止 34
●地球温暖化の防止 36
●廃棄物発生量・最終処分量の削減 37
●物流における環境配慮 38
●オフィスにおける環境配慮 38

ステークホルダーからのご意見 40

主に株主・投資家を対象とし、2007
年度の経営、事業、財務状況のほ
か、中期的な経営・事業方針を説明
しています。

すべてのステークホルダーを対象
とし、環境保全、社会貢献、労働安
全、企業倫理・コンプライアンスな
ど、社会的責任に関する方針と2007
年度の活動内容を説明しています。

基盤技術、研究開発方針、知的財産
の取得・管理方針などのほか、研究
開発に関する施策と特許出願・保
有動向を説明しています。

報告書発行状況
日立化成グループは、1999年に「レスポンシブル・ケア報告書」を発行して以
来、毎年継続的に報告書を発行し、ステークホルダーに当社グループのCSR活
動について報告しています。この「社会的責任報告書2008」は、日本語版は7月
発行、英語版は8月に発行を予定しています。2009年度版も日本語版は7月、英
語版は8月に発行予定です。

将来に関する予測・予想・計画について
この報告書は、日立化成グループの過去と現在の事実だけでなく、発行時点に
おける計画や見通しに基づいた将来予測が含まれています。将来予測は、記
述した時点で入手できた情報に基づいた仮定ないし判断であり、諸条件の変
化によって将来の事業活動の結果や事象が予測とは異なったものとなる可能
性があります。

3つの報告書を通じて、日立化成グループの
活動情報を開示しています。

アニュアルレポート
経営・事業戦略と
それに基づく財務情報の開示

http://www.hitachi-chem.
co.jp/japanese/ir/ar.htmlURL

社会的責任報告書
社会的責任の履行に関する
情報の開示

http://www.hitachi-chem.
co.jp/japanese/csr/
index.html

URL

知的財産報告書
研究開発および
知的財産に関する情報の開示

http://www.hitachi-chem.
co.jp/japanese/company/
ip/index.html

URL

目次
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日立化成グループは、事業部門の枠に固執することな

く事業を再編し、目まぐるしく変化する経済環境にも影響

されない強靱な企業体質の構築に努めています。

また、お客さまの支持が得られた製品へは経営資源を

積極的に投入しています。さらに、先端的な技術・新製品

の創生を目指した研究開発とともに、グループワイドな技

術シナジーの活用を目指した仕組みの整備を通じて、モノ

づくり力の強化に取り組んでいます。

2006 3,491

0 8,000

2003

2005

3,212

3,340

16,764

17,065

2004 3,258 16,551

16,000 24,000
（名）

（年度）
単独

従業員数推移

2007 3,700

17,502

15,303

ダイシングダイボンディング
フィルムFH

異方導電フィルム
「アニソルム」

プリント配線板用積層板
「MCL E-679G」

単結晶シンチレータ
「GSO」

粘着フィルム
「ヒタレックス」

Liイオン電池用負極材
「MAG」

日立化成グループの概要

最先端の技術が生み出す多様な化学製品を提供し、
世界各地で豊かな社会の実現に貢献しています。

エレクトロニクス関連製品

半導体用材料

ディスプレイ・光学関連材料

プリント配線板関連材料

連結対象
会社数
連結売上高

連結従業員数

連結子会社  53社
持分法適用関連会社  9社
6,269億円
日立化成単独  2,705億円
（2008年3月期）
15,303名
日立化成単独  3,700名

日立化成工業（株）の概要

会社名

設立
営業開始
本社所在地

資本金

日立化成工業株式会社
英名：Hitachi Chemical 
Company, Ltd.
1962年10月10日
1963年4月1日
〒163-0449 東京都新宿区
西新宿二丁目1番1号
（新宿三井ビル）
154億4,297万円

半導体・ディスプレイ用材料、配線板・
配線板用材料など、世界トップクラス
の技術を幅広く提供し、エレクトロニ
クス機器・装置の高機能化、高性能化
などに貢献しています。

機能性材料関連製品

工業用材料

カーボン・セラミックス

機能性フィルム

診断薬

自動車関連製品

工業用素材、カーボン・セラミックス、
自動車部品、機能性フィルムなど、有
機・無機化学の基盤技術を応用した
幅広い製品を提供しており、ライン
アップの豊富さと信頼性に高い評価
を得ています。

お客さまの技術革新をサポートする先進的な製品を提供

事業と製品

グループ概要
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日立化成グループは、ワールドワイドなネットワークを

構築し、世界各地のお客さまのニーズに柔軟に対応でき

る体制を整えており、2008年3月現在、海外売上高比率は

38%にまで拡大しています。

特に近年需要が旺盛な中国では、新たな生産拠点の開

設や生産体制の拡充を積極的に進めています。また、今後

需要の拡大が予想される東欧、インド、中南米などでも営

業拠点づくりを計画しています。

0 5,0002,500 7,500
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（億円）

（年度）
エレクトロニクス関連製品部門
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機能性材料関連製品部門

売上高推移
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※ 2005年度より「工業材料関連製品」の名称を「機能性材料関連製品」に変更するとともに、従来は「工業材料関連製品」に区分していた一部製品を「エレクトロニクス関連製品」に移管しました。
2004年度以降の売上高は、変更後の新セグメント区分に組み替えて表示していますが、それ以前のデータの遡及修正は行っていません。

※ 2008年1月に住宅機器・環境設備部門を担っていた（株）日立ハウステックの株式を譲渡したため、同部門は2007年度第3四半期以降は連結対象外となりました。
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主要連結財務データ

日本・アジア・欧米の3極でグローバルにビジネスを展開

グローバル展開

売上高比率売上高比率

Hitachi Chemical Diagnostics, Inc.
Hitachi Chemical Co. America, Ltd.
Hitachi Chemical Europe GmbH

主なグループ会社

売上高比率 従業員数比率

5% 3%

欧米

Hitachi Chemical (Dongguan) Co., Ltd.
Hitachi Chemical (Shanghai) Co., Ltd.
Hitachi Chemical (Singapore) Pte. Ltd.
Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte. Ltd.
Hitachi Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd.

主なグループ会社

22%

アジア

新神戸電機（株）
日立粉末冶金（株）
日立エーアイシー（株）
日本ブレーキ工業（株）
日立化成商事（株）

主なグループ会社

73%

日本

従業員数比率従業員数比率

26%71%

生産拠点（エレクトロニクス関連）
生産拠点（機能性材料関連）
販売・サービス拠点

日本
生産拠点 28拠点
販売・サービス拠点 7拠点
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企業が社会に存在することの意義は、何らかの形で社

会に貢献していくことにあります。当社グループでいえば、

「企業ビジョン」にあるように、豊かな人間生活とより良い

社会の実現に役立つ“時代を拓く優れた技術と製品”を開

発・提供することに他なりません。

私たちは、社会から評価される技術と製品を生み出すこ

との対価として利益を得ているわけですが、今後も社会の

発展に貢献する企業グループであり続けるためには、単

に売上や利益を追求するのではなく、「経済」「社会」「地球

環境」の3つの側面で負っているさまざまな責任を積極的

に果たしていくことが不可欠であると考えています。

言うまでもなく、私たちの企業活動は、お客さま、株主・

投資家、お取引先、地域社会の皆さま方、従業員など、さま

ざまなステークホルダー（利害関係者）との関わりのなか

で成り立っています。

経済の側面では、新技術とそれを活用した新製品を社

会に提供することの対価として得た利益を、お取引先や従

業員、株主の皆さま、地域社会の皆さまに適正に分配して

いくことが果たすべき責任です。このために、「技術競争力

経営の基盤であるCSR活動を通じて、
すべてのステークホルダーをより幸せにします。

ステークホルダーに対する責任を果たし、
その信頼と期待にお応えしていきます。

私たちの理念は、「時代を拓く優れた技術と製品の開発を通して社会に貢献すること」。
高度で幅広い「材料技術」と「加工技術」を複合・融合し、

常に時代を拓く技術、製品、サービスを提供し続けることによって、
豊かな人間生活とより良い社会の実現を目指します。

私たちの使命は、「時代に先駆けた新たな価値の創造」。
未知の領域に踏み出す勇気とチャレンジ精神をもって、
時代に先駆けた「新たな価値」を創造することで、

お客さまと社会の様々な課題に対し、最適な解を迅速に提供します。

私たちが守り高めていく価値は、「信頼」。
お客さまと社会の信頼に必ず応え、企業としての責任を全うします。

そのために、常に環境に配慮しつつ、一人一人が基本と正道を守り、真の顧客満足を追求します。

企業ビジョン

ステークホルダーの皆さまへ
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の強化による競争優位性の確立」「連結経営効率の向上」

「海外展開の加速」などの施策を行い、株主配当金の増

額、事業所近隣での地域交流や次世代の人材育成などへ

の社会貢献費用の増額を推進しています。

また、社会の側面ではまず、お客さまに安全・安心で、確

かな品質の製品を提供することが果たすべき重要な責任

です。このために、2007年度は、シェアの高い2つの製品に

ついて事業継続計画（BCP）を策定し、大規模な災害など

が発生した際にもお客さまのラインに安定的に製品を供

給できる体制の構築を進めました。さらに今後は、事業継

続計画策定の対象製品を拡大していきます。

社外のステークホルダーとの最も身近な対話の接点で

あり、企業活動の基盤を支える従業員に対しては、多様な

考え方や背景を持った人々がいきいきと安心して働ける

環境を整えることが責任であると認識しています。これを

着実に実行していくために、ダイバシティを推進しており、

2007年度は社内最大のマイノリティである女性従業員の

活性化施策を検討し、具体的計画の策定などに取り組み

ました。また、この一環として、当社山崎事業所の近くに企

業内保育所を開設し、仕事と育児の両立を目指す従業員

の支援に力を入れています。

化学系企業グループとして、化学物質の適切な管理は

地球環境の側面における最も重要な責任の一つです。こ

れについては、従来から使用化学物質の管理や移動量管

理、電気電子製品・自動車分野での含有化学物質管理に

努めてきましたが、EUのREACH規則などに対応し、すべ

ての製品の化学物質を登録・管理するために、サプライ

チェーン全体で漏れなく化学物質に関する情報を管理す

るシステムの構築を進めています。

また、世界規模で対策が求められている地球温暖化問

題に、より積極的に取り組んでいくために、ポスト京都議

定書をにらんで、製法の抜本的な見直しや製品の革新的

転換を図ることを柱とする「カーボンマネジメント戦略」

の企画・立案を2008年度から本格的にスタートしていま

す。さらに、これを足元から活性化するために、事業所や

グループ会社の従業員が参加する「グリーン・カーテン・

プロジェクト」も始めました。

このほかにも、WBCSD（持続可能な開発のための世界

経済人会議）に参加し、世界の有力な企業人の先進的な

考え方に遅れずに対処していけるよう情報収集に努めて

います。

このように、「経済」「社会」「地球環境」の3つの側面で、

法と企業倫理の遵守にとどまらない、ポジティブなCSR活

動をグループ全体で展開していくことで、すべてのステー

クホルダーの皆さま方に「より幸せになった」と思ってい

ただけるよう取り組んでいきたいと考えています。

本報告書には、日立化成グループのこうした考え方や

2007年度を中心とした取り組みの一端をまとめました。

私たちのCSR活動に対し、皆さまの忌憚のないご意見を

いただければ幸いです。

2008年7月

3側面に共通する項目社会側面の項目
●多様な人材の活躍推進
●従業員の能力向上と
キャリア支援

●ワークライフ
バランスへの配慮

●労働安全衛生の推進

環境側面の項目
●環境経営の推進
●環境負荷の全体像の把握
●廃棄物量・最終処分量の削減
●物流における環境配慮
●オフィスにおける環境配慮

経済側面の項目
●お客さま満足の追求
●製品供給後のサポート
●お取引先との
パートナーシップ

●製造プロセスにおける
品質の追求

●環境適合製品の供給
●化学物質による汚染防止
●人と環境にやさしい
製品の供給

●地球温暖化の防止

社会

環境

経済

サステナビリティの実現に向けて取り組むべき項目

環境保全活動に計画的・継続的に取り組み、
豊かな地球環境を次代に引き継いでいきます。

取締役 執行役社長
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近年世界各地で多発している異常気象や森林火災、洪水といった地球温暖化に起因する

問題の解決には、限りある自然資源の有効活用が効果的な方策の一つになると考えています。

さまざまな化学合成技術を持つ日立化成グループは、地下資源から地上資源への代替、

化石エネルギーから再生可能エネルギーへの転換や、革新的な製法技術の確立を核に

CO2排出量の大幅な削減を目指す「カーボンマネジメント戦略」の策定を進め、

地球温暖化問題の解決に向けグループを挙げて取り組んでいきます。

500 100

400 80

200 40

300 60

100 20

100

1990 2010
目標

（千トン-CO2） （%）

（年度）

CO2原単位CO2排出量
2010年度までのCO2排出量削減目標（国内連結）

365 75
393

0 0

京都議定書後の
対策を検討・策定

対策をスタート

2020年2015年2012年2010年2008年

京都議定書第1約束期間

カーボンマネジメント戦略

地球温暖化防止活動

革新製法への
発想転換

地球温暖化防止活動から
カーボンマネジメント戦略へ。
“京都議定書後”を見据えたCO2排出量削減計画の検討をスタート

特集

P11

地球温暖化防止活動で2010年度目標を達成
日立化成グループは、京都議定書で定められた日本の温室効

果ガス削減目標（1990年比マイナス6%）を考慮し、2010年度ま

でにCO2排出量を1990年度比93%、売上高原単位で75%とす

る目標を掲げています。省エネルギー対策やサプライチェーン

の各段階での削減対策を進め、この目標値は達成できる見込

みとなりました。

カーボンマネジメント戦略を推進
2010年度～2015年度に向けたCO2の排出量削減対策として、従来の延

長線上の単純な省エネルギー対策から一歩製造プロセスに踏み込み、

製法革新、エネルギー効率の抜本改善、リサイクルのさらなる強化など

の斬新な対策に重点を移していくため、2008年度からその具体的な方

策の検討をスタートしています。

写真：浪江日立化成工業（株）のグリーン・カーテン

CO2排出量の実績推移は
P36に掲載しています。
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日立化成グループでは、サプライチェーンの各段階で

CO2排出量を削減する製品開発を進めています。

例えば、異方導電フィルム「アニソルム」は、低温で即硬

化する設計とすることで、お客さまのエネルギー使用を削

減しています。また、「樹脂バックドアモジュール」は、自動

車の軽量化に寄与し、自動車使用時の排出ガスの削減に

貢献しています。さらに、太陽熱反射塗料「ハイスター遮

太郎」は、室内温度の上昇を抑制してエアコンの省エネル

ギーに役立っています。

日立化成グループでは、製品製造の各段階で発生する

樹脂、フィルム、端材などを原料に戻したり、原料の一部と

して再利用することで、廃棄物発生量の削減に取り組むと

ともに、お取引先が原料を採掘・製造する際のエネル

ギー使用の削減を図っています。

また、ガラス繊維のようにエネルギーを多く消費する材

料の再利用を可能とする「FRPリサイクル技術」を開発し、

省エネルギーに貢献しています。

このほかにも、資材調達における輸送効率の向上を図

ることで、CO2排出量の削減に努めています。

FRP（ガラス繊維強化プラスチック）は、樹脂とガラス繊維の複合材
料で、耐腐食性、耐候性、強度に優れており、住宅機器、自動車部
品、小型船舶、鉄道車両部品などに用いられています。日立化成で
は、独自の技術で各材料を別々に回収することに成功しました。

基準製品 評価製品

99%

89%

100%

90%

「アニソルム」の温暖化ガス排出量計算結果※

1%

1%
111000%
削減

回収ガラス繊維

新品の繊維
新品の樹脂

分解
混合（50％）

（50％）

回収充填剤 リサイクル
FRP

回収樹脂溶液

回収ガラス繊維マット

FRP JR小海線のハイブリッド
ディーゼル車両の窓枠カ
バーに使われているリサ
イクルFRP
（提供：東日本旅客鉄道殿）

新幹線車両に使わ
れているFRP窓枠

製造工程
お客さま工程

研究開発
段階 使用段階でのCO2排出量を削減する製品開発に注力

端材の再原料化やリサイクル技術の開発を推進

FRPリサイクル技術

調達段階

地球温暖化防止活動

サプライチェーンの各段階でCO2排出量の
削減対策に取り組んでいます。

アニソルム

樹脂バックドアモジュール ハイスター遮太郎［日立化成工材（株）］

※（株）日立製作所の簡易LCAソフト「Hi-PLCA ver.3」による温暖化ガス排出量
計算結果（基準製品：AC-2000（貼付け温度170℃）、評価製品：AC-9000（貼
付け温度150℃））です。

Toward

2010
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日立化成グループでは、単位エネルギーあたりのCO2

排出量を低減できる、重油から天然ガスへの燃料転換に

重点を置いて取り組んでおり、今後も可能な範囲でグ

ループ内の各事業所に天然ガス設備を導入していきま

す。また、廃熱回収、断熱材の使用、空調設備の節電など

の省エネルギー活動にも地道に取り組んでいます。

さらに、データから製造工程でのCO2排出量の削減の必

要性が認められた製品は、製品設計部門にそのデータを

示し、製品の改良や削減につながる製品開発を進めてい

ます。これまでに、フィルム材料では溶剤を低沸点化する

とともに、膜厚を薄くすることで、塗工・乾燥工程の時間を

短縮し、電力使用量を42%削減することに成功しました。

日立化成グループでは、お客さまの協力や物流会社と

の連携によって、CO2排出量の削減に努めています。

例えば、お客さまとの納期の調整、輸送時の平積みから

2段積みへの梱包仕様の変更、積載量の多いトラックへの

変更などで輸送効率・積載効率を向上し、使用エネル

ギーの削減を進めています。

また、モーダルシフトや物流会社への低燃費トラックの

導入の呼び掛けにも取り組んでいます。

浪江日立化成工業（株）のグリーン・カーテン

エネルギー転換や製法革新を推進

輸送効率・積載効率の向上によってCO2排出量を削減

地球温暖化防止活動からカーボンマネジメント戦略へ。

物流段階

製造段階

“グリーン・カーテン”による事業所での省エネルギー活動

つる性の植物でつくる“グリーン・カーテン”の内側は、

外側と比べ数℃～10℃気温が下がるといわれていま

す。日立化成グループのデータでは、エアコンの使用

を控えることで、夏季の電力使用量を約20%削減で

きたことから、事業所での省エネルギー活動の一つ

としてグリーン・カーテンの展開を進めています。

特集

下館事業所の貫流ボイラー

地球温暖化防止活動Toward

2010
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日立化成グループは、現在さまざまな会議などで議論

されているCO2排出量の削減目標を考慮し、新たに2015

年度に向けた国内での暫定目標として「1990年度比15%

削減」という目標を掲げました。

この目標値を達成するためには従来の発想を断ち切

り、全く異なる視点から製法上の斬新なテクノロジーを開

発することが不可欠であると考えています。このため、「製

法革新・新製品領域」に最も重点を置きながら、並行して

「事業所インフラ領域」「環境保全領域」の対策検討を進

め、削減目標の達成に向け「カーボンマネジメント戦略」

を遂行していきます。

日立化成グループは、CO2排出量の削減を通じて地球

温暖化の防止に貢献し、社会に認められる持続可能な企

業グループを目指します。

グループ各社で燃料転換を進めるとともに、ユーティリ

ティーの改善や省エネルギーテーマの積み上げを進め、

エネルギー効率のさらなる向上に努めます。

また、CO2排出量が多い事業所の改善に向け、社内

CDM制度を導入するなど、グループ内で削減対策投資を

支援する仕組みの整備も計画しています。

「グリーン・カーテン・プロジェクト」をグループ全社に

展開し、環境保全に対する意識の向上と電力使用量の節

約によるCO2排出量の削減につなげていきます。

これまでの燃料転換施策には限界があります。今後は、

製造プロセスを革新し、資源やエネルギー消費を最小限

にする「製造技術の革新」に挑戦していきます。

そのためには、製品設計も重要な要素となるため、製

品開発段階からの省資源・省エネルギー活動も強化して

いきます。

他領域の削減対策で目標値が達成できない場合に備

え、補助的手段として排出権（量）取得を並行して検討して

いきます。単にカーボン市場で排出権を購入するのでは

なく、省エネルギー技術を活用し、排出権枠を取得する考

えです。

環境保全領域

製法革新・新製品領域

事業所インフラ領域

排出権領域

4領域の削減対策を
総合的にマネジメント

CO2排出量削減目標と削減領域（国内連結）

2010 2015 2015
目標推定目標

（年度）

（千トン-CO2）

1990
実績

2010年度目標
1990年度比
777%削減

C

D

B

A2015年度目標
1990年度比
111555%削減
（暫定目標）

400

350

300

250

0

393

334

365

事業所インフラ領域 B

D

A

C 環境保全領域

製法革新・新製品領域

排出権領域

カーボンマネジメント戦略

4つの領域からなるカーボンマネジメント戦略の
策定に取り組んでいます。

Toward

2015
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日立化成グループCSR中期ロードマップ
活動の進化レベル

●理念の形成と啓発
●推進体制と展開ツールの
整備

●現状の把握

●課題解決に向けた具体的
施策の立案と実行

●ステークホルダーとの
コミュニケーションの活性化

●具体的施策の強化
●働きやすい職場づくり
●情報開示とコミュニケーション
●事業活動を通じた社会への
貢献

●グループ展開の強化
●グローバル対応の推進

●各部門・グループ会社に
よる自律的な活動の推進

●活動の全体最適化の促進
●戦略的CSRの推進

●国境を越えて人間生活・
自然環境の向上に貢献
し、社会から尊敬される
企業グループへ

●すべての従業員が達成感
を得られる、明るく元気で
前向きな企業集団へ

PDCAサイクル
による活動の

進化

法と企業倫理に則った誠実な企業活動
定着期Ⅰ 定着期Ⅱ 成果収穫期Ⅰ 成果収穫期Ⅱ
2006年度2005年度2004年度 2007年度 2008年度 2009年度～2010年度

導入期 定着準備期

CSR活動のさらなるレベル向上に
グループ全体で計画的に取り組んでいます。
日立化成グループでは、「CSR中期ロードマップ」「CSR取り組み方針」に基づく行動計画を毎年度策定し、
PDCA（計画・実行・検証・改善）サイクルを回しながら、グループ一丸となってCSR活動のレベル向上を図っています。

日立化成グループCSR取り組み方針

すべての取引先に協力を求めて社会的責任意識を共有化し、
公正かつ健全な事業活動の推進に努めます。

ビジネスパートナーとの
社会的責任意識の共有化8

すべての従業員にとって、働きやすい、やりがいのある職場づくりに努めるとともに、
仕事を通じた自己実現や自己成長を図ることのできる、
意欲ある従業員を積極的に支援します。

働きやすい職場づくり7

良き企業市民として、より良い社会を実現するため、
社会貢献活動を積極的に推進します。社会貢献活動の推進6

環境と調和した持続可能な社会の実現に向けて、
環境に与える負荷を低減し、限りある資源の有効活用を行います。環境保全活動の推進5

文化や道徳観、倫理や法体系等が多様であるグローバルな事業環境において、
公正で誠実な事業活動を行うとともに、
人権の尊重及び高い企業倫理に基づいた行動を取ります。

企業倫理と人権の尊重4

日立化成グループを取り巻く多様なステークホルダーとの
信頼関係を維持・発展させるため、公正で透明性の高い情報開示を行うとともに、
さまざまなコミュニケーションを通じてステークホルダーへの責任ある対応を行います。

情報開示と
コミュニケーション3

時代を拓く優れた研究・技術・製品開発を基盤とした事業活動によって、
安全かつ良質な製品・サービスをお客さまに提供するとともに、
豊かで活力のある社会の実現に貢献します。

事業活動を通じた
社会への貢献2

日立化成グループ全員は、企業の社会的責任（CSR）が
企業活動そのものであることを自覚し、社会及び事業の持続的発展を図るべく、
本取り組み方針に基づいて、社会的責任を果たしていきます。

企業活動としての
社会的責任の自覚1

CSR活動の計画と実績
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2007年度CSR行動計画と実績
目標 実績例 自己評価報告書記載ページ

●環境CSRモノづくり活動を継続推進。

●各国RoHS指令、労働安全衛生法などに対応して適正
な自主管理基準を制定し、製品含有化学物質を総合
管理。

●方針を策定し、事業所新聞、社内報などで展開。

●財務報告に係る当社グループの内部統制の有効性
を確保。

●GHS規格に基づく労働安全衛生法の改正に対応しMSDS
およびラベルを1次改訂し、製品情報の適正管理を推進。

●CSR・環境に関する報告書を日立化成全4事業所のう
ち3事業所、グループ会社3社で発行。

●事業所説明会を実施し、事業所周辺住民へ情報を開示。
●支社、支店、特約店営業担当者への環境CSR説明会を実施。

●独禁法ハンドブックを改訂。
●内部通報の社外窓口（弁護士事務所）を設置。

●CSR研修を継続実施。
●人権研修を継続実施（合計280名受講）。

●環境適合製品売上比率：85%（目標85%）

●CO2排出量削減：燃料転換（ガス化）促進により1990
年度比国内84%（目標93%）

●廃棄物発生量抑制：2000年度比78%（目標79%）、PRTR法
対象物質大気排出量削減：2000年度比11%（目標20%）

●方針を見直し、新たに社会貢献ポリシーを制定。
●従業員参加型の活動を推進（クリーンキャンペーンなど）。
●地域文化活動、スポーツを支援（卓球教室、バドミン
トン教室、マラソン大会など）。

●低リスク作業化へ向けた設備改善投資を継続。
●休業災害件数：目標ゼロ件に対し、16件
●OSH推進者制度を活用し、戦力化。
●安全に関する研修会を継続実施、海外グループ会社
でも開催。

●委員会、ワーキンググループ、分科会活動による部門
横断的な施策協議と情報共有化を推進。

●メンタルヘルス研修、カウンセリングを実施。
●女性社員応援サイトを開設（アクセス数約23,000件）。
●ダイバシティ講演会を実施（300名以上聴講）。

●事業継続計画（BCP）の策定にあたりお取引先への協
力要請を開始。

●調達原材料について、化学物質法規制対応をお取引
先とともに推進。

●社会および地球環境の持続的発展に貢献する事
業・技術・製品開発を進める。

●製品に関わる化学物質を適正に管理し、グロー
バル法規制に対応するとともに、お客さまと社会
の要請に応える。

●各事業所・各グループ会社の特性に応じたCSR方
針を策定し、実行する。

●COSOフレームワークに基づく内部統制を、グルー
プ全体で推進する。

●適時・公正かつ透明性の高い情報開示を行う。

●社内外ステークホルダーとの対話を強化する。

●輸出管理、情報セキュリティ、個人情報保護、公
正・自由競争確保などの各分野でコンプライアン
スを推進する。

●企業倫理・人権に関する一人ひとりの意識を向上
させる。

●人と環境にやさしい製品および技術の開発を強
化する。

●製造などの業務プロセスにおける地球環境負荷
を低減する。

●化学物質の総合リスク管理を徹底する。

●社会貢献方針を見直すとともに、従業員の社会
貢献マインドを向上させる。

●地域社会、グローバル社会へ貢献する活動を積
極的に行う。

●重大災害の発生を踏まえ、抜本的な対策をとる。

●社内コミュニケーションの活性化を図り、風通し
の良い企業風土をつくる。

●人材の多様性向上、女性の活躍推進を図り、働く人
の属性に関わらず能力を発揮できる職場を創造
する。

●お取引先と連携して、社会的責任を果たす。

●グリーン調達を推進し、社会と地球環境の持続可
能な発展に貢献する。

サプライチェーン全体における社会的責任の推進

安全で働きやすい、いきいきとした職場づくり

良き企業市民として、より良い社会の実現へ貢献

製品のライフサイクル全体を見据えた、
人と環境にやさしいモノづくりの推進

従業員一人ひとりによる、公正で誠実な業務の実践

ステークホルダーへのアカウンタビリティの履行

サステナビリティを実現する事業活動の推進

各セクションにおける
自発的・自律的なCSR活動の推進

重
点
目
標

2

1

自己評価　A＝計画どおり達成　B＝計画どおり達成するも不十分　C＝不十分

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

—

P16

P20、30、35

P20-21、35

P20-21、35

P29

P16-17

P23、26

P33

P36

P34、37

P28

P28-29

P26-27

P26-27

P25、27

P22

P20-21、35

重
点
目
標

重
点
目
標

8

7

6

5

4

3
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2008年度CSR行動計画 

サプライチェーンにおける
CSR対応を基盤とした交渉の推進

●社会および地球環境の持続的発展に貢献する事業・技術・製品開発を進める。
●製品に関わる化学物質を適正に管理し、グローバル法規制に対応するとともに、お客さ
まと社会の要請に応える。

●EuP指令対応を企画・推進する。
●事業継続計画（BCP）を策定する。
●法規制など環境の変化に対応した的確な輸出管理を実行する。

各セクションにおける 
自発的CSR活動と内部統制の推進 

●各部門・各グループ会社の特性に応じたCSR方針・計画を策定し、実行する。 
●J-SOX法の施行に対応するとともに、内部統制の重大な欠陥発生を防止する。 

ステークホルダーへの
アカウンタビリティの履行 ●適時・公正かつ透明性の高い情報開示を行う。

●社内外ステークホルダーとの対話を強化する。

従業員一人ひとりによる、
公正で誠実な業務の実践

●輸出管理、情報セキュリティ、個人情報保護、公正・自由競争確保などの各分野でコンプ
ライアンスを推進する。

●企業倫理・人権に関する一人ひとりの意識を向上させる。

サステナビリティを実現する
環境保全活動の推進

●人と環境にやさしい製品および技術の開発を強化する。
●製造などの業務プロセスにおける地球環境負荷を低減する。
●グリーン・カーテン・プロジェクトを推進する。

良き企業市民として、
地球と社会の持続的な発展に貢献 ●地域社会に基盤を置いた社会貢献活動を地球規模で積極的に行う。

●従業員の参画意識を一層向上させるとともに、日立化成ならではの活動を行う。

サプライチェーン全体における
社会的責任の推進

●お客さま、お取引先に、当社グループのCSR情報を発信し連携を強化することで、社会的
責任を果たす。

●お客さまの要求に適切・迅速に対応する。

重要テーマ 2

重要テーマ 2

重要テーマ 3

重要テーマ 1

重要テーマ 3

安全で働きやすい、
誇りを持てる職場づくり

●従来型事故による休業災害ゼロを目指し、抜本的な対策をとる。
●心の健康対策を見直し、実行する。
●ハラスメントの防止を図る。
●社内コミュニケーションの活性化を図り、風通しの良い企業風土をつくる。
●人材の多様性向上、女性の活躍推進を図り、働く人の属性に関わらず能力を発揮できる
職場を創造する。

重要テーマ 3

重要テーマ 2

重要テーマ 3

最重要テーマ 重大災害の撲滅に取り組み前進 

重要テーマ❶  環境保全活動─カーボンマネジメント戦略の策定と実行 

重要テーマ❷  サプライチェーンにおけるCSRの展開 

重要テーマ❸  モチベーションが育つ企業文化づくり 

8

7

6

5

4

3

2

1 
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社会と当社グループの持続的な発展を目指して。
──2008年度の日立化成グループCSR行動計画について

林田 茂
執行役 CSR室長

当社グループは、ステークホルダーの皆さま方の信頼と期待

に応える企業グループであり続けるために、経営陣から従業員

一人ひとりに至るまでが「日立化成グループCSR中期ロード

マップ」に基づいてCSR活動を進めています。

このロードマップの「成果収穫期」の1年目にあたる2008年

度は、従来からの活動の全体最適を図るとともに、“戦略的な

CSR活動”に移行するための体制を整備する重要な年です。

戦略的なCSR活動とは、社会のさまざまな問題を慈善活動

で解決するのではなく、私たちが持っている技術や人材、人脈

をフルに活用して、事業活動に密接した取り組みとして解決し

ていくことです。より持続可能な事業の発展を目指して、CSR活

動を推進していきたいと考えています。

こうした考えのもと、2008年度の行動計画は、前年度までの

テーマ立てを変え、事業活動との関係をより明確にしました。

「最重要テーマ」と3つの「重要テーマ」の概要を説明します。

2007年度は、グループ全体で66件の事故が発生し、過去最

悪の結果となりました。しかし、下半期の事故件数は、上半期と

比較するとわずかながら減少するなど、年度当初から取り組ん

できたOHSASに基づいた安全衛生活動の成果が少しずつ現

れています。

当社グループでは、2000年からOSHMSを安全活動の中心に

据えてきましたが、その取り組みは各事業所の自主的なもので

した。そこで、安全活動のレベルの統一と向上を目指して、

OHSASの第三者認証の取得に取り組み、2007年度は日立化成

の2事業所で認証を取得しました。2008年度は、この取り組み

をグループ各社に展開して、より安全で安心して働ける職場づ

くりを目指したいと考えています。

京都議定書に基づく日立化成グループのCO2排出量の削減

目標（2010年度までに1990年度比7%削減）の達成に向けて、

事業所のエネルギー転換などを進めており、2007年度はグ

ループ全体で12%を削減しました。

これまでの計画的な削減対策の実行によって、2010年度の

目標は達成可能な見通しですが、ポスト京都議定書ではより高

い目標が定められると予想されることから、京都議定書後に向

けた次期計画を立案して、新たな環境適合製品の開発や新規

削減推進制度などの提案を行っていきます。

世界各国で化学物質の安全性確保に向けた法規制がます

ます進むなか、事業のグローバル化によって化学物質の安全

性に関わる製品事故のリスクが高まっています。

このリスクを可能な限り低減するために、サプライチェーン

におけるお客さまやお取引先との情報共有を図り、互いのCSR

要請に対して理解・賛同・協力が得られるように交渉して、契約

に基づき継続的な原材料の供給や製品の生産を保証する体制

の構築に努めていきます。

性別や国籍、障がいの有無に関わりなく、誰もが、いきいきと

働ける多様で活力ある職場環境づくりを目指します。

また、社会貢献活動として、「グリーン・カーテン・プロジェク

ト」の拡大やNPOとの協働、さらに子供の理科離れの防止を目

的とした（社）日本化学会の「化学だいすきクラブ」の支援を推

進していきます。

以上述べた諸施策を実行することで、戦略的なCSR活動を推

進して、社会と当社グループの持続的な発展を目指します。

最重要テーマ「重大災害の撲滅に取り組み前進」

重要テーマ①「環境保全活動―カーボンマネジメント
戦略の策定と実行」

重要テーマ②「サプライチェーンにおけるCSRの展開」

重要テーマ③「モチベーションが育つ企業文化づくり」
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日立化成は、健全で透明性が高く、市場の変化に即応

できる経営体制の確立を経営上の最優先課題の一つに

掲げています。

その一環として、「委員会設置会社」の形態を採用し、業

務執行機能と監督機能を分離するとともに、取締役会の

監督機能を強化し、客観性と透明性の高い経営の実現を

目指しています。さらに、必要に応じてグループ会社に取

締役・監査役を派遣することで、グループとして一体感の

ある経営を実行するとともに、グループ会社の監督機能

の充実を図っています。

また、日立化成グループは、業務執行の法令・定款への

適合性を確保するため、コンプライアンス体制の充実に

努めています。具体的には、基本的な行動規範である「日

立化成工業企業行動基準」をグループ全体の共通規範と

して位置づけ、その他の重要な規則や基本制度について

も、グループ内で基幹部分を共有しています。さらに、反

社会的勢力との取引を直接・間接を問わず行わないこと

はもとより、接触や要求も拒否する方針を定め、反社会的

勢力の排除を徹底しています。

さらに、財務報告の信頼性を確保するため、米国の

COSOフレームワーク、「財務報告に係る内部統制の評価

及び監査の基準」などに準拠した業務の文書化と有効性

の客観的評価を行っています。

日立化成グループでは、法令の遵守にとどまらず、企業

倫理、さらには従業員一人ひとりのモラルや良識に則っ

た行動もコンプライアンスと定義し、CSRの中核に位置づ

けています。

全従業員にコンプライアンス上の遵守事項をまとめた

「日立化成グループCSRガイドブック」を配布し、その記載

事項の遵守を求めるとともに、内部監査を実施し、コンプラ

イアンスの徹底に努めています。2007年度は、同ガイドブッ

クを改訂し、「強制労働・児童労働の禁止」を明記しました。

さらに、コンプライアンスに関する相談・通報窓口とし

●取締役候補者の決定

●日立化成グループのCSR活
動に係る全社的な方針お
よび重要事項の審議・決定

●コンプライアンス、リスクマネジメ
ント、化学物質リスク管理、環境保
全、安全衛生、輸出管理、ダイバシ
ティの推進

●取締役および執行役の報酬の決定 ●取締役および執行役の職務執行の監査、
会計監査人の人事案の決定

指名委員会
（取締役3名、うち社外取締役2名）

執行役社長
執行役副社長、執行役専務、執行役常務、執行役

インターナル・コントロール委員会

●日立化成または日立化成グループに影響を及ぼす重要事項の検討

●内部統制の有効性確認、取りまとめおよび内部統制整備の拡充

執行役会
（執行役社長の諮問機関）

監査委員会
（取締役3名、うち社外取締役2名） 会計監査人

経営管理室

報酬委員会
（取締役3名、うち社外取締役2名）

監査室

監督

執行

※取締役7名のうち、
3名が執行役を兼務

●予算の決定および決算の承認
●執行役からの業績報告を受け、予算･業績を管理

取締役会
（取締役7名※、うち社外取締役3名）

CSR室

全社CSR会議

株主総会

コーポレート・ガバナンスの強化

P12 CSR取り組み方針❶

コンプライアンスの徹底

P12 CSR取り組み方針❹

コーポレート・ガバナンス体制

CSRマネジメント
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て「日立化成グループほっとライン」を設けており、秘密

の厳守をはじめ通報者の不利益にならないよう配慮しつ

つ、適切かつ迅速な対応をしています。2007年度は社外

窓口（弁護士）を設置しました。

日立化成グループは、製品の設計・開発から受注、生産

管理、出荷に至る各分野で的確な輸出管理を行っていま

す。核兵器などの拡散防止やテロ対策などの安全保障の

ための法規制の強化をはじめ、グループ企業が所在する

中国その他のアジア諸国における法制度の整備への対

応に努めています。

日立化成は、情報漏えい事故の発生を防止するため、

従業員が遵守すべき項目を「日立化成ネットワーク利用

マニュアル」としてまとめ、全従業員に記載事項の遵守徹

底を図っています。また、「情報セキュリティ基本方針」に

基づき、従業員が情報資産を取り扱う際に遵守すべき事

項を明確にしています。

情報セキュリティに関する方針の決定と施策立案・実

施の統括組織として、「情報セキュリティ委員会」を設置し

ています。また、各事業所に情報セキュリティ責任者、情

報資産管理者（情報資産単位）、情報システム管理者を設

置しています。

日立化成グループは、「個人情報保護委員会」と、各事業所

に個人情報保護責任者、個人情報取扱責任者を設置し、保

有しているお客さまや従業員の個人情報を保護しています。

日立化成グループは、幅広い分野・地域で事業を展開し

ており、事業活動上のリスクは自然災害、大火災、感染症、

テロなど多岐にわたっています。こうしたリスクを事前に

十分分析し、事業活動の各段階や職能のあらゆるレベル

で、常にリスクを想定した対策を立案・実施しています。

具体的には、「日立化成リスク対策活動実施要領」に基

づき、対象となるリスクの内容、全役員・全従業員のリスク

の発生防止義務、有事に設置するリスク対策本部のメン

バー、活動内容、連絡基準などを定め、リスクの除去と緊

急時の適切な対応に努めています。これらの活動は、各部

門とグループ会社での自己監査、CSR室と関連部門が行う

定期監査で継続的な改善を図っています。

2007年度は、災害や事故で大きな被害を受けても事業

を中断したり、社会に甚大な影響を及ぼすことがないよう、

事業継続計画（BCP）の策定に取り組みました（P22参照）。

執行役社長 リスク対策管掌役員 CSR室
CSRグループ （株）日立製作所

関係省庁
弁護士など
社外の専門家

グループ会社
リスク対策担当責任者

●自然災害  ●政治紛争  ●犯罪  ●自己リスク など
危機発生

対処 被害・影響 被害・影響 対処被害・影響 対処

①対策本部の
設置を要請

リスク対策本部

●本部長： リスク対策管掌役員または執行役社長
●事務局：  CSR室CSRグループ担当部長
●メンバー： 各部門の責任者、弁護士など社外の専門家

③対策本部を設置

②対策本部の設置を要請

事業所
リスク対策担当責任者

●製品輸出における適法性確保

情報管理の徹底

P12 CSR取り組み方針❹

リスクマネジメントの推進

P12 CSR取り組み方針❹

●情報セキュリティの確保

●個人情報の保護

リスクマネジメント体制と危機発生時の対応例
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お客さまをはじめとするステーク
ホルダーに安心を提供するため
に、サプライチェーン全体の取り組
みで化学物質に関わる情報を入
手・提供し、化学物質によるリスク
の低減対策を進めています。

日立化成グループでは、社会にとって価値ある存在として持続的に成長し続けていくため

には、「法と企業倫理に則った誠実な企業活動」にとどまらない、「価値を生むポジティブな

CSR活動」を進めていくことが不可欠であると考えています。こうした認識のもと、さまざま

なステークホルダーとの積極的な対話と、より広い視野に立った環境保全活動にグループ

全体で取り組んでいます。

日立化成グループのCSR活動

日立化成グループ

P30

化学物質管理の推進 P35
C L O S E  U P

地球環境への責任と行動

●環境経営の推進
●環境適合製品の供給
●化学物質管理／化学物質による汚染防止
●地球温暖化の防止
●廃棄物発生量・最終処分量の削減
●物流における環境配慮
●オフィスにおける環境配慮

社会に価値ある存在として持続的に成長し続けていくために、
さまざまなステークホルダーとの積極的な対話と
より広い視野に立った環境保全活動に取り組んでいます。
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お客さまに確かな品質の製品を安
定的に供給し続けるために、多角
的なリスク分析によって、大地震な
どの自然災害や大火災が発生した
際にも事業を継続できる体制の整
備に取り組んでいます。

従業員一人ひとりの多様な価値観
を認め、その違いを活かし、相乗効
果を生むグローバル企業グループ
への進化を目指し、従業員の意識
改革の促進など、さまざまな取り組
みを積極的に進めています。

ステークホルダーへの責任と行動

法と企業倫理に則った誠実な企業活動

価値を生むポジティブなCSR活動

お客さま、
お取引先

●お客さま満足の追求
●製造プロセスにおける品質の追求
●製品の安定供給
●お取引先との公平な関係の構築・維持
●お取引先との連携強化

事業継続計画の策定

P20

従業員

●人権の尊重
●多様な人材の活躍推進
●従業員の能力向上とキャリア支援
●従業員とのコミュニケーション
●労働安全衛生の推進

P23

地域社会

●社会貢献活動の推進
●地域社会とのコミュニケーション

P28

株主・投資家

●適時・適切・公平な情報開示
●適切な利益還元
●株主の声の反映
アニュアルレポート

P22
C L O S E  U P

ダイバシティの推進 P25
C L O S E  U P
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日立化成グループは、お客さま満足を追求するため、

「マテリアル･システム･ソリューション（Material System 

Solution®: MSS）」を展開しています。MSSは、長年培って

きた材料技術・プロセス技術・評価技術からなる幅広い

基盤技術と広範な事業領域を組み合わせ、お客さまの課

題を解決する当社独自のビジネスモデルです。

MSSの展開には、営業部門がお客さまの製品開発や生

産プロセスに関する真のご要望をいち早く把握し、開発

部門・製造部門に的確に伝達することが不可欠です。ま

た、全体最適の視点から、資材調達部門などとの連携も欠

かせません。このため、日立化成グループは、社内・グルー

プ会社間はもとより、お客さま、お取引先を含めた情報共

有、コミュニケーションの促進に取り組んでいます。

また、ソリューション提案に特化した「実装材料・システ

ム開発センタ」を設け、製品同士の最適な組み合わせ、製

品の使用方法、生産プロセスの提案や、評価データの提

供も行っています。
MSSについてはホームページでもご紹介しています。

日立化成グループは、「モノづくりでは品質がすべてに

優先することを基本とし、お客さまに喜ばれ、信頼され、社

会に役立つことが第一である」との考え方に基づく「品質

保証活動理念」を1988年に定めました。この理念に沿っ

て、設計開発、試作、量産の各工程で品質を“つくり込む”こ

とで、製品の品質確保に努めています。

主要生産拠点ではISO9001の認証を維持しており、

2007年度はお客さまから要求があった一部製品につい

てTS16949※の認証を取得しました。さらに、各支店が収

集した納入品の品質概況やお客さまの意向を開発・製造

部門にフィードバックし、品質の向上につなげています。
※ TS16949：自動車部品の品質マネジメントに関する国際規格

日立化成グループは、化学物質を取り扱う企業の責任

として、有害化学物質の廃止・削減と代替技術の開発、管

理体制の強化に取り組んでいます（P33-35参照）。

URL 

お客さま満足の追求

P12 CSR取り組み方針❷

http://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/company/
mss.html

製造プロセスにおける品質の追求

P12 CSR取り組み方針❷❸ 化学物質の管理と情報開示

P12 CSR取り組み方針❷❸

ミニキッチンユニット用「電気こんろ」の改修について
─製品の安全性確保のために

日立化成が1984年4月～1988年9月に発売したミニ
キッチンユニットに組み込んだ「電気こんろ」は、身体や
物が接触して意図せずスイッチが入る可能性がある構
造であったため、電気こんろの上部や周囲に置かれた可
燃物から発煙・発火する場合があります。
このため、1988年から改修を実施してきましたが、未
改修製品から事故が発生したため、2007年7月、日立化
成から当該事業を継承した（株）日立ハウステックが、同
社の加盟する小形キッチンユニット用電気こんろ協議会
の会員各社とともに新聞紙上で謹告を行い、あわせて、
専門組織を設置し改修の促進を図ってきました。
この結果、2008年3月末現在、名簿把握率は98.0%、改
修率は92.3%となりました。今後も100%改修に向けて尽
力するとともに、製品の安全性確保への取り組みを強化
していきます。

事業を通じて社会的責任を果たす

お客さま、お取引先とともに
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日立化成は、お取引先との公平な関係の構築・維持や、

お取引先の選定における公平性の確保、購買活動におけ

る人権の尊重・法令遵守、環境配慮製品の優先購入など

を定めた「購買方針（資材調達の基本的な考え方）」に基

づき資材調達を行っています。

日立化成のホームページには、国内外の購買拠点を掲

載しているほか、調達品リストを随時公開し、お取引先か

らの商品提案を募集しています。寄せられた提案に対し

ては、品質、安全性、価格、安定供給性などを検討し、さら

にお取引先の技術・品質管理水準、会社情報などを審査

し、サンプル評価を経て採用の可否を決定しています。

2008年度は、サプライチェーン全体でCSR活動を推進

していくため、すべてのお取引先に購買方針を送付し、当

社の考え方や取り組みへのご理解とご協力をお願いして

いきます。

また、REACH規則※の対象物質の登録が始まることか

日立化成グループは、お客さまに納入する製品の品質

を向上させるため、SCM（サプライチェーンマネジメント）

を実践し、原料の供給元であるお取引先との連携の強化

を進めています。

説明会やホームページでの情報開示、アンケートなど

を通じてお取引先との対話を進めるとともに、お取引先

の環境マネジメントシステム構築を積極的に支援してい

ます。

購買方針はホームページに掲載しています。

ら、お取引先に登録に関するアンケートへの回答や含有

成分情報の開示などを要請していく計画です。
※ REACH（Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals）規則：
すべての化学物質を用途別に登録してリスクを評価し、安全性を確認できたも
のの輸入・販売・使用を許可し、高リスクなものについては認可と制限の対象と
するEUの法令

URL 

「だいぶ良くなりましたね。あとは当社で何とかしますから、この特性は改善してください」――

半導体の製造工程で使われるCMPスラリーの提案では、お客さまからこうしたお声を掛けていた

だくことがしばしばあります。

半導体の開発スピードの速さに対応した完璧な製品を提供するには、お客さまの製造環境に近

い自社の装置で検証したうえで、何度もお客さま

のラインに足を運び、要求性能を満たしていく、

という地道な積み重ねが必要です。

CMPスラリーは販売開始以来、多くの半導体

メーカーさまでご使用いただいていますが、これ

からもお客さまのご要望に真摯に対応して、品質

や性能をさらに高めていきたいと考えています。

お客さまのご要望に応える高品質・高性能な製品の提供に努めています。

半導体材料部門
ウエハープロセス開発部
羽廣 昌信

CMPスラリー 半導体ウエハー（提供：CASMAT殿）

お取引先との公平な関係の構築・維持

P12 CSR取り組み方針❽

お取引先との連携強化

P12 CSR取り組み方針❽

http://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/purchase/
policy.html

お
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日立化成では、リスク管理の一環として、建物の耐震診断を実施し、その結果

に基づき優先順位を決めて耐震補強や建て替えを順次計画的に進めています。

また、リスクが現実にクライシスとなって発生した際のマネジメントとして、高

シェア製品などの主要製品を事業部ごとに選定し、2007年度は2製品について

の事業継続計画を策定しました。

2008年度も引き続き他の主要製品の計画策定を進めるとともに、本社・営業

所の対策や感染症への対策も検討していきます。

日立化成グループは、お客さまのニーズや市場の動向を把握し、

大地震などの自然災害や大火災などがあっても、

主要製品の供給を中断させないよう、また万一中断しても可能な限り

早期に復旧できるよう、事業継続計画（BCP）の策定を進めています。

プロジェクトの立ち上げ

事業継続計画の運用方法や教育・訓練の実施計画を策定

リスクの予防・減災に向けた計画を策定

緊急事態に対応するための体制を構築するとともに、詳細な行動計画を策定

事業・業務を継続させるための方針・戦略・具体的な計画を策定

事業への影響度を見積もり、対策方法とその効果を検討

業務内容と経営資源を整理し、リスクが現実のものとなった際の
被害シナリオを検討

計画策定手順

執行役社長

BCP体制

リスクの分析

製品別BCP小委員会
開発、製造、品質保証、生産管理、資
材、総務、設備などの部門のメンバー
で構成

BCP策定状況の
把握・統括管理

事業部門長

事業影響度の分析

事業継続戦略の策定

緊急時行動計画の策定

平時計画の策定

運用計画の策定

策定・
訓練状況の報告

情報提供・
モニタリング

報告・相談

アドバイス

BCP委員会製品別BCP管理責任者

執行役会事業部長

CSR室

事業継続計画の策定

主要製品の事業継続計画の策定を推進

危機管理意識の向上と、
災害時にも迅速・確実に
行動できる体制の整備に
取り組んでいます。

電子材料事業部
企画部
古新居 敦

多角的なリスク分析によって
災害時にも製品を安定的に供給できる
体制の整備を進めています。

実践の
現場から

C L O S E  U P

大規模な地震の発生は、お客さま

に提供する製品の製造ラインを止

め、工場存続の危機を招きかねませ

ん。こうした不測の事態に直面して

も製品を安定的に提供できるよう

に、事業継続計画の策定を進めて

います。

事業継続計画では、製造拠点に

潜在するリスクを洗い出して、その

影響度分析の結果をもとに被害の

軽減対策と被災時の早期復旧行動

計画を策定します。当社では、製品

ごとに、製造部を中心に各部門から

選ばれたメンバーでプロジェクト

チームを編成して、この計画の策定

を進めています。

事業継続計画によって各担当者

の危機管理意識を高めるとともに、

役割を明確にして災害の発生時に

迅速かつ確実に行動できる体制を

整えることで、お客さまとの信頼関

係をさらに強化していきたいと考え

ています。
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企業が持続的に発展していくためには、従業員一人ひ

とりの人権と人格を尊重し、個性と創造性を最大限発揮

できる企業風土の形成が不可欠です。

この認識のもと、日立化成グループは、国内では人権の

尊重を啓発する研修活動に力を入れており、2007年度は

管理職や新入社員を対象に研修を実施しました。

また、海外でもILO※の中核的労働基準である「結社の

自由と団体交渉権の保障」「強制労働の禁止」「児童労働

の廃絶」「雇用および職業における差別の排除」に準拠し

た所在地域の法令の遵守に努めています。
※ ILO（International Labor Organization：国際労働機関）：各国の政府に労働条
件の改善や社会福祉の向上を勧告・指導している国連の機関

日立化成グループは、「企業ビジョン」のなかで掲げて

いる「時代に先駆けた新たな価値の創造」を世界各地で

実践していくため、事業のグローバル化を進めています。

これを実現するには、従業員の国籍・性別に関わりな

く、多様な考え方やバックグラウンドを有する優秀な人材

の採用・育成が求められます。このため、グループを横断

した人材発掘や海外現地マネージャー層向けの教育体

系の整備、国内の従業員に対する異文化理解を目的とす

る教育の推進などに積極的に取り組んでいます。

日立化成グループは、仕事と家庭の両立を目指す従業

員を支援するため、さまざまな制度を整備しています。

2008年4月からは、育児休職制度の取得可能期間を小

学校1年終了時までに延長しました。また、育児休職から

復帰後の短時間勤務は、小学校卒業まで選択できるよう

にしました。

このほか、育児や介護、配偶者の転勤を理由に退職し

た元従業員を再雇用する制度や、育児・介護のための在

宅勤務制度、深夜労働の免除や時間外労働を制限する制

度も整えています。

これら制度の整備や定期的な見直しとともに、その内

容をイントラネットなどでわかりやすく紹介し、制度の利

用促進に努めています。

企業内保育所「さくらひろば」

グループ各社の従業員の子供（未就学

児）を20名まで受け入れることができ

ます。延長保育や月極保育、一時預かり

も可能で、子供を持つ従業員が安心し

て働けるよう支援しています。

日立化成グループでは、2008年4月、

従業員の仕事と育児の両立を支援する

取り組みの一環として、山崎事業所の

近隣に企業内保育所「さくらひろば」を

開設しました。

保育事業を全国で展開しているピジョ

ンハーツ（株）に運営を委託しており、

仕事と育児の両立を支援する企業内保育所を開設

●人材多様性のグローバル展開

人権の尊重

P12 CSR取り組み方針❹❼

多様な人材の活躍推進

P12 CSR取り組み方針❼

●ワークライフバランスへの配慮

いきいきと、安全で健康的に働ける職場をつくる

従業員とともに

23日立化成グループ  社会的責任報告書 2008

お
客
さ
ま
、お
取
引
先
と
と
も
に

従
業
員
と
と
も
に

社
会
の
な
か
で

地
球
環
境
の
た
め
に



日立化成グループは、働く意欲のある障がい者に社会

参加の機会を積極的に提供するため、障がいを持つ従業

員の職域拡大や施設の改善を進めています。

2007年度の単独の障がい者雇用率は法定雇用率を上

回る2.19%でした。グループ会社のなかには法定雇用率

を下回っている会社もあるため、情報共有を図りながらグ

ループ全体での雇用促進に取り組んでいます。

日立化成は、従業員の能力・スキルの向上と自己啓発を

支援するため、さまざまな教育・研修を実施しています。

全社の教育体系を「マネジメント・階層別教育」と「職能

別教育」に分け、従業員の階層・職能によって受けるべき

教育を明確にするとともに、従業員自ら選択できる教育メ

ニューも用意しています。また、従業員がいつでも学習で

きるよう、eラーニングも活用しています。

基礎的かつ重要性の高い製造技術の知識を深めること

を目的として、技術者を対象に実施している研修制度で

す。「ものの流し方」「合成・混合・分散」「塗工基礎」「外観

検査・画像処理」などのプログラムを用意し、モノづくりの

スキル向上を支援しています。

ビジネスマナーやコミュニケーション能力の向上を目

的として、新人営業担当者を対象に実施している研修制

度です。営業の現場を想定したロールプレイや、あるべき

営業の姿についての講義を通じて、スキル向上を支援し

ています。

2.0
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1.0

1.5

0.5

0

2.152.041.99

（％）

（年度）
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2.19
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●障がい者雇用の促進

従業員の能力向上とキャリア支援

P12 CSR取り組み方針❼

FORUM活動

スタッフのグローバルマインドの醸成

を目的として共通のテーマに取り組む

ワークショップを開催し、その具体的な

アクションプランを策定しました。

日立化成では、こうした国や文化の

異なる従業員のコミュニケーションや

情報共有と、その自発的な取り組みを

促す活動を積極的に展開しています。

日立化成では、さらなる事業のグルー

プ展開に向けた環境整備に取り組ん

でいます。その一環として、海外拠点

の幹部ナショナルスタッフを中心とした

「FORUM活動」を毎年開催しています。

2007年は、執行役社長による経営方

針・戦略の説明のほか、ナショナルス

タッフのネットワーク力の向上や、本社

ナショナルスタッフの自発的な取り組みを促す「FORUM活動」を展開

●能力・スキルの向上を支援する主な研修制度

ものづくりコア研修

営業基礎講座研修

障がい者雇用率推移（単独）

ものづくりコア研修

いきいきと、安全で健康的に働ける職場をつくる

従業員とともに
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J-Winのメンバー

講演会は各事業所へネット中継されて300名を超
える従業員が聴講した

ダイバシティの浸透を図ることを

目的に、2008年2月、NPO法人J-Win

（ジャパン・ウィメンズ・イノベイティ

ブ・ネットワーク）理事長の内永ゆか

子氏を迎え、「経営戦略とダイバシ

ティ」と題した講演会を日立化成の本

社で開催しました。

内永氏の「組織活性化の鍵はダイ

バシティ」との指摘や、執行役社長の

「ダイバシティはグローバル経営そ

のものであり、積極的に推進する」と

いう発言を受け、従業員からは、「ダ

イバシティの重要性について理解が

深まった」といった感想が寄せられま

した。今後も講演会の開催など、ダイ

バシティの定着に向けた従業員の啓

発活動を進めていきます。

「企業ビジョン」に掲げている

“時代に先駆けた新たな価値の創造”の

実現のためには、グローバルな視点でビジネス環境の変化に

迅速かつ柔軟に対応していくことが不可欠です。

日立化成グループは、従業員一人ひとりの多様な価値観を認め、

さらにその違いを活かし、相乗効果を生む

多文化組織を目指しています。

意識改革の
促進

キャリアデザインの
支援

ダイバシティに関する
国内外の動向の把握

ワークライフ
バランスへの配慮

社内コミュニケーション
の促進

仕事と家庭の両立
支援制度の拡充

ダイバシティの
定着に向けた取り組み

育児休職取得者数

2004 2005 2006 2007

16

21

16

（年度）

20

15

10

5

0

（名）

9

ダイバシティの推進

ダイバシティへの正しい理解を促す講演会を開催
従業員一人ひとりの意識改革を目指して

2度の育児休職を経て、
“自分なりのキャリア”を
追求しています。

資材部
企画グループ
新田 あゆみ

グローバルに事業を展開する企業として、
多様な従業員が能力を最大限に発揮できる
企業風土の醸成に取り組んでいます。

実践の
現場から

C L O S E  U P

NPO法人J-Winに参画しています。

2000年、2004年と2度の出産を経

て現職に復帰。同時に病気を持つ

子供の親として介護とも向き合う、

心身ともに忙しい日々です。

育児休職制度があるとは聞いて

いたものの周りに取得した先輩は

おらず、一歩踏み出すにはやはり

勇気が必要でした。その当時から

今に至るまで、一番恵まれていた

のは上司や周りの方々の励ましや

協力でした。妊娠障害という診断

結果、両立や介護に対する不安、ど

うしたら良いかわからない時、常に

真摯に耳を傾け、話を聞き、関係

部門との調整に走ってくれる上司の

姿がありました。決して楽とは言え

ない毎日ですが、尊敬する周りの

方々への感謝の思いが、今の私の

原動力です。

日立化成は、2007年に発足したNPO法人J-Winに

第1期メンバーとして参画し、他の88社とともに活

動を行っています。NPO法人J-Winは、メンバー相

互の業種を超えた交流や各社での取り組み事例

の紹介、ネットワークの構築、勉強会などを通じ

て、企業の「経営戦略」としてのダイバシティマネ

ジメントの促進と定着を支援しています。
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日立化成は、若手･中堅の従業員の意見を採り入れ、

CSR活動のレベルアップ図ることを目的に「日立化成の

CSRを考える会」を定期的に開催しています。

2007年度は、この取り組みをグループ会社へも展開し、

12月と2月に新神戸電機（株）埼玉事業所と東京本社で開

催しました。それぞれ約20名の従業員が参加し、持続的な

発展に向けた解決策を提言しました。

日立化成では、2006年から2年に1回、全従業員を対象

に会社生活の満足度などについての「従業員意識調査」

を実施しています。

今後も定期的に実施し、より働きがいのある職場環境

づくりに活用していきます。

日立化成グループは、「日立化成グループCSRガイド

ブック」などを活用し、セクシャルハラスメント・パワー

ハラスメントの防止に向けた啓発活動を展開しています

（P16参照）。また、管理職層に対しては、研修などでもハ

ラスメントの防止について指導しています。

さらに、各事業所に「セクハラ相談員」「苦情処理委員

会」を設け、万一ハラスメントが発生した場合には迅速か

つ適切な対応がとれる体制を整えているほか、相談・通報

は「日立化成グループほっとライン」でも受け付けています

（P16-17参照）。

日立化成グループは、安全で働きやすい職場を実現す

るため、労働災害の防止と従業員の健康維持・増進に積

極的に取り組んでいます。

国内では、労働安全衛生法をはじめとする各種法令と

「日立化成グループ就業規則」に基づき、産業医・衛生管

理者・労使双方の委員で構成する「安全衛生委員会」を事

業所ごとに設け、従業員の労働安全衛生の確保と心身の

健康維持に向けた諸施策を実施しています。

また、労働災害防止のための施策をより実効性のある

ものとするため、OHSAS18001※の認証取得と定着を進

めています。2008年1月までに2事業所が外部認証を取

得しており、今後他の事業所に拡大していく計画です。

OHSAS18001とリスク評価による危険源の顕在化と改善

計画の策定、ヒヤリ・ハットや危険予知訓練などを組み合

わせ、事故・災害のリスク低減に取り組んでいます。
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4
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3

1
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2
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2
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3
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12

2

（件）

0
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単独 連結

●「日立化成のCSRを考える会」の開催

従業員とのコミュニケーション

P12 CSR取り組み方針❸❼

新神戸電機（株）埼玉事業
所での「CSRを考える会」

ハラスメントの防止

P12 CSR取り組み方針❼

労働安全衛生の推進

P12 CSR取り組み方針❼

●労働安全衛生への取り組み

休業災害発生件数推移

●従業員意識調査の実施

いきいきと、安全で健康的に働ける職場をつくる

従業員とともに
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なお海外の事業所においても、当該国の法令遵守をは

じめ国内と同様の施策を実施しています。
※ OHSAS18001：労働安全衛生に関する国際規格

日立化成グループは、国内では事業所ごとに「環境安全

監査」を年1回実施しています。監査する事業所の規模に

合わせ、他事業所のメンバーで構成する監査チームを編

成し、書類審査と現場監査により安全管理体制の有効性

を確認するとともに、改善指導をしています。

また海外では、東南アジアブロックと中国ブロックに分

け、「環境安全相互監査」を年1回実施し、労働安全衛生の

維持・向上に努めています。

日立化成グループは、「安全衛生管理教育」を定期的に

実施しています。階層別のプログラムとしており、「基礎

コース」「管理者コース」「監督者コース」の3つのコースを

設けています。

この安全衛生管理教育では、過去の事故事例を参考に

機械・装置ごとのチェックポイントを解説した「職場安全

監査の着眼点」をテキストとして活用しています。英語版・

中国語版も作成し、海外グループ会社の教育にも活用し

ています。

また、毎年7月には、管理者・監督者を主な対象とする

「全社安全発表会」を開催し、安全衛生の推進に関する

情報共有を図っています。

日立化成グループは、防災管理体制や防災施設の見直

しと、防災意識の向上を目的に、事業所ごとに「総合防災

訓練」を毎年5月と11月の年2回実施しています。

また、不慮の事故・災害の初期防護のため、「自衛消防

隊」を組織しており、緊急時に迅速に対応できるよう、訓練

を定期的に実施しています。

日立化成グループは、従業員を対象に健康診断を年1

回以上実施しています。さらに、体とともに心の健康を維

持できるよう、各事業所で専門家の講演会や産業医によ

る面接指導を実施しているほか、従業員同士のコミュニ

ケーションを促進する取り組みにも力を入れています。

また、健康保険組合の被保険者と家族を対象に、健康

に関する電話相談窓口を設けています。

このほか、健康管理の一環として、ヨガ教室やウォーキ

ング大会などの活動も行っています。
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化学工業単独 連結

●安全監査の実施 ●防災訓練の実施

●健康管理とメンタルヘルスケア

●労働安全衛生教育の推進

度数率推移 強度率推移
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日立化成グループは、「企業ビジョン」のなかで「時代を

拓く優れた技術と製品の開発を通して社会に貢献するこ

と」を理念として掲げています。また、「日立化成工業企業

行動基準」に則り、「企業は社会の一員である」という認識

のもと、良識ある企業市民として真に豊かな社会の実現

への貢献を目指しています。

こうした考え方を社内外のステークホルダーにより明

確に示し、社会貢献活動に積極的に取り組んでいくため、

2008年3月に「日立化成グループ社会貢献ポリシー」を制

定しました。今後も、地球環境保全活動や次世代育成支援

活動、文化・芸術・スポーツ支援活動、社会福祉・災害支援

活動、地域支援活動など、国内外でさまざまな活動を進め

ていきます。

日立化成グループは、建物の窓や壁面をゴーヤやへち

まなどのつる性植物で覆い、直射日光の遮断と葉の蒸散

作用によって室温の上昇を防ぐ「グリーン・カーテン・プロ

ジェクト」を展開しています。このプロジェクトは、浪江日

立化成工業（株）でスタートしたもので、同社では建物の

夏季の電力使用量を約20%削減できたことからグループ

各社に広がり、2007年度は5社9事業所で実施しました。

また、プロジェクトの一環として、NPO法人「緑のカーテン

応援団」とタイアップし、2008年3月に環境省などの後援

のもと沖縄県那覇市で開催された「第一回全国緑のカー

テンフォーラム」に協賛しました。

今後は事業所にとどまらず、従業員の家庭や事業所周

辺の小学校などに活動の輪を広げていきます。

日立化成は、2008年3月に（社）日本化学会が運営し

ている「化学だいすきクラブ」を支援していくこととしま

した。同クラブは、子供の理科離れを防ぐため、情報誌

「Newsletter」「化学だいすキッズ」の発行やイベントの

開催など、さまざまな活動を行っています。

活動資金の寄付のほか、今後は従業員の子供へ

●地球環境保全に向けた活動

社会貢献活動の推進

P12 CSR取り組み方針❻

日立化成グループ社会貢献ポリシー

日立化成グループは、「Working On Wonders（驚きを実
現へ）」の企業スローガンのもと、地球と社会の持続的な
発展に貢献します。
私たちは、当社と密接なつながりのある地域に重点を
おいて、「地球環境の保全」と「次代を担う人材の育成」を
始めとする社会貢献活動を、地球規模で積極的に推進し
ます。

日立化成グループの主な社会貢献活動

P12 CSR取り組み方針❻

社会貢献ポリシーの概念図

浪江日立化成工業（株）のグリー
ン・カーテン

「化学だいすキッズ」の表紙

●次世代育成支援活動

真に豊かな社会の実現に尽力する

社会のなかで
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の入会の呼び掛け、事業所周辺の中学校・高校での

「Newsletter」の配布協力、さらには当社技術者による同

クラブ主催イベントへの協力なども検討しています。

これからも子供の豊かな感性や好奇心、科学的な探究

心を育む活動を積極的に支援していきます。

日立化成は、大学・研究機関などへの学術支援、奨学

金支給、国内外からのインターンシップ受け入れのほか、

新国立劇場、九州交響楽団、柏レイソルなどへの文化・芸

術・スポーツ支援を行っています。

日立化成グループは、国内外において、恵まれない子

供たちへのチャリティーや福祉施設への寄付、ボランティ

アなどの社会福祉活動を行っています。

また、2007年の新潟県中越沖地震など大規模な地震災

害の発生時には、被災地に義援金を寄付するなどして、そ

の復旧を支援しています。

日立化成グループは、地域の方々へ事業内容やCSRに

関する取り組みをご説明し、ご意見を伺うため、サイトレ

ポートを発行するとともに、事業所説明会・工場見学会の

開催に力を入れています。

また、地域のスポーツ大会やチームの支援、青少年を

対象としたスポーツ教室などを通じて、次世代を担う健全

な子供たちの育成に努めています。

日立化成山崎事業所、下館事業所、五所宮事業所

新神戸電機（株）、日立粉末冶金（株）、

日立エーアイシー（株）

●文化・芸術・スポーツ支援活動

●社会福祉・災害支援活動

スラユット首相から表彰盾を受ける

体・個人が撲滅活動に取り組んでいま

す。こうしたなか、同社では2001年か

ら麻薬撲滅への取り組みを始め、麻薬

撲滅のための国家プロジェクト「To Be 

Number One」にも参加しています。

今回の表彰は、従業員やその家族が

麻薬の危険性に対する理解を深める

ための活動を地道に進めていることが

評価されたものです。

Hitachi  Chemical  Automotive 

Products (Thailand) Co., Ltd.（タイ）

は、タイ政府から同国の麻薬撲滅活

動への全社を挙げた継続的な貢献が

評価され、2008年6月に「Outstanding 

Award」を受賞しました。

タイでは依存性薬物の乱用が社会

問題となっており、各政府機関から民

間企業に至るまで、さまざまな組織・団

麻薬撲滅活動に取り組みタイ政府より受賞

地域社会とのコミュニケーション

P12 CSR取り組み方針❻

●2007年度にサイトレポートを発行した事業所

地元小学校による事業所
見学

山崎事業所がサポートし
ている勝田マラソン
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日立化成グループは、1993年に「日立化成工業環境保

全行動指針」を定め、グループ全体の事業活動に関わる

環境保全活動の指針としています。また、日立グループ全

体のロードマップ「環境ビジョン2015」や「日立グループ環

境行動計画」も考慮に入れ、日立化成グループの「環境保

全行動計画」を毎年度策定しています。

「2008年度環境保全行動計画」では、4つのカテゴリー

それぞれについて、グループで取り組む具体的な行動目

標を定めています（P39参照）。化学系企業としてグループ

全体で環境経営をさらに強化し、CO2排出量・化学物質排

出量などの削減、化学物質管理レベルの向上、環境適合

製品の拡大を一層進めていく考えです。

日立化成グループは、執行役社長を議長とし、各事業

所、事業部、グループ会社の代表者が出席する「全社CSR

会議」で「環境保全行動計画」を含むグループの環境保

全活動に関する方針を策定し、その徹底を図っています

（P16参照）。また、「環境CSR対応モノづくり委員会」「省

エネエコロジ委員会」などの各種委員会を設置し、事業

所、営業拠点、グループ各社を横断した化学物質の法規

制への対応や情報の共有化などを進めています。

日立化成グループの各事業所はISO14001を積極的に

活用し、「環境保全行動計画」と整合させた目標を立て、環

境保全活動を推進しています。

なお、国内外の主要製造会社では2002年度までに

ISO14001の認証取得を終えており、2008年4月現在では、日

立化成と全連結対象会社53社中（持分法適用会社は除く）

販売会社などを含む36社が認証を取得しています。

単独
連結（報告対象範囲）
連結（持分法適用会社は除く）

未取得
33％

取得済み
100％

取得済み
100％

取得済み
67％

エコマネジメント（環境経営）

エコマインド

エコプロダクツ（環境適合製品）

エコプロダクツ（グリーン調達）

ネクスト製品・サービス戦略

エコファクトリー（地球温暖化防止）

エコファクトリー（資源循環）

ステークホルダーとの環境協働

行動計画、環境会計

従業員への教育

エコデザインマネジメントシステム、
環境適合製品

グリーン調達、グリーン購入

事業・製品戦略、
サステナブル・ビジネス、外部宣伝

事業所省エネ、物流における環境対応

廃棄物削減、化学物質管理

情報開示、コミュニケーション活動、
地球市民活動

カテゴリー 主な評価項目 
実績 目標

ステークホルダー
との環境協働

エコファクトリー
（資源循環）

エコファクトリー
（地球温暖化防止）

ネクスト製品・
サービス戦略

エコプロダクツ
（グリーン調達）

エコプロダクツ
（環境適合製品）

エコマインド

エコマネジメント
（環境経営）

50

150

112

142

121

105

139

133

106

134

105

200

100

●環境保全行動計画の策定

環境経営の推進

P12 CSR取り組み方針❺

●環境マネジメントシステムの構築

ISO14001取得比率（2008年3月31日現在）

●環境保全活動の推進体制

「GREEN 21」の評価項目 「GREEN 21」の評価レーダーチャート（連結）（2007年度）

持続可能な社会を実現する

地球環境のために
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日立化成グループは、環境活動を一定の基準で評価す

る日立グループの環境活動評価システム「GREEN 21」を

1998年から導入しています。

「GREEN 21」は、事業所または会社全体で活動内容や

目標に対する達成度を年度ごとにグリーンポイント（GP）

として自己採点するものです。環境保全活動の達成状況

を総合的に把握するとともに、弱み・強みを客観的に分析

し、その計画的な推進に役立てています。

2007年度のGP実績は987GPとなり、目標（全8カテゴ

リーで各112GP、合計896GP）を達成しました。「エコマネ

ジメント」「ネクスト製品・サービス戦略」「エコファクトリー

（資源循環）」などは目標を上回りましたが、「エコプロダ

クツ（環境適合製品）」（項目では専門教育など）や「エコ

ファクトリー（地球温暖化防止）」（項目では物流における

環境対応など）などは目標を下回りました。

2008年度は、環境適合設計の試行の拡大や地球温暖

化対策の自主的な活動について実施内容を設定し、目標

の達成に向け計画的に進めていきます。また、サイトごと

に、GPの低い活動の内容や目標設定を見直し、各サイト

の活動レベルの向上を図ります。

日立化成グループは、環境投資と環境保全活動を継続

的に改善するとともに、環境活動への経営資源の配分、環

境技術や人と環境にやさしい製品がもたらす価値などの

情報を開示することで、ステークホルダーの皆さまに企業

姿勢への理解を深めていただくため、1999年度から環境

会計制度を導入しています。

2007年度は、環境配慮製品の研究開発、ボイラーなど

の運転管理、生産効率の向上などに単独62億円、連結

114億円の費用を支出しました。また、CO2排出量削減の

ための燃料転換やVOC（揮発性有機化合物）排出量削減

のための脱臭装置の導入などに単独5億円、連結13億円

を投資しました。

一方、効果は金額で評価する「経済効果」と、実際の環

境負荷削減量で評価する「物量効果」で捉えていますが、

経済効果は単独45億円、連結48億円となりました。

国内28サイトの集計データを用いています。

1． 費用合計（億円）

（1）事業所エリア内コスト

（2）上・下流コスト

（3）管理活動コスト

（4）研究開発コスト

（5）社会活動コスト

（6）環境損傷コスト

2． 投資合計（億円）

56.1

32.0

0.3

3.7

19.5

0.5

0.1

10.0

62.4 

31.8 

0.3

3.5

26.1 

0.5

0.1

5.4

98.7

53.0

1.3

8.5

35.9

0.6

0.2

18.1

114.2

53.2

1.6

22.3

36.2

0.7

0.1

12.9

項　目
単　独

2006年度 2007年度 2006年度 2007年度

連　結 単　独

2006年度 2007年度 2006年度 2007年度

連　結

1． 経済効果合計（億円）

（1）実収入効果

（2）費用削減効果

（3）部材費低減効果

2． 物量効果

（1）廃棄物最終埋立量削減
効果（トン／年）

（2）化学物質大気排出量　
削減効果（トン／年）

43.0

4.0

2.5

36.5

0

369

45.1

6.9

2.5

35.7

0

359

45.4 

5.6

3.1

36.7 

40

790

47.7

8.8

3.0

35.9

448

419

項　目

環境負荷データの集計対象の変更に伴い、P31-37に掲載している各表やグラフの
2006年度以前のデータを遡及修正しています。

●環境活動評価システム「GREEN 21」の活用

2007年度実績：987GP（目標：896GP）

2008年度目標：1,024GP

環境会計の集計結果

●環境会計制度の活用
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日立化成グループは、製品・サービスを通じて環境と調

和した持続可能な社会を実現するため、製品のライフサイ

クル全体で環境負荷低減を目指したモノづくりを進めてい

ます。

そのため、製造工程はもとより、研究開発、原料調達、物

流、製品使用といった各工程における環境負荷の発生状況

を検証し、各工程で環境負荷低減に努めています。

化学素材ほか

プラスチック

金属

部品・製品

323千トン

95千トン

125千トン

15千トン

原材料 558千トン

ダンボール

プラスチック類

紙類

発泡スチロール

2.4千トン

1.3千トン

0.8千トン

0.038千トン

包装材料

電力

燃料

ガス類

蒸気

710GWh

885,513GJ

1,290,746GJ

74千トン

エネルギー 9,282,052GJ

上水道

工業用水

地下水

1,219千m3

5,555千m3

6,974千m3

用水 13,748千m3

物流

社会

研究開発

生産

資材調達

454千トン

物流・販売

PRTR法対象物質

自主管理物質

VOC

376トン

318トン

1,059トン

化学物質

輸送エネルギー
（委託輸送など）
特定荷主の当社と新神戸電機（株）のデータ

272,000GJ

大気

製品

CO2

SF6

SOx

NOx

439千トン-CO2

0.05トン

24千m3

130千m3

廃棄物発生量

再資源化量

埋立処分量

82千トン

70千トン

0.62千トン

廃棄物

INPUT 日立化成グループ OUTPUT

公共水域

下水道ほか

BOD

COD

11,201千m3

2,576千m3

103トン（うち、国内55トン）

266トン（うち、国内46トン）

排水

環境負荷の全体像の把握（マテリアルバランス）

P12 CSR取り組み方針❺

マテリアルバランス（連結）（2007年度）

持続可能な社会を実現する

地球環境のために
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日立化成グループは、製品のライフサイクルの各段階に

おいて環境負荷を低減するため、1999年から「環境適合製

品設計アセスメント」を実施しています。「環境適合製品開

発促進委員会」などが中心となり、製品設計、試作、製造の

各工程で製品分野ごとに定めた8項目について検証してい

ます。

2007年度の環境適合製品登録比率は、単独86%、連結

85%となりました。

2008年度も製品のライフサイクル全体で環境負荷を低

減する製品開発に継続して取り組んでいきます。
※ 環境適合製品登録比率：全売上高からお客さま仕様品、OEM製品、購入品など
自主的な環境配慮ができない製品の売上高を除いた売上高に占める環境適合
製品の売上高。2007年度版報告書までは「環境適合製品売上比率」として記載

日立化成グループは、環境負荷と資源消費を抑制しな

がら、製品価値をどれだけ生み出したかを示す指標「環境

効率」を2005年度から導入しています。

製品の機能に対するライフサイクル全体での温室効果

ガス排出量の割合（温暖化防止効率）や、新たに使用・廃

棄される資源量の割合（資源効率）を算出し、ライフサイ

クル全体での環境負荷や価値・効果を客観的に検討・評

価することで、開発者・設計者の環境配慮への取り組みを

促進しています。2007年度までに25製品の環境効率を評

価しました。

2008年度は環境効率に加え、材料系製品にLCA手法を

導入し、開発製品の環境性能を定量的に評価することで、

さらなる環境負荷低減を進めていきます。

100

80

40

60

20

2003 2004 2005 2006 2007

（％）

0
（年度）2008

目標

74
81

65

83 85 85

情報提供性

省エネルギー性

環境保全性

グリーンケミストリー性

化学物質
安全性

再資源性

省資源性

製品機能性

1
2
3
4
5

情報提供性

省エネルギー性

環境保全性

グリーンケミストリー性

化学物質
安全性

再資源性

省資源性

製品機能性

1
2
3
4
5

環境適合製品の供給

P12 CSR取り組み方針❷❺

●環境効率の活用

●環境適合製品登録比率※の向上

2007年度実績：登録比率85％（目標：85%）

2008年度目標：登録比率85%以上

●エポキシ樹脂封止材「CEL-HF」シリーズ

エポキシ樹脂封止材は、半導体チップを水・熱・衝撃など

から保護するための黒色のプラスチック材料です。

「CEL-HF」シリーズは、耐熱性や耐湿性に優れ、環境負荷

物質であるハロゲン系・アンチモン系の難燃剤を使用せず

高難燃性を実現した製品です。

環境適合製品事例

環境適合製品登録比率推移（連結）

●四輪車用エンジン部品［日立粉末冶金（株）］

日立粉末冶金（株）では、鉄や銅などの金属粉を加圧成

形・焼結してつくるエンジン部品を提供しています。

同社の製品は多機能でありながら、軽量で耐久性に優

れ、自動車の燃費削減や省資源に貢献しています。

「CEL-HF」シリーズ 四輪車用エンジン部品
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日立化成グループは、PRTR法の対象354物質を含む（社）

日本化学工業協会のPRTR調査で指定されている480物質

の使用量や大気排出量の削減を計画的に進めています。

排出量の多いPRTR法対象14物質と、アセトンやメチルエチ

ルケトンなど自主調査対象7物質の計21物質の削減には特

に力を入れています。

また、2006年4月からの改正大気汚染防止法の施行に伴

い、VOC（揮発性有機化合物）を取り扱っている大型の乾燥

施設の届出を行い、その排出口の許容濃度を遵守していま

す。また、特に排出量の多い41物質（全VOC排出量の90%以

上）の削減に取り組んでいます。

2007年度は、新たに設置した排ガス処理装置の運用を

年度内から開始したことや、一部の使用原材料をPRTR法の

対象物質から非対象物質に代替したことで、化学物質大気

排出量は、単独388トン、連結694トンとなり、2000年度比で

は単独7%、連結11%まで削減しました。

また、2007年度のVOC排出量は、2000年度比で単独

13%、連結15%に削減しました。

日立化成グループは、大気汚染の原因となるSOx（硫黄

酸化物）、NOx（窒素酸化物）の排出量の削減に取り組ん

でいます。2007年度のSOx排出量は単独9千Nm3、連結24

千Nm3、NOx排出量は単独117千Nm3、連結130千Nm3と

なりました。

日立化成グループは、法令より厳しい自主基準を定めて

監視を行うことで、汚濁水の排出防止に努めています。ま

た、排水処理装置の能力増強を計画的に行っています。

2007年度は公共水域へ単独5,282千m3、連結11,201千m3、

下水道ほかへ単独315千m3、連結2,576千m3を排出しま

した。また、BOD（生物化学的酸素要求量）は単独24トン、

連結103トン、COD（化学的酸素要求量）は単独35トン、連

結266トンとなりました。

日立化成グループでは、一部の事業所で塩素系有機溶

剤による土壌・地下水汚染がありましたが、土壌・地下水

の浄化対策を行い、現在では敷地境界線外の汚染はあり

ません。

2008年度以降も当該の事業所で浄化処理を継続すると

ともに、全事業所の汚染状況の監視を継続していきます。

8,000

4,000

6,000

2,000

2000

5,449

6,750
6,145

2,838

2,611

3,5333,5333,533

2,612

2010
目標

400
1,000700

2005

1,232

2,355
1,947

770
462

1,1691,1691,169

778

2006

831
1,536

1,113

424
323

653
460

2007

388 1,041
694

187
201 376

318

（トン）

0
（年度）

単独
連結

PRTR法対象物質
PRTR法対象物質

自主管理物質
自主管理物質 VOC

化学物質による汚染防止

P12 CSR取り組み方針❺

●大気汚染の防止

●化学物質大気排出量の削減

2007年度実績：2000年度比11%（目標：20%以下）
 VOC15%（目標：25%以下）

2008年度目標：2000年度比11%以下
 VOC15%以下

化学物質大気排出量推移

●水質汚濁の防止

●土壌・地下水汚染の防止

持続可能な社会を実現する

地球環境のために
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製品に含有されている化学物質に関する法規制は、ELV指令やRoHS指令のよう

な「有害性の管理」から、REACH規則のような「リスク管理に基づく安全性保証」へ

と世界的に移行しつつあります。これと並行して、国内でもGHS規格に基づきMSDS

やラベルの情報開示を義務づける労働安全衛生法の改正が進められています。

日立化成グループでは、こうした法規制に適時対応するとともに、製品とその

製造プロセスにおけるリスク低減を進めています。

お客さまやお取引先をはじめとするサプライチェーン全体での情報共有を通

じて、製品含有化学物質の用途や取り扱いごとの適正な登録管理、人と環境へ

の懸念がある物質を含有している製品の届出と消費者への情報開示、法改正

に準じたMSDSなどの改訂とお客さまへの配布を推進し、事故の予防管理を強

化しています。

日立化成グループは、「安全と安心の提供」という強い使命感を持って、

サプライチェーンを介して適切に製品関連情報を入手・提供することで、

自社製品に含有されている化学物質による人と環境へのリスクの低減に努めています。

サプライチェーンを介する適切な対応

日立化成グループの
CSR方針全ステークホルダーの

CSR方針

個別に情報の提供と入手を行い、ステークホ
ルダーのCSR方針に対応しています。

化学物質に
関する法令

自主基準に基づく適切な対応
「グリーン調達ガイドライン」「環境CSR対応モ
ノづくり規則」などに基づく自主管理体制を構
築し、人と環境にやさしい化学物質管理を推進
しています。

お客さま日立化成
グループ

お取引先 含有化学物質に
ついての
情報を入手

含有化学物質に
ついての
情報を提供

最終製品の
用途・取り扱いに
ついての
情報を入手

材料・部品の
用途・取り扱いに
ついての
情報を提供情報 情報

製品

情報

機能材料

部品

原材料

部材
最終製品

化学物質管理の推進

CSR方針に基づく適切な化学物質管理を推進

サプライチェーン全体の取り組みで化学物質情報を管理

日本・アジアとEUを結ぶ
情報窓口として、
サプライチェーンにおける
CSR対応に取り組んでいます。

REACH担当
（Hitachi Chemical 
Europe GmbH駐在）
斉藤 晃一

化学物質によるリスクの的確な把握と
その低減対策を進めることで、
安心な製品の提供に努めています。

実践の
現場から

C L O S E  U P

EUでは2007年6月から全化学物

質の登録を義務化するREACH規則

が施行され、2008年6月からその予

備登録が始まりました。今後、高懸

念物質の候補リストが発表される

と、成形品に高懸念物質が含有され

ているか否かの情報の提供と届出

が必要になります。

そこで当社では、2008年5月から

同規則に対応するための専属ス

タッフを2名常駐させています。ま

た、コンソーシアムへの参加やお客

さまとのコミュニケーション、コンサ

ルタントへの調査委託などを通じ

て、さまざまなリスク情報をいち早

く収集するよう努めています。

日本・アジアの日立化成グループ

とEU域内を結ぶ情報窓口として、サ

プライチェーンにおけるCSR対応に

取り組んでいます。

【用語解説】
ELV指令：EUが2000年10月に施行した自動車のリサイクル指令
RoHS指令：EUが2006年7月に施行した電気電子機器への特定有害物質の含有を禁止する指令
GHS規格：国連経済社会理事会で2003年7月に採択された化学物質の分類・表示に関する世界調和システム
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日立化成グループは、京都議定書の削減目標などに基

づき、2010年度までにCO2排出量を1990年度比93%、売

上高原単位で75%とするという目標を掲げています。

この目標の達成に向け、各事業所・グループ会社で「環

境保全行動計画」に沿った削減目標と具体的な実施事項

を毎年定めています。さらに各事業所などの活動内容を

「全社省エネ委員会」などを通じてグループ全体で共有

することで、削減対策の効率化を図っています。

なかでも重油や灯油から天然ガスへの燃料転換は、単

位エネルギーあたりのCO2排出量を20%程度削減できる

ことから、重点を置いて取り組んでいます。下館事業所で

は、2006年からガス会社と連携して天然ガスのパイプラ

インを敷設し、貫流ボイラー、脱臭機などのガス設備への

転換を進めています。同事業所では、2010年までにほと

んどの燃焼設備の燃料を転換する計画です。ほかにも、

山崎事業所や新神戸電機（株）などでも天然ガスへの燃

料転換を進めています。

また、生産工程の高効率化、省エネルギー型製品への

転換などにも取り組んでいます。

さらに海外では、生産量の増加に対応するため、日立

化成の生産技術の専門家を派遣し、省エネルギー診断を

支援しています。

2007年度におけるエネルギー起源CO2排出量は、単独

152千トン、国内連結331千トンで、1990年度比では単独

68%、国内連結84%となりました。また、売上高原単位は

1990年度比で単独52%、国内連結69%となり、排出量、原

単位とも2007年度目標を達成しました。

今後も原単位の向上を図るとともに、排出量削減に取

り組んでいきます。

日立化成グループでは、CO2以外の温室効果ガス排出量

を2002年度比10%以下にするという目標を立てています。

製造工程では、2003年度以降該当物質を使用していま

せん。検査工程ではSF6（六フッ化硫黄）を使用しています

が、高効率回収装置を活用することで2007年度の排出量

は0.05トン、2002年度比では5.5%まで削減しており、今後

もこの水準を維持していきます。

総使用量
9,282,052GJ

A重油
6％

LPG
4％

その他燃料油
4％

都市ガス・天然ガス
10％

購入蒸気
2％

電力
75％

1,000 100

800 80

400 40

600 60

200 20

100
100 79

61
69

52

75

1990

223

2007

439

152

2006

436

165

2010
目標

431

207

393 331354 365

（千トン-CO2） （%）

0 0
（年度）

連結

単独
国内連結

CO2原単位
CO2原単位

CO2排出量
CO2排出量
CO2排出量

2010年度の連結の目標は、1990年度の海外のグループ会社を含む排出量を推計
し、その93%としています。

地球温暖化の防止

P12 CSR取り組み方針❺

●CO2排出量の削減

2007年度： 国内排出量※1990年度比84%（目標：93%）
実績 国内原単位1990年度比69%（目標：79%）

2008年度：国内排出量1990年度比93%以下
目標 国内原単位1990年度比77%以下

●CO2以外の温室効果ガスの削減

※ 1990年度の海外のデータは推定値となるため、報告データは国内連結としました。

総エネルギー投入量内訳（連結） CO2排出量とCO2原単位推移

持続可能な社会を実現する

地球環境のために

日立化成グループ  社会的責任報告書 200836



日立化成グループは、各事業所・主要グループ会社の

活動計画などについて審議・情報交換する「廃棄物委員

会」を設置し、廃棄物の発生量削減とリサイクルを計画的

に進めています。また、2006年度から独自の分析ツール

を用い、既存の製品を資源循環型製品へと転換するため

の技術検討や製法革新にも取り組んでいます。

2007年度もプレス工程などでの再利用可能な副資材

への転換、塗工工程などでの溶剤回収と再利用など、廃棄

物の発生を抑制する製法の開発を進めました。また、分別

の徹底などで廃棄物のリサイクル率の向上を図りました。

しかし、生産量の増加もあり、廃棄物発生量は単独37,800

トン、連結81,800トン、2000年度比ではそれぞれ73%、

79%、リサイクル率は単独99%、連結86%と、前年度レベ

ルを維持するにとどまりました。

今後も、各製造工程でムダの削減や製法革新を進め、

さらなる廃棄物の削減に取り組んでいきます。

日立化成グループは、廃棄物の最終処分量の削減に向

けた製法転換やリサイクルを進め、2006年度に国内全28

サイトでゼロエミッション※1を達成しました。

2007年度の廃棄物最終埋立処分量は、単独1.4トン、連

結619トン（国内連結35トン）、最終埋立処分率※2は、単独

0.0037%、連結0.76%（国内連結0.053%）でした。今後も廃

棄物の削減とともに、ゼロエミッションの水準を維持して

いきます。
※1 廃棄物最終埋立処分率を1%以下、かつ最終埋立処分量を年間5トン未満とす
ることをゼロエミッションとしています。

※2 最終埋立処分率：最終埋立処分量÷廃棄物発生量

日立化成グループは、東南アジア地区や中国の各地区

で毎年実施している「海外ブロック環境安全会議」での意

見交換や情報共有を通じて、海外でもリサイクルに取り組

んでいます。

例えば、Hitachi Chemical (Dongguan) Co., Ltd.

（HCDG、中国）やHitachi Chemical (Johor) Sdn. Bhd.（マ

レーシア）では、国内と同様、お客さまと協働で感光性フィ

ルムの芯材などの副資材を繰返し再使用する取り組みを

進めています。HCDGでは、2008年2月現在、同意いただ

いた8社のお客さまを対象に実施しています。

150 100 

120 80 

60 40 

90 60 

30 20 

77

86
78

99

87

99 99
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81.8

37.8
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77.8

（千トン） （%）

0 0 
（年度）

リサイクル率
リサイクル率

単独
連結

廃棄物発生量
廃棄物発生量

10 10

8 8

4 4

6 6

2 2

7.7%

2.3%

3.9%

0.0027%
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8.2

1.2

2005

3.6

0.0011

2006

1.60.0014
2007

0.6

0.0014

（千トン） （%）

0 0 
（年度）

最終処分率
最終処分率

2.0%

0.0036% 0.76%
0.0037%

単独
連結

廃棄物最終処分量
廃棄物最終処分量

廃棄物発生量・最終処分量の削減

P12 CSR取り組み方針❺

●廃棄物発生量の削減とリサイクルの推進

2007年度：発生量2000年度比79%（目標：79%以下）
実績 リサイクル率86%（目標：88%）

2008年度：発生量2000年度比78%
目標 リサイクル率88%

●廃棄物最終処分量の削減

●海外グループ会社におけるリサイクルの推進

廃棄物発生量とリサイクル率推移 廃棄物最終処分量と最終処分率推移

海外ブロック
環境安全会議
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日立化成グループは、輸送にかかるエネルギーを把握

するとともに、売上高輸送エネルギー原単位を年1%低減

するという目標を掲げ、輸送効率の向上とモーダルシフト

の推進による省エネルギーに取り組んでいます。

省エネルギー法の特定荷主として指定された日立化

成、新神戸電機（株）は、2007年度、原単位で前年度比1%

以上削減しました。

2007年度における製造事業所の自家保有自動車台数

（フォークリフトを含む）は、単独289台（前年度278台）、

連結782台（同822台）で、低公害車の割合は、単独19%、

連結37%となりました。

今後も、保有台数の削減とハイブリッド車など低公害車

への切り替えを進めていきます。

日立化成グループは、製品出荷時の環境負荷の低減を

目指し、包装・梱包資材の削減に取り組んでいます。その

一環として、国内・海外ともプラスチック製通い箱や、リサ

イクルが可能な包装資材を積極的に採用しています。

日立化成グループは、製品の輸送中に緊急事態が発生

した場合の措置方法を記載した「イエローカード」（緊急

連絡カード）や、緊急時の応急措置などを記載したラベル

「容器イエローカード」を採用し、危険物・毒劇物などの

化学物質を含む製品輸送・使用時の安全確保と、事故発

生時の環境影響の低減に努めています。また、製品原料

を納入いただくお取引先に対してもイエローカードの携

帯を要請しています。

日立化成グループは、「エコマーク」やグリーン購入法

に適合した製品を優先的に購入する事務用品のグリーン

調達を実施しており、2007年度のグリーン調達比率※は、

単独70%、国内連結70%でした。

また、国内では電子発注購買システム｢e-sourcing｣を

活用し、グループ各社の購買を一括管理することで、グ

リーン調達の効率化を進めています。
※ グリーン調達比率：グリーン調達額÷調達総額

単独
連結

ディーゼル車
22％

ディーゼル車
36％

低公害車
37％

低公害車
19％

ガソリン車
44％

ガソリン車
41％

単独
連結

プラスチック類
29％

紙類
17％
紙類
24％

発泡スチロール
1％

発泡スチロール
2％

ダンボール
21％

ダンボール
53％

プラスチック類
53％

物流における環境配慮

P12 CSR取り組み方針❺

●輸送効率の向上

●包装資材の削減

●自家保有自動車の削減と低公害車の導入

●製品・原材料輸送時の安全確保

オフィスにおける環境配慮

P12 CSR取り組み方針❺

「フォテック」の
プラスチック製通い箱

自家保有自動車内訳（2008年3月31日現在） 包装資材使用材料内訳（2007年度）

持続可能な社会を実現する

地球環境のために
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GP向上による環境活
動推進

環境適合製品登録比率

温暖化ファクター
（代表1製品）

資源ファクター
（代表1製品）

適正表示（ラベルおよ
びMSDS改訂）

・RoHS対応
・ELV対応

REACH対応 （登録）

REACH対応
（SVHC届出）

CO2排出量［国内］
（基準年度：1990年度）

CO2原単位［国内］
（基準年度：1990年度）

輸送時CO2排出量［売
上高輸送エネルギー
原単位］
（基準年度：2006年度）

ゼロエミッション活動
推進

廃棄物発生量
（基準年度：2000年度）

化学物質大気排出量
［国内］
（基準年度：2000年度）

VOC大気排出量［国内］
（基準年度：2000年度）

環境経営の
推進

「GREEN 21」
活動の推進

環境適合製品
の拡大

地球温暖化の
防止

廃棄物の削減

製造時の化学
物質削減

環境効率の
向上

環境
マインド＆
グローバル
環境経営

次世代製品と
サービスの
提供

ステーク
ホルダーとの
環境協働

環境に高い
レベルで
配慮した
工場とオフィス

製品含有化学
物質のリスク
管理

環境コミュニ
ケーションの
推進

1,024GP

85%以上

10%以上

10%以上

1）・ラベル2次 
・MSDS2次

1）韓国版
RoHS対応
2）法改訂動
向把握

・製品用途調査
・予備登録

・成分調査検討
・届出・代替検討

93%

77%

2%以上削減

国内全サイト
達成継続

78%

11%

15%

987GP

85%

10%以上

10%以上

完了

完了

完了

完了

84%

69%

1%以上
削減

国内全サ
イト達成
継続

79%

11%

15%

896GP

85%

10%以上
（各部門1製品）

10%以上
（各部門1製品）

1）・ラベル1次 
・MSDS1次
2）ラベル

中国版RoHS
対応

・成分調査
・該当製品の
輸出量確認

・製品調査
・動向把握

93%以下

79%以下

1%以上削減

国内全サイト
達成継続

79%以下

20%以下

25%以下

2010

2010

2010

2010

1）・2008
（ラベル） 
・2010
（MSDS） 
2）2007
（ラベル） 

継続

1）2010 
2）2013 
3）2018

2011以降

2010

2010

2010

―

2010

2010

2010

1,280GP

85%以上

20%以上

20%以上

1）労働安全衛生法
2）中国版 RoHS

適正対応と情報開示

登録対応EU輸出量
1）年1,000トン以下
2）年100トン以下
3）年1トン以下

0.1%以下かつ年1
トン以下

93%以下

75%以下

4%以上削減

国内全サイト達成

75%以下

15%以下

15%以下

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

P30-31

P31

P33

P33

P33

P20、35

P20、35

P20、35

P20、35

P36

P36

P38

P37

P37

P34

P34

―

日立化成およびグループ会社は、環境保全活動における海外を含む日立化成グループ連結経営を推進する。 
また化学系企業として環境負荷低減活動の継続、化学物質管理レベルの向上、および環境適合製品の拡大に
より環境経営の強化を図り、企業の社会的責任を果たす。

項目
項目 目標値 目標年度

行動目標

目標値 実績 評価

2007年度実績 2008年度
目標

報告書
記載ページ

各ステークホルダーとのコミュニケーションを促進する。
・広報活動、ホームページ、社会的責任報告書、サイトレポートの発行や地域住民への事業所説明会によるコミュ
ニケーション実施。地域での環境活動。

自己評価　◎＝大きな成果　○＝計画に沿った成果　×＝計画を下回る成果

日立化成グループ2008年度環境保全行動計画（主要項目のみ）
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この一年は、エネルギー・資源・食料需給のひっ迫を一

層強く実感できる年でした。近代社会は厳しいボトルネッ

クに直面しており、昨年のステークホルダーの意見でも述

べさせていただいたとおり、従来型のCSR活動ではこの難

局を切り抜くことはできません。世界で、いま、顕在化して

いる社会・環境課題に、経営の変革と事業の革新の両方

を通じて、「自社としての解」を見出し、そして実行してい

くことが求められています。企業としての「外向き・戦略的

CSR」の命題を俯瞰し、三つに集約すると、次のようになる

のではないでしょうか。

（1）未来責任の全う（将来世代を切り捨てない経営）

（2） 生態系の原則に則った発展戦略（自然環境を切り捨

てない経営）

（3）弱者切り捨てを伴わないビジネスモデルや経営

私たちの子供や将来世代は、最終的にはこの尺度で経

営の本当の質を測ることになるでしょう。

1．今年度の報告書のよいところ

上記のような時代認識に立って、日立化成がCSR経営

の次なるステージを志向し、努力を重ねていることは、

2008年度版日立化成グループの社会的責任報告書から

読みとれると感じました。昨年との比較において、次の改

善点を挙げたいと思います。

●編集方針やステークホルダーの皆さまへのページにお

いて、日立化成の取り組み姿勢やステークホルダーに

対して果たしたい責任を明確に示しています。

●CSR行動計画における最重要課題、重要課題を明確に

しているほか、その設定に沿う形で林田CSR室長のメッ

セージもより実のある、具体的なものになってきました。

●世界でクローズアップされている地球温暖化に対して、

日立化成としてカーボンマネジメント戦略を明確に打

ち出し、報告書において特集で分かりやすく説明してい

ます。

●人の顔や人の登場が少し紙面で増えたように感じまし

た。必ずしも十分ではないと思いますが、モノばかりで

なく、ヒトがいる報告書になりつつあることを評価した

いと思います。

2．2つの観点から改善できるところ

「報告書の内容・構成」と「CSRコミュニケーション戦略」

の二つの視点から改善できると感じた点を挙げます。

●報告書の内容・構成

最重要課題、重要課題の設定はできてきましたが、これ

らの課題は必ずしも報告書の構成に反映されていませ

ん。特集として、ひとつの重要課題である「カーボンマネ

ジメント戦略」に焦点を当てているのはよいけれど、最重

要課題の扱いや、その他の重要課題に関して、どこで詳細

をみればよいかがよく見えませんでした。

全体的に、昨年に引き続き、「世界、特にアジアが見えな

い」報告書になっていると感じました。

日立化成の製品やサービスが顧客にとって、あるいは

社会にとってどのように役に立ってるかも、あまり読み取

ることはできませんでした。

●CSRコミュニケーション戦略

これは昨年に引き続きの指摘ですが、CSRコミュニケー

ションの戦略そのものを考える時期にきていると思いま

す。毎年、本当に長編印刷版報告書は必要なのか。

どの対象（ステークホルダー）に対して、何を伝えたい

か、そして伝えるにあたっての最も効果的な方法論や媒

体とは何か、可能な限り早い時期に検討され、そして今後

のCSRコミュニケーションに活かされることをお勧めいた

します。

株式会社イースクエア
代表取締役社長　ピーター D. ピーダーセン

ステークホルダーからのご意見
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1．社会的責任報告書の意義

企業の社会的責任（CSR）は、企業が活動する際に、社

会の一員として社会の要請に応えていくことです。社会的

責任報告書の目的は、ステークホルダーという切り口から

企業活動に関する情報を整理して、①ステークホルダー

に発信し、②ステークホルダーの評価を得て、③翌年度の

企業活動に反映させていくことにあります。この意味で、

報告書自体もCSRマネジメントに組み込まれていなけれ

ばなりません。

日立化成グループの社会的責任報告書を2005年版か

ら拝見しましたが、前年度の活動実績についての自己評

価を行い、その評価をもとに翌年度の重点課題を設定し、

確実に行動につなげようとするCSRマネジメントのプロ

セスが開示されており、この点は高く評価できます。

また、前年度の第三者意見で示された課題については

翌年度に確実に応えています。たとえば、「総花的ではな

いか」との昨年度報告書の第三者意見に対し、今年度報

告書で重要トピックを特集や「CLOSE UP」で取り上げて深

く掘り下げており、メリハリのあるものとなっています。

今後は「自己評価」のうち評価が低かったものについ

て、さらに問題点を掘り下げた分析を行い、改善につなげ

るプロセスについての報告を期待します。

2．コンプライアンスについて

最近の企業不祥事の多くは、「社会環境の変化に鈍

感であったこと」に起因しています。コンプライアンスも、

「社会環境の変化」に応じた企業活動の確保によるリス

ク管理として理解すべきで、社会的要請を的確にとらえる

観点、つまりCSRの一環として理解することが求められま

す。日立化成グループでは、コンプライアンスを、単なる法

令の順守にとどまらず、「企業倫理、さらには従業員一人

ひとりのモラルや良識に則った行動」と定義し、CSRの中

核として位置づけており、コンプライアンスとCSRの関係

が正しく理解されていると思います。

いまの社会では、企業のコンプライアンスについて、有

効に機能する体制、各職場・グループ全体への浸透などの

「実質」を問われるようになっています。今後も日立化成

グループでは、この社会的要請に応えるためのコンプラ

イアンスという視点から、具体的な取り組みを実行し、報

告書では、取り組み内容、評価、評価に基づいた翌年度の

行動計画を記載してステークホルダーの評価を継続的に

受けていくことが期待されます。

3．ダイバーシティマネジメントについて

今年度の重点目標として「働きやすい職場づくり」があ

げられています。風通しのよい職場環境があれば、リスク

が見えやすくなり、リスクを早期に把握して是正すること

が可能になり、企業のリスク管理としてのコンプライアン

ス推進にとっても大きな力になります。そして、ダイバー

シティマネジメントは、これからの時代の働きやすい職場

作りのために不可欠な要素です。

ダイバシティの促進・定着のためには、従業員一人ひと

りの意識改革、有効な仕組みつくり、運用という一連のプ

ロセスを繰り返し行わなければなりません。今後の継続

的な取り組みが求められます。

来年の報告書では、啓発活動や女性支援のための活動

の一層の充実に加えて、従業員全体の意識・働き方、仕事

の進め方の変革に向けた具体的な取り組みと成果が報

告されることを期待しています。

国広総合法律事務所
弁護士　國廣 正
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