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安全・環境報告書



◦作成目的

  本報告書は、社内外の多くのステークホルダー
に対して、当社および当社グループ各社の安全･

環境活動に関する情報を開示する目的で作成し

ました。

◦参考にしたガイドライン

  本報告書は、環境省の｢環境報告ガイドライン
（2007年版）｣などを参考に作成しました。

◦対象期間

  2008年度（2008年4月1日から2009年3月31日）
の活動を対象にして作成しました。海外のデー

タは、 2008年1月1日から12月31日が対象です。
一部で、2009年度の活動も記載しています。

◦対象範囲

  当社および当社グループ各社の全組織および国
内外の建設現場を対象にしています。

◦次回発行予定日

 2010年9月頃の予定です。

◦作成部署

 SQE統括部／環境マネジメントチーム
 （Tel：047-454-1132   Fax：047-454-1833）

編集方針

東洋エンジニアリング株式会社は
チーム･マイナス6％に参加しています。



Contents
社長メッセージ ................................................................................................... 2
会社概要／Global Toyo .............................................................................. 3
HSSEおよび品質に関する基本方針 ........................................................... 4

安　　全 
◦安全へのメッセージ....................................................................................... 5
◦客先からの安全表彰 ..................................................................................... 6
◦安全への取組 ................................................................................................... 7
◦事故におけるLessons Learned ........................................................... 11

環　　境

◦環境へのメッセージ.....................................................................................12
◦環境への取組 .................................................................................................13
◦海外での環境保全活動の事例紹介 .......................................................16
◦環境に貢献する当社保有のエンジニアリング技術の紹介 ............19

安全･品質･環境（SQE）マネジメント推進体制
◦全社SQEマネジメント体制 ....................................................................... 22
◦ISO認証と内部監査 .................................................................................... 22
◦SQE教育 ......................................................................................................... 23

�



社長メッセージ

� �

お客様のみならず地域社会や国際社会からも信頼される企業を目指して

　日頃は、東洋エンジニアリング株式会社の業務にご理解、ご支援を頂き、ありがとうございます。

　当社は、プロジェクトマネジメント力と総合エンジニアリング技術力を駆使し、世界各国のお客様に、プロジェクト

の計画段階から運転にいたるまでの専門的なサービスを提供しています。

　その過程では安全面において幾重にも対策を施し、安全第一を優先課題としております。しかし、間違いや失敗を

防ぐための最善の努力にもかかわらず、人間の手で業務を遂行する以上、防ぎきれない事態も起こりえます。万一事故

が発生した場合、直ちにお客様および関係当局に報告するとともに、全社で情報を共有し、安全を徹底する施策を、当

社グループ全体で実施しております。

　一方、環境面において当社は専門的なサービスを提供するにあたり、省エネルギー･省資源などの環境に配慮した設

計、さらには建設工事にあたって環境に配慮するなど、地球環境を守るための社会的責任を果たし、お客様のみならず

地域社会や国際社会からも信頼される企業として活動してまいりたいと考えております。

　ここに、当社の安全･環境分野の活動につき、｢安全･環境報告書2009｣を取りまとめましたので、ご一読の上、忌憚の
ないご意見を賜りますよう、お願い申し上げます。

取締役社長
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会社概要（2009年3月31日現在）

■社　　名 東洋エンジニアリング株式会社

 Toyo Engineering Corporation
■創　　業 1961年5月1日
■代 表 者 取締役社長　山田　豊
■資 本 金 182億円
■従業員数 1,088名
■事業内容 ［ 総合エンジニアリング事業 ］

 ◦各種産業プラントの研究・開発協力、企画、設計、機器調達、建設、試運転、技術指導

 　対象分野： 石油、ガス、石油化学、一般化学、水、交通、発電、原子力、高度生産システム、

医薬、ファインケミカル、物流、バイオ、環境、等 

 ◦システムエンジニアリング、ソフトウェアの取得、開発および販売

Global Toyo

　Global Toyoとは、世界に所在する当社

グループ各社が所在地域、お客様に密着し

つつ相互に連携協力し、最適なフォーメー

ションと共通する業務基準に基づいて業務

を実施するグローバルネットワーク体制を指

しています。

　このネットワークを通して、マーケット情

報、ヒューマンリソース情報、技術情報など

を蓄積、相互共有して、お客様のニーズに

叶ったソリューションやプロフェッショナル･

サービスを的確に、かつスピーディに提供す

ることができます。

米州市場

東アジア市場

中東・南アジア市場

Toyo-India Toyo-Malaysia

Toyo-Japan

Toyo-Korea

Toyo-Europe

Toyo-Thai

Toyo-U.S.A.

Toyo-Canada

Toyo-Brazil

Toyo-Venezuela

Toyo-China

〈Global Toyo〉
Toyo-Japan： 東洋エンジニアリング株式会社

Toyo-Korea： Toyo Engineering Korea Limited
Toyo-China： Toyo Engineering Corporation, China
Toyo-Malaysia： Toyo Engineering & Construction Sdn. Bhd.
Toyo-India： Toyo Engineering India Limited
Toyo Europe： Toyo Engineering Europe, S.A.
Toyo-Canada： Toyo Canada Corporation
Toyo-U.S.A.： Toyo U.S.A., Inc.
Toyo-Venezuela： Toyo Ingeniería de Venezuela, C.A.
Toyo-Brazil： Toyo do Brasil-Consultoria E Construcoes Industriais Ltda.

〈Other group company〉
Toyo-Thai： Toyo-Thai Corporation Public Company Limited

会社概要／Global Toyo

Worldwide Network

� �
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　社会から信頼される企業ーその前提には｢安全｣への
十分な配慮があります。
　当社グループ各社が事業を展開する過程、例えば建設
工事で、万一尊い人命が損なわれることの無いよう、当社
は安全に対する工夫と努力、そのための時間と費用は全
てに優先するものと考えています。
　この「安全は全てに優先する」という基本を十分に認識
した上で、全従業員の安全教育など、安全文化を社内に
浸透させるための施策を、継続的に推進してまいります。
　「安全」は当社の重要なブランドの一つです。これを国内
外の当社グループ各社に伝承するため、2009年度の全社
安全目標に「安全基準のGlobal  Toyoでの定着」を掲げ、
各種活動を実施しています。
　当社および当社グループ各社は、確固たる安全文化の
確立に積極的に取り組んでまいります。

安　　全

� �

安全へのメッセージ



安　　全

•••客先からの安全表彰•••

　当社は、建設工事を無事故・無災害で完了し、お客様に優れた設備を引き渡すことを使命としています。そのた

め、本社および建設現場（サイト）のメンバーは、お客様、協力会社と一体となってHSSE （Health, Safety, Security & 

Environment） マネジメントシステムを確立し、計画的かつ積極的な安全管理活動を行っています。 
　国内では2009年3月、三井化学（株）殿から、無事故・無災害での建設工事完了に対して高い評価を頂きました。ま
た海外においても2009年7月、シンガポールサイトで連続3,000万時間の無災害を達成し、 Shell Eastern Petroleum 
（Pte） Ltd. 殿から高い評価を頂きました。

三井化学（株）殿よりの感謝状

　その他、以下に示すお客様から表彰状を頂いています。

安全表彰実績（2008年1月～2009年6月）

日　　付 表彰理由 客　　先 表彰説明

2009年 5月 無事故・無災害 Dow Corning （Zhangjiagang） Co., Ltd. Dow Corning （Zhangjiagang） Co., Ltd.殿向けシランプロジェ
クト（中国）において、1,000万時間連続無事故・無災害の達成

2008年12月
無事故・無災害
での完工

ブリヂストン（惠州）合成ゴム有限公司
ブリヂストン（惠州）合成ゴム有限公司殿向けプロジェクト（中
国）において、328万時間連続無事故・無災害での完工

2008年 8月 優秀な業務遂行
Petróleo Brasileiro S.A.
（PETROBRAS）

PETROBRAS殿向け製油所近代化プロジェクト（ブラジル）にお
いて、2007年最優秀コントラクターとして選抜

2008年 7月 無事故・無災害 Indian Oil Co., Ltd. Indian Oil Co., Ltd.殿向けエチレンプロジェクト（インド）にお
いて、1,000万時間連続無事故・無災害の達成

2008年 3月 無事故・無災害 Qatar Shell GTL Ltd. Qatar Shell GTL Ltd.殿向けGTLプロジェクト（カタール）にお
いて、300万時間連続無事故・無災害の達成

Shell Eastern Petroleum （Pte） Ltd. 殿
よりの感謝状

� �
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•••安全への取組•••

■安全記録

　当社の2007年～2008年（一部2009年＊を含む）の安全記録は、以下のとおりです。

過去3年間の安全記録（国内および海外プロジェクト合計）

年 作業日数
（人・日）

作業時間
合計（A）

労働災害人数 休業災害
度数率
（Note 1）

総災害
度数率
（Note 2）死亡災害 休業災害 無休業災害

（通院・治療）
休業災害
合計（B）

災害記録
合計（C）

2007 9,012,650 89,334,017 1 16 326 17 343 0.19 3.84
2008 9,685,066 96,925,454 3 14 236 17 253 0.18 2.61
＊2009 5,366,536 53,050,587 0  5  86  5  91 0.09 1.72

Note 1：休業災害度数率（LTIR）=（B）×1,000,000／（A）
Note 2：総災害度数率（TRIR）=（C）×1,000,000／（A）
＊2009年は6月末までの記録

●事故の型別死傷者

　当社の2007年～2008年（一部2009年＊を含む）
の死傷者数（死亡災害 4人、休業災害 35人、計 
39人）を事故の型別に分類すると、墜落・転落が
全体の43%を占めており、高所作業における安全

管理とその対策実施が不可欠となっています。

■建設工事の安全　～ブラジル製油所近代化プロジェクト～

　本プロジェクトは、ブラジル最大の石油会社PETROBRAS殿より受注した製油所近代化プロジェクトの一つで、石油

精製プラントを建設するものです。当社と Construtora OAS Ltda. およびSetal Óleo e Gás S.A. のジョイントベン

チャー｢ECOVAP｣が、建設工事を実施しています。サイトは、サンパウロから車で1時間程のサンジョセドスカンボス市
近郊に位置しています。

　現在、建設工事は最盛期で5,000人を超える作業員が働いており、「安全は全てに優先する」のスローガンの下、客先、

ECOVAP、そして全協力会社がコミュニケーション良く、安全管理を実施しています。

安全訓練
閉所作業訓練、高所作業訓練など、外部講師
による理論と実践を併せた訓練に力を注いで
います。

安全自衛員
各チームの作業員1名をその日の
安全自衛員に任命し、チームメン
バーの安全を守っています。

教育・訓練
客先との協力の下、マンパワー開発プログラムが実施され、
多くの作業員が技能を磨く教育・訓練を受講しています。

　2008年は、休業災害度数率および総災害度数率ともに、2007年と比較し低下傾向にあります。　
　2009年5月末、当社の進行中プロジェクトの休業災害・無発生時間（NON-LTI）の累計（注）が1億時間を超えました。
（注） 進行中プロジェクトのNON-LTI 累計とは、その時点で工事中のプロジェクトを対象（完了プロジェクトは含まず）とした最終のNON-LTIの累計です。事故を起こ

したプロジェクトでは、カウントが「0」に戻り再カウントとなります。

� �

事故の型別死傷者割合（2007年～2009年＊）

■墜落・転落　■激突　■挟まれ・巻き込まれ　■転倒　■切れ・こすれ
■崩壊・倒壊　■動作の反動・無理な姿勢　■高温への接触
■有害物の接触・吸引　■交通事故
＊2009年は6月末までの記録

43% 20% 10% 5%5%5%

3%
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■建設工事の安全　～シンガポールエチレンプロジェクト～

　本プロジェクトは、Shell Eastern Petroleum （Pte） Ltd. 殿より受注した世界最大級のエチレンと関連製品を生産す

るプラントを建設するもので、当社とCB&I Lummus とのジョイントベンチャーで実施します。

　シンガポール本土から南西約5km、フェリーで20分程の島に位置するサイトでは、建設工事が最盛期を迎え10,000
人を超える作業員が働いています。 トップマネジメントの強いコミットメントに加え、安全を先取りした管理システムと

その実施を通して、｢安全を考え、安全に行動する｣の方針の下、様々な安全活動が行われています。

医療サービス
医師を含めた専任の医療スタッフが24時間体制
で勤務し、最適な医療サービスが提供されてい
ます。

グリーンエリア
サイトには、「グリーンエリア」と称される安全
活動の場が設けられています。ここでは、全協
力会社の参加者が自由に安全情報および改善
提案について、意見交換をしています。

各種イベント
サイト作業員の安全意識向上のため安全大会
を毎月実施し、表彰式などのイベントが全員参
加により行われています。

■建設工事の安全　～三井化学（株）市原工場プロピレンプロジェクト～

　本プロジェクトは、三井化学（株）殿より受注した既設プラントからのエチレンと副生するC4留分を触媒反応させて
プロピレンに転換する設備の新設工事です。

　当社としては、お客様の市原工場構内での初の建設工事です。このため、お客様の安全管理方針・手順書の理解に

努め、工程会議などの場でお客様との綿密なコミュニケーションを図っています。 

リスクアセスメント会議
各種の工事を開始するにあたり、全協力会社お
よび当社責任者と担当者が、リスクの洗い出し
とその安全対策を実施しています。

安全大会
お客様およびサイトの全作業員が参加した安
全大会が開催されています。KYK（危険予知活
動）の実演、安全宣言、安全表彰および参加賞
の配布などで盛大な大会となっています。
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■Global Toyo HSSE活動
　当社および当社グループ各社は、全ての国・全ての地域

で同一レベルの安全管理を実施するために、安全統一基準

（Global Toyo HSSE Standard）を制定し、その徹底を図る

Global Toyo HSSE活動を推進しています。

　この推進のために、当社および当社グループ各社のHSSE
責任者は、年2回一同に会して、安全活動計画と実施状況お
よび課題と対策の安全管理活動に取り組んでいます。

　当社および当社グループ各社は、今後も確固たる安全文

化の確立に努めます。

■安全文化定着に向けた継続的運動

●社内安全教育

　当社では、従業員一人ひとりの安全に対する意識

を高めるために、2006年8月から役員を含む全従業
員を対象とした全社安全教育を行っています。

　また、受講後もデータの更新・追加資料を配布

し、安全文化の一層の定着に向けたフォローアップ

を行っています。

　全社安全教育と並行して、対象部門と対象者を絞った「リスクアセスメント」、「OHSAS18001 労働安全衛生マネジメ

ントシステム」、「建設業法 施工体制台帳」などの教育も行っています。

●PM （Project Manager） に向けた安全教育補足資料の配布  
　国内外サイトでは、安全の仕組みの構築と確実な運用に加え、PMが率先してサイトの全作業員の安全意識のレベル

を上げることが重要と認識しています。そこで、全PMに対して参考となる安全教育補足資料の配布を行っています。　

　安全教育補足資料には、安全管理のポイントおよび安全に関する最新情報が盛り込まれています。

●社内安全表彰  
　当社では2008年に、安全表彰基準を改訂しました。　
　これまでの社長表彰は、ある一定規模以上の無事故・無災害で工事を完了したプロジェクトを対象としていました。

今回の改訂ではこれに加え、工事進行

中での連続無休業災害達成のプロジェ

クトも表彰の対象としました。

　2008年度は計11プロジェクトが社
長表彰の対象となりました。

　社長表彰とは別に、 計5プロジェクト
がSQE推進委員長表彰を受けました。

Global Toyo HSSE責任者会議
参加した当社グループ各社： ◦Toyo-Japan  ◦Toyo-Korea  ◦Toyo-India 

◦Toyo-China  ◦Toyo-Malaysia　　

社長表彰（一例）
•  Shell Eastern Petroleum （Pte） Ltd. 殿向け 
プロジェクト：連続無休業災害 1,500万時間
• Indian Oil Co., Ltd. 殿向けプロジェクト： 
連続無休業災害 1,500万時間

SQE推進委員長表彰（一例） 
• ダイキン工業（株）殿向けプロジェクト： 
無事故・無災害での完工　
• 武田薬品工業（株）殿向けプロジェクト： 
無事故・無災害での完工　

社内安全教育資料 建設業法 施工体制台帳講習会



●ヒヤリハットシステム

　サイトにおいては、幸いにも事故には至らないが、「ヒヤリとした」「ハッとした」という危険な経験をすることがあり

ます。これをヒヤリハットと呼び、その繰り返しが重大災害につながると言われています。当社ではこのようなデータを

蓄積・管理する「ヒヤリハットシステム」を開発し、2008年1月より国内の主要サイトへ展開しています。　　
　サイトでのヒヤリハットのデータは本社に集約され、分析された後、全社および各サイトへフィードバックされていま

す。今回は、2008年7月～2008年10月までの304件のデータについて分析を行いました。

⑴ ヒヤリハットシステム分析結果のまとめ（上位5番目までを表示）
項目  　　　　　順位 第1位 （%） 第2位 （%） 第3位 （%） 第4位 （%） 第5位 （%）

発生時間 午前 39.1 午後 33.9 早朝 10.9 昼前  8.9 夜 7.2

原因
物 飛来・落下 59.3 土砂崩れ 11.4 火災  9.8 爆発・破裂  3.3 漏れ 0.8

人 つまづき・転倒 36.8 墜落・転落 21.5 激突 17.5
挟まれ・
巻き込まれ  8.8

高温・低温への
接触 6.1

どうして
事故が

起こりそうに
なったか

人 確認せず 21.4
状況に対応
できなかった 11.2 よそ見  8.5 整理整頓不足  7.9 1人KY実施せず 7.7

作業 KYK不十分 61.1 1人作業 22.2

指示ミス  2.8
調査不足  1.4

その他 5.5
混在  1.4

長時間  2.8
計画ミス  1.4

TBM未実施  1.4

物 養生不良 26.5
保護具・
用具の不良・
不備・不着用

21.7 安全設備不備 14.5 定期点検なし 10.8 足場不良 9.6

⑵ 分析結果に対する対策
以下に示す対策を指導し、ヒヤリハットの再発防止に努めています。
① ｢発生時間｣で午前中が多いことへの対策
 ◦朝の作業前に、朝礼、KYK（注1）、TBM（注2）の確実な実施と作業手順の確認
 ◦作業開始前に、作業員全員が作業場所を回り、周囲の状況を把握

② ｢原因｣で飛来･落下およびつまづき･転倒が多いことへの対策
 ◦毎日の整理整頓および危険箇所への養生・対策の実施
 ◦事故およびヒヤリハット事例を参考にした教育の実施

③ 「どうして事故が起こりそうになったか」でKYK不十分への対策
 ◦KYKを主催するメンバーへの社内マニュアルに従った教育の実施
 ◦KYカードを用いた1人KY（注3）の実施

（注1）KYK（危険予知活動）とは、作業前に作業の危険性を予測する活動です。
（注2）TBM（Tool Box Meeting）とは、作業前にその日の作業内容・方法・段取り・問題点について、作業現場で短時間に話し合い確認する活動です。
（注3）1人KYとは、作業員各自が作業直前に、「KYカード」（危険予知の自問カ－ド）を用いて行うKYKです。
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•••事故におけるLessons Learned （過去の教訓事例） •••

■落下・倒れ事故

状況  「分解炉内の反応管（ラジアントコイル）を切断して撤去する」という工事中に、一部の
結合部を残し部分的に切断された下部の反応管を吊っていたチェーンブロックを、別
のチェーンブロックに交換しようとして外した。その後、作業員が下部反応管に設置し
てあったプラズマ切断アース用端子に足を掛けた時に、突然反応管の結合部が破断
し、下部反応管が落下した。落下した反応管が被災者の顔面右側にあたり、保護眼
鏡が割れ、破片により右目上部に裂傷を負った。

原因  ●事前の連絡を行わず、チェーンブロックを交換するために外した。 
●荷重を掛けるべきでない場所（プラズマ切断アース用端子）へ足（体重）を掛けた。 
●作業内容に適した作業台を使用しなかった。

対策 ⑴  サイトで行った対策
  ● 分解炉コイル切断作業の手順書を見直した（落下防止用ジャッキの設置、部

分切断方法の変更、踏み台の改造など）。
  ●関係する全作業員に対して、作業手順の修正を説明し、徹底した。
  ⑵本社で行った対策
  ● 類似災害防止のため、直ちに全サイトへ向けて事故報告を行い、注意を喚起

した。
  ● 社内マニュアルを改訂し、作業手順の修正を行った場合のリスクアセスメント

の再実施を規定した。

■落下事故

状況  高所作業車を移動させるためにクレーンで吊り上げていたところ、地上から約20ｍ
の高さで吊り上げ用のナイロンスリングが突然切れ落下した。幸いにも人的損害は無
かったが、下にあった設備が破損した。

原因  ◦吊り具の選定ミス
   高所作業車の吊り上げ用ラグ4箇所それぞれに 8トンと表示があった。この場合、

総吊り上げ荷重は32トン （4箇所×8トン）である。作業責任者がそれを高所作業車
の総吊り上げ荷重8トンと勘違いして、4トン仕様のナイロンスリング4本を使用した。
吊り具の選定間違いであった。

対策 ⑴  サイトで行った対策
  ● 全ての高所作業車に全重量の表示板を付けた。
  ●吊り上げの際の安全係数を明確にし、作業手順書に明記した。
  ●吊り上げ作業関係者に対して特別講習を実施し、作業手順の再確認を行った。
  ⑵本社で行った対策
  ● 類似災害防止のため、直ちに全サイトへ向けて事故報告を行い、注意を喚起

した。
  ● 定期的な本社による安全監査に加え、臨時の安全監査を行い、サイトでの対

策指導を実施した。

炉床

炉壁

反応管

チェーン
ブロック

一部の結合部を残し
部分的に切断された箇所

アース用端子

高所作業車

吊り上げ用ラグ
4箇所
8トン表示

吊り上げ用ラグ
4箇所
8トン表示

ナイロンスリング4トン仕様ナイロンスリング4トン仕様



　当社は創業以来、エネルギー産業や素材産業などのプロジェクトの実
行において高度な総合エンジニアリング技術力を用いて、地球環境に及
ぼす負荷の低減に努めてきました。
　地域社会はもとより、地球環境に常に配慮し、経済の発展と地球環
境保全を両立させ得る「持続可能な発展」への貢献こそ、当社の使命で
あると考えます。
　プロジェクト遂行にあたっては、省エネルギー技術、排水の適切な処
理技術、排気ガス中の有害物質除去技術などを積極的に採用して、環
境負荷の少ないプラントを建設しています。
　当社は国際的な企業として、地球環境保全技術のさらなる開発･修得･
保有に努め、国内外のお客様との技術交流、環境案件への提案を行うと
ともに、国際協調の枠組を通じて、地球温暖化などの環境問題に、今後
とも積極的に取り組んでまいります。

環　　境

�� ��

環境へのメッセージ
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•••環境への取組•••

■オフィス活動（注）

●CO2発生量の削減

　オフィスにおけるCO2の発生量とは、電気消費量、都市ガ

ス消費量および非常電源用発電機に用いるA重油の消費量か

ら換算した数値です。

　当社では2000年度より省エネルギー活動を開始し、執務
室の昼休み消灯および無駄な照明灯除去などの活動に加え、

2001年度に照明インバータ安定器導入の省エネルギー投資
を実施しました。2002年度以降に、その効果が現れています。
　2008年度の発生量は1992年度に対して、29％削減されま
した。
（注）オフィス活動とは、本社･総合エンジニアリングセンター（習志野市）での活動です。

●一般廃棄物リサイクル率の向上

　一般廃棄物のリサイクル率は、2001年度に開始した一般廃
棄物の分別徹底や両面コピーの徹底により、一つの目処とし

ている80％以上を維持していました。
　しかしながら、2008年度の一般廃棄物リサイクル率は

78.9％と悪化しています。リサイクル率悪化の原因を解析し、
リサイクル率の改善を図ります。

■建設廃棄物の総排出量

●国内サイト

⑴建設廃棄物排出量

　建設廃棄物排出量と種類別排出割合を、右図に示します。

　2008年度の国内サイトの建設廃棄物排出量は2,015トンと
なりました。2007年度の2,930トンより915トン減少しました。
　なお、＊のついた4種類の廃棄物は、リサイクル可能な廃棄
物です。
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⑵建設廃棄物の処分方法の割合

　建設廃棄物の処分方法（リサイクル･埋立･焼却）の割合を、

右図に示します。

　2008年度の処分方法の割合は、リサイクル73％、埋立

25％、焼却2％でした。2008年度のリサイクル率は、建設
廃棄物で｢混合｣の割合が増加したこともあり、2007年度の

79％から73％に減少しています。

⑶建設リサイクル法該当4種類のリサイクル率
　建設リサイクル法該当4種類のリサイクル率を、右図に示し
ます。

　コンクリートがら、アスファルト･コンクリートがらのリサイク

ル率は、ほぼ100％となっています。
　金属のリサイクル率も、2005年度を除き、100％と良好です。
　木屑のリサイクル率は、2008年度に大きく改善されました。

●海外サイト

建設廃棄物排出量と種類別割合

　2008年の総排出量は、63.3千トンで、2007年の約1/4に減
少しました。2007年の大規模プロジェクトの幾つかが建設を
終え、建設残土／汚泥が約1/10に減少したためです。
　最も多い廃棄物はコンクリートがら等で、次いで建設残土

／汚泥の順でした。

　今後とも海外サイトの建設廃棄物の排出量を集約し、環

境負荷低減に活用します。

■設計･調達･建設活動

●設計

　プラント運転時での環境負荷発生を削減するために、設計の段階から対応しています。具体的には、以下の業務を

ISO 14001およびISO 9001に基づき確実に遂行することに努めています。
　①お客様の要求内容（環境仕様）の明確化と確認

　②設計のレビュー

　③設計の検証

　④設計の妥当性確認など

　また、設計業務の効率化を環境目標に取り上げ、設計業務での｢ムリ･ムダ･ムラの撲滅｣の達成を通して環境負荷低減

に努めています。

　さらに、当社の省エネルギー･省資源技術を、積極的にお客様に提案しています。これにより、製品プラントの省エ

ネルギー･省資源を実現し、お客様の満足に貢献しています。

■ リサイクル　■ 埋立　■ 焼却
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●調達

　環境目標として｢グリーン調達の推進｣を設定しました。当社は、環境に熱心なグリーン企業（注）からの資機材購入を積

極的に進めています。

　部門内指針として2006年度に｢グリーン調達に関する指針｣を発行し、これに基づいてグリーン調達の継続と、グリー
ン調達度90％以上を目指しています。
　2008年度は、グリーン企業との合計取引金額が、全取引額に対し88％となりました。当社ではこの数値を、グリー
ン調達度と考えています。昨年度に比し3％低下しましたが、今後、さらなる向上に努めます。　
　また、お客様からの引合いや見積徴収作業および検査成績書の電子化などのペーパーレス化を図り、省資源化に寄

与しています。
（注） 環境に熱心なグリーン企業とは、取引の多いベンダー上位100社の中で、ISO 14001認証取得済みまたは環境保全活動実施の企業です。

●建設

　当社の業務活動を通して環境負荷が最も大きいのは、サイトでの建

設工事です。サイトでは次の環境目標を設定し、環境負荷低減に努め

ています。

　①建設廃棄物の適正処理

　②化学品（塗料など）の適正処理

　③環境配慮の工法確立

　④環境配慮の資材運送

　⑤濁水処理･油水分離処理

■全社環境教育

　EMS（Environmental Management System）活動の必要性と活

動内容を全従業員に浸透させるため、全社環境教育を開始しました。

　EMS活動とは、オフィスでの紙･ゴミ･電気の削減、サイトでの環境保

全活動のみを連想しがちですが、エンジニアリング業務全般に渡るム

リ･ムダ･ムラが大きな環境影響の原因です。これらに重点を置いた教

育を行っています。

サイト安全･環境集会
サイトでは定期的に集会を開催し、
安全管理および環境管理について周知徹底しています。  

全社環境教育 
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•••海外での環境保全活動の事例紹介•••

■サハリンLNGプラント･原油出荷基地プロジェクト 
　本プロジェクトは、Royal Dutch Shell Plc殿、OAO Gazprom殿、三井物産（株）殿、三菱商事（株）殿が共同で進

めたサハリンⅡプロジェクトの中核施設である、年産960万トンの大型LNGプラントおよび原油出荷基地を、当社と千

代田化工建設（株）が共同で実施した建設プロジェクトです。

　サイトは、ロシアのサハリン州の南部プリゴロドノエ地区にあり、ユジノサハリンスク空港より車で約1時間の場所にあ
ります。

　2002年の10月に建設工事が開始され、2008年9月に無事完成し、客先SEIC（Sakhalin Energy Investment 

Company Ltd.）殿への引渡を完了しました。

　大自然に囲まれたサハリンでの建設となるため、当初から環境保全が重要課題に挙げられ、世界有数の水の透明度

を誇る海域、鮭や樺太鱒が遡上する河川、渡り鳥の繁殖地などの自然を壊さないよう慎重に工事を進めました。

　本プロジェクトの環境保全面の取組の一端を紹介します。 

●自然環境調査

　工事開始前にサイト全域と近郊の自然環境（動物・植物・空気・土壌・地下水・河川・樺太鱒遡上・海洋生物・海

洋植物・海底状況など）に関する調査を実施し、ベースライン・データを作成しました。 

鳥の生態調査（標識付け） 植生調査 ガス分析による空気汚染調査

土壌検査 地下水検査のための監視井戸の設置 河川水質分析
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●雨水による汚濁水対策

 　建設地全域をシルトフェンス（注）や側溝で囲み、降雨による泥水が直接川や海に流れ込まないよう溜池に誘導し、沈

殿池で処理した後に河川に放流するようにしました。 
　プラント敷地内を流れる小川の両側50ｍをプロテクション・ゾーンとして自然を保護しました。
　このプロテクション･ゾーンと雨水対策との相乗効果により、建設前と同様に秋にはサイト内を流れる小川に、産卵の

ために遡上する夥しい数の樺太鱒を見ることができます。
（注） シルトフェンスとは、土木河川･湾岸工事などによる河川･海洋汚染を防止する汚濁拡散防止フェンスです。フェンス内側でシルト（汚濁粒子）の滞留により沈降

が促進され、また水面付近の流水を防止することで汚濁粒子の沈降時間が短縮され、短時間に汚濁水が清澄化されます。

●ハイドロシーディング（緑化保全）

 　造成や土木工事で表土が削られた

区画にはハイドロシーディング（注）を

行い、緑を回復しました。これによ

り、雨水による土壌浸食が防止され

るとともに、サイト内外の景観の美

化に貢献しました。 
（注） ハイドロシーディングとは、種子･土壌･水の混

合物を削られた区画に吹付け、効率良く緑化
を促進する技術です。

■ブラジル製油所近代化プロジェクト  
　本プロジェクトは、ブラジル最大の石油会社PETROBRAS殿から受注した製油所近代化プロジェクトの一つです。建

設する設備はNatural Gas Separation Unit、Treatment Unitから構成されています。

　当社と Setal Óleo e Gás S.A. によるジョイントベンチャー｢TS GAS CONSTRUCOES｣が、設計･調達･建設工事を

受注し、 PETROBRAS殿のCabiúnas Terminal （Macaé市の近郊）とReduc Refinery（Deque de Caxias市）の2ヶ所
でプロジェクトを実施しています。

●地域住民への環境教育

　地域住民への環境教育の一環として、サイト近隣の小学生を対象に生物多

様性の重要性を教え、同時に苗木の植樹を行っています。

樺太鱒の遡上 沈殿池

施工直後 50日後

急峻な崖の例

地域住民への環境教育
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●廃棄物管理

　建設廃棄物と一般廃棄物は、種類

毎に色分けされた保管容器に分別保

管されます。建設廃棄物は14種類に
分別され、リサイクルされています。

●緊急事態訓練

　油が漏れた場合の対応処置訓練が実施されています。

■カタールGTLプロジェクト  
　本プロジェクトは、カタールのQatar Shell GTL Ltd.殿から受注したGTL
（Gas to Liquids）プラントの建設プロジェクトです。現在は建設工事のピーク

を迎えています。

   本プロジェクトでは、客先の環境方針に加えて、ラスラファン工業地区、防

衛省、環境省の厳しい環境基準・規制を遵守するべく、プロジェクトの環境

方針および環境目的・目標を作成しました。環境目標達成の実現に向け、環

境プログラムでは全ての作業員の知識および意識向上のため、環境教育の実

施が義務付けられています。

●騒音管理と監視

 　騒音レベルメーターにより、日常の騒音監視および記録が実施されていま

す。85dBを超える区域には、耳保護の標示が掲示され、耳栓をつけることが

義務付けられています。

●油汚染管理

 　油が漏れた際に直ちに対応措置がとれるように、サイト各所に種々の油漏洩

防止器具ボックスが配置されています。油漏洩防止器具ボックス内には、油吸

収剤、使い捨て作業衣、ゴム手袋、長靴、シャベル、防護面などが取り揃えら

れています。

　仮設燃料タンクには油漏洩防止の防油堤を設置しています。

　油汚染管理は、炭化水素の貯蔵区域、サイトの燃料駆動の全ての機械類お

よび一時的燃料貯蔵区域に適用されます。

建設廃棄物 一般廃棄物

漏洩防止器具保管容器 予行演習前の説明会 油漏洩時の緊急事態予行演習

耳保護の標示

油漏洩防止器具ボックス

油漏洩防止の防油堤

←防油堤
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•••環境に貢献する当社保有のエンジニアリング技術の紹介•••

　当社は、環境に貢献する技術の開発･導入･改良を積極的に推し進めています。また、お客様には、これらの技術の

活用により環境保全に貢献する様々なソリューションを提供しています。これを通して地球環境を見据えた独自のエン

ジニアリングで持続可能な経済発展に寄与しています。

　当社は、蓄積された知識・経験をベースにR&D（Research & Development）エンジニアリング（注）を環境保全分野

にも積極的に活用しています。CO2削減／省エネルギー、循環型社会／3R （Reduce･Reuse･Recycle）、クリーンエネ

ルギー／新エネルギー、有害物質対策など、環境エンジニアリングに関する様々な取組を行っています。
（注） R&Dエンジニアリングとは、お客様が開発しようとしているプロセスなどの｢シーズ｣の技術に基づき、パイロットプラントまたは商業プラントへのスケールアッ

プに必要なプロセス最適設計などの各種検討を行い、商業プラント基本設計仕様書を提供するエンジニアリングサービスです。

① DME（Dimethyl Ether）
② GTL（Gas to Liquids）
③ H2（水素）
④ メタノール
⑤ LNG（液化天然ガス）
⑥ バイオマスエネルギー
⑦ ETBE（Ethyl Tertiary Butyl Ether）
⑧ 燃料電池

① 省エネルギー型尿素プロセス（ACES21®）
② 省エネルギー型プロピレン増産プロセス（OCT）
③ 高活性水蒸気改質触媒（ISOP）
④ 新方式内熱式水蒸気改質法（ATR）
⑤ CCS（CO2回収・貯留）

① 廃水の再利用
② 少製品ロス、
　 低排水負荷型自動配管切替装置
　 （XYルータ®）
③ 廃棄物系バイオマスのリサイクル技術
④ 汚泥減容化技術（低温域水熱反応利用）
⑤ 焼却炉残渣のリサイクル技術

① 電気集塵装置
② マグネシウム法排煙脱硫装置
③ 高性能廃水処理装置（バイオポップ）
④ 触媒によるダイオキシン類分解装置
⑤ 有害廃棄物処理（PCBなど）

CO2削減／
省エネルギー

循環型社会／
3R

クリーン
エネルギー／
新エネルギー

有害物質対策

■CO2削減／省エネルギーに貢献するソリューション 
●省エネルギー型尿素プロセス（ACES21®） 
　当社は1961年の創業以来、世界における尿素技術のリー
ダーとして、自社技術による約100基の尿素プラントの設計、
建設、運転を行ってきました。

　尿素プラントの歴史は省エネルギーの歴史です。過去、尿素

1トンを生産するのにスチーム0.93トンと電力140kWhを必要と

していました。これに対して、最新プロセス（ACES21®）では、

スチーム0.43トン（54％減）と電力118kWh（16％減）となり、
大幅なCO2削減/省エネルギーに貢献しています。
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●高活性水蒸気改質触媒（ISOP）
　当社が開発した「ISOP触媒」は、従来の市販触媒に比べ3～4倍の非常に高い活性を持ち、吸熱反応が促進され、改
質炉の反応特性および伝熱特性が大幅に改善されます。 本触媒は、2000年に触媒学会賞と石油学会賞の2つの賞を受
賞しました。

　従来の市販触媒から「ISOP触媒」に交換すると、改質炉の燃費が約2％（1,000トン/日クラスのアンモニアプラントで

約5,000万円/年）削減することができるとともに、改質管寿命の延長（2～3倍）、生産量の増大（20～30％）などのメリッ
トが得られます。

　「ISOP触媒」は、大規模合成ガス製造プラントおよび水

素製造プラントにおいて商業実績を積み重ねており、アン

モニアプロセスの最大手のライセンサー、KBR（Kellogg 

Brown & Root）にも認定されています。最近では燃料電

池分野への適用も広がり、国内で高いシェアを確保してい

ます。

●CCS
　CCS（Carbon dioxide Capture and Storage、CO2回収・

貯留）は、 CO2削減技術の中でも大規模削減の実現が可能な技

術のひとつとして大きな期待がかけられています。

　IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change、

気候変動に関する政府間パネル）特別報告書｢CO2回収貯留」

（2005年）では、2100年までの世界中のCO2累積緩和策の15～

55％に貢献するとされています。
　当社は、日本国内でのCCS大規模実証試験の早期実現を目

的に昨年設立された、日本CCS調査（株）に設立段階から参加

しています。

■循環型社会に貢献するソリューション

●廃水の再利用

　21世紀に入って水資源問題が大きくクローズアップされています。
　特に、中東のような深刻な水不足が顕在化している地域では、廃水を処理するだけでなく、積極的な再利用が求め

られています。

　当社の尿素製造プラントでは、プロセスコン

デンセート（廃水）に含まれる尿素を加水分解し、

アンモニアをストリッピング（注）で除去することに

より、水質要求レベルの高いボイラ給水として再

生利用しています。
（注） ストリッピングとは、液体中に溶解している気体または低沸点

成分を気相に分離すること。また、ポリッシャーとは、純粋製
造装置の最終段階にイオン交換樹脂をつけて、純粋の純度を
さらに上げる設備です。

陸域地中帯水層

不透水層

CO2大規模
排出源施設

海上CO2

圧入施設

CO2圧入施設

分離
・
回収

CO2を
パイプラインで
輸送

CO2を
パイプラインで
輸送

CO2を
パイプラインで
輸送

地上施設より圧入地上施設より圧入
海上施設より圧入海上施設より圧入

CO2貯留 CO2貯留

海域地中帯水層

燃料電池用 大規模プラント用

CCSのイメージ図

：塩分
：固形物

工業用水 純水

尿素製造
工程
尿素製造
工程

蒸気

ろ過装置

純水装置

ろ過装置

純水装置
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プロセス
コンデンセート
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：尿素
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（NH2）2CO＋H2O→CO2＋2NH3
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■クリーンエネルギー／新エネルギーに貢献するソリューション

●GTL
　GTL（Gas to Liquids）は、天然ガスから主としてディーゼル燃料用の液体燃料に転換する技術です。この液体燃料は、

硫黄などの不純物をまったく含まないクリーンなエネルギーです。

　当社は、洋上設備分野で協業している三井海洋開発（株）（MODEC）、および米国の技術開発ベンチャーである

Velocys Inc. と共同開発協定を締結し、洋上GTL設備の開発・商用化に取り組んでいます。

　洋上GTLは、海域での天然ガスや、大気放出・燃焼処理されている石油随伴ガスを有効利用するものです。

　Velocys Inc.と共同開発中の新しいGTLプロセスは「マイクロチャンネルテクノロジー」と呼ばれています。これは、

隣接する2つの細流路内で発熱反応と吸熱反応を同時に行わせる技術を用いています。
　これによりGTL製造設備の設置面積を従来の6分の1程度に小型化でき、洋上GTLの商用化に大きく貢献します。

●ETBE（Ethyl Tertiary Butyl Ether、エチル ターシャリー ブチル エーテル）
　バイオETBEは、植物由来のエタノールであるバ

イオエタノールと石油由来のイソブテンから合成

されます。このバイオETBEを配合したバイオガソ

リンは従来のガソリン同様、ガソリンスタンドで

一般の自動車に給油されます。

　バイオガソリンを給油して走行した場合、京都

議定書のルールであるカーボンニュートラルの考

え方（注）によって、その車から排出される温室効果

ガス（主としてCO2）の削減が期待できます。2010
年度の本格導入に向けて、販売ガソリンスタンド

が段階的に増加する予定です。

　当社は、新日本石油精製（株）根岸製油所殿向けに、既存MTBE（天然ガス由来メタノールとイソブテンから合成）装

置をETBE装置へ転換する設計･調達･建設プロジェクトを遂行しています。この装置は、日本で最初のETBE商業プラン

トとなります。
（注） 京都議定書では、植物を原料とするバイオ燃料は、原料である植物が生育する際に光合成によってCO2を吸収していることから、燃焼によってCO2を排出しても

CO2の総量を増加させないという考え方により、バイオ燃料の燃焼によって排出されたCO2については温室効果ガス排出量として計上しないこととされています。

ベロシス反応器（マイクロチャンネルテクノロジーを利用）

吸熱反応

燃焼

短い滞留時間
通常システムの10～100倍早い
反応速度

0.25～5㎜

0.25～5㎜

高熱流束
通常反応器の10～100倍 洋上設備の外観（MODEC殿提供） 

バイオガソリン

ETBE
エチル

ターシャリー
ブチル エーテル

ガソリンイソブデン

バイオ
エタノール

自動車

CO2を大気中に放出

光合成
植物の成長に伴うCO2の吸収バイオエタノールの

原料となる
植物の成長

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2
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•••全社SQE（Safety, Quality & Environment）マネジメント体制•••

　当社は、全社SQEマネジメント活動に関するマ

ネジメントレビューの場として、社長直轄のSQE
会議を設置し、運営方針の確立と活動結果の評

価･承認を行います。

　SQE推進委員会は、SQE会議での基本施策に

基づく全社SQEマネジメント活動を推進し、個

別業務実施部門･個別プロジェクト実施部門の

具体的なSQE活動を推進します。

　SQE統括部は個別業務実施部門･個別プロ

ジェクト実施部門のSQE活動の実施状況をモニ

タリングするとともに内部安全･品質･環境監査

を行い、その結果をSQE推進委員会およびSQE会議に報告します。

　このように経営に直轄したSQE会議を軸として、SQE推進委員会とSQE統括部が有機的に連携することにより、個別

業務実施部門および個別プロジェクト実施部門のPDCAを実践し、継続的に改善を行っています。

個別業務実施部門
（設計・調達・建設・総務）

個別プロジェクト実施部門

SQE統括部
●安全部

（●品質マネジメントチーム）
（●環境マネジメントチーム）

経営執行会議

SQE推進委員会

SQE会議
（マネジメントレビュー）

社長

内部SQE監査

•••ISO認証と内部監査•••

■ISO認証
　当社は1994年3月、審査登録機関をLRQAとして、英国認定協会

（UKAS）および日本適合性協会（JAB）から品質マネジメントシステム規

格ISO 9001:1987の認証を取得しました。その後、2009年3月に5回目
の更新審査を受け、ISO 9001:2000認証を更新しました。
　また、2004年10月、本社オフィスと国内サイトを対象に、審査登録
機関をLRQAとして、UKASおよびJABから環境マネジメントシステム規

格ISO 14001:1996の認証を取得しました。その後、 2009年3月に2回
目の更新審査を受け、ISO 14001:2004認証を更新しました。
　LRQAによるサーベイランス（定期審査）は年2回（3月、9月）、上記2
つの規格について同時に実施され、LRQAからの指摘事項を是正することで、当社の品質および環境マネジメントシステ

ムとパフォーマンスの継続的改善を進めています。

　なお、同様に2006年3月、審査登録機関をLRQAとして、

情報セキュリティマネジメントシステムのBS 7799登録証を
取得しました。その後、2009年3月に最初の更新審査を受
け、ISO/IEC 27001:2005認証を更新しました。
　ISOではありませんが、当社は労働安全衛生マネジメン

トシステム規格であるOHSAS 18001の運用に向け、現在、
準備を進めています。

ISO 9001登録証 ISO 14001登録証

LRQAによるサーベイランス（定期審査）
クロージングミーティングの様子です。 
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■内部監査

　当社の品質および環境マネジメント活動が有効に実施されているかを確認するため、品質･環境の監査を行い、経営

に役立つ有効な監査となるように心掛けています。

　また、サイトの環境監査は、サイトの安全監査の際に一部実施しています。

•••SQE教育•••

　当社が行う従業員向けSQE教育には、安全･品質･環境ごとに、全従業員に聴講を義務付ける全社教育、定期的な

TEC特別講座「品質･HSSEマネジメント」および内部品質･環境監査員養成教育があります。また、外部講師による特別

教育も行っています。安全･環境全社教育については、安全および環境への取組の項をご参照下さい。

■TEC特別講座「品質･HSSEマネジメント」
　TEC特別講座では、｢若手社員層のプロフェッショナルとしての早期育成｣と｢部門内教育の補完・周辺知識習得｣を目

的に、エンジニアリングからマネジメントに関する広範囲の分野について社内講師による講座が開催されています。こ

の講座の中に｢品質･HSSEマネジメント｣に関する講座を設けて、安全･品質･環境について理解を深める教育を実施して

います。

■内部品質･環境監査員養成教育

　内部品質･環境監査員を育成するため候補者を特定し、外部監査員養成機関を活用して教育を実施しています。
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