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CDP 水セキュリティ質問書 2021 へようこそ 

W0. イントロダクション 

W0.1 

(W0.1) 貴社の概要および紹介文を記入してください。 

  日本酸素ホールディングス株式会社(以降 NSHD)は、1910 年に設立された日本酸素合資会社

を起源とする企業です。その後、1918 年に日本酸素株式会社に改称しました。 

そして、2004 年に日本酸素株式会社と大陽東洋酸素株式会社が合併し、大陽日酸株式会社(以

下 TNSC)となりました。また、TNSC は、2014 年に株式会社三菱ケミカルホールディングス

の連結子会社となりました。 

一方、2018 年には、Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.等を通じて、Praxair 社の欧州事業の

一部を運営する法人の株式を取得すると共に、2019 年に、Matheson Tri-Gas, Inc.を通じて

Linde Gas North America LLC の HyCO 事業の一部並びに関連資産を買収しました。持株会社

体制への移行を実現するため、当社は、2020 年 5 月 15 日付で当社の完全子会社である株式会

社大陽日酸分割準備会社（以下、「承継会社」といいます。）との間で締結し、第 16 回定時

株主総会で承認された吸収分割契約に基づき、2020 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社が

営む全事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割を実施いたしました。 な

お、同日付で、当社は「日本酸素ホールディングス株式会社」に、承継会社は「大陽日酸株式

会社」に、それぞれ商号を変更いたしました。2020 年 4 月～9 月に関しては大陽日酸としての

回答を含んでいます。 

化学業界に分類されている NSHD の主要事業は、代表的な産業ガスである酸素、窒素、アル

ゴンの製造、販売であり、その他の産業ガスとして二酸化炭素、水素、ヘリウム、LP ガス、

半導体用特殊ガス等の製造、販売をしています。2020 年 3 月 31 日時点で大陽日酸グループ

は、世界中で合計 19,357 名（2021 年 3 月 31 日現在）を雇用する、213 の連結子会社で構成

されています。 

NSHD は、4 年間 (2017 年 4 月～2021 年 3 月) の中期経営計画である Ortus Stage 2 の最終年

度を迎え、次期中期経営計画の策定を進めております。 

W-CH0.1a 

(W-CH0.1a) 貴社が従事しているのは、化学セクターのどの活動ですか。 

バルク無機化学品 

W0.2 

(W0.2) データの報告年の開始日と終了日を入力してください。 

 開始日 終了日 

報告年 4 月 1, 2020 3 月 31, 2021 
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W0.3 

(W0.3) データを提供する対象の国/地域を選択してください。 

オーストラリア 

ベルギー 

カナダ 

中国 

デンマーク 

フランス 

ドイツ 

インド 

インドネシア 

アイルランド 

イタリア 

日本 

マレーシア 

ミャンマー 

オランダ 

ノルウェー 

フィリピン 

ポーランド 

ポルトガル 

大韓民国 

ルーマニア 

サウジアラビア 

シンガポール 

スウェーデン 

スペイン 

台湾 

グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国(英国) 

米国 

ベトナム 

W0.4 

(W0.4) 回答全体を通じて財務情報の開示に使用する通貨を選択してください。 

日本円(JPY) 

W0.5 

(W0.5) 貴社の事業への水の影響の報告にあたり、対象となる企業、事業体、グループの報

告バウンダリ(境界)として最も当てはまるものを選択してください。 
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財務管理下にある企業、事業体、またはグループ 

W0.6 

(W0.6) 上記報告範囲の中で、本情報開示から除外される地域、施設、水に関する側面、そ

の他の事項はありますか。 

いいえ 

 

W1. 現在の状態 

W1.1 

(W1.1) 貴社事業の成功には、水質と水量はどの程度重要ですか。（現在および将来の）重

要度をお答えください。 

 直接

利用

の重

要度

評価 

間接

利用

の重

要度

評価 

説明してください 

十分な量の良

質の淡水を利

用できること 

重要

であ

る 

まっ

たく

重要

でな

い 

産業ガスの製造プロセス (直接使用) では、次のような目的で淡水が

必要です。回転機などに組み込まれた熱交換器（さまざまな製造工場

の構成機器）の冷却水として使用します。結果として、水の入手可能

性は、工場の立地決定において重要な考慮事項です。私たちは、将

来、水の利用可能性が今後ますます重要な要素になると考えていま

す。温暖化の影響で気温が上昇すると、熱交換器に供給する冷却水の

温度も上昇することになります。この場合、熱交換器から出てくる産

業ガスの温度も高くなり、結果として産業ガス(気体)の密度が小さく

なり、原単位が悪化します。 

これを防止するためには、冷却用の淡水の流量を多くすることが必要

となります。このことが、将来の水利用可能性が益々重要になる理由

です。NSHD の産業ガスの生産の上流段階の供給者は存在していませ

ん。その理由は、産業ガスの原料は空気であり、これを大気中から獲

得しているからです。一方、NSHD の産業ガスの生産の下流段階への

製品の供給方法は、ローリー車による運搬 (液体) 、ボンベなどの容

器の運搬 (気体)、及び、パイプラインによる供給 (気体) の 3 種類に

分類されます。そして、供給された製品 (液体及び気体の双方) が消

費される段階において水が使用されることは殆どないと考えていま

す。 
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従って、我々の産業のサプライチェーンにおいて、水を主に使用する

のは、我々が担っている製造段階に限定されると考えています。その

ため、間接使用における淡水の質と量は全く重要ではなく、依存度に

ついても将来的に変化しないと考えていいます。 

尚、NSHD の場合、産業ガスの生産段階における取水量の合計値は、

NSHD グループ全体の総取水量の 90％に該当します。 

十分な量のリ

サイクル水、

半塩水、随伴

水を利用でき

ること 

まっ

たく

重要

でな

い 

まっ

たく

重要

でな

い 

NSHD の製造工場は、沿岸部や内陸部の双方に存在していますが、双

方共に、海水を使用していません。製造工程に存在する回転機には、

熱交換器が必要不可欠です。気体を圧縮することにより、温度上昇す

る気体を冷却することが目的です。この熱交換器の材料は鉄です。こ

のため、海水を熱交換器用の冷媒として用いると、錆などが発生する

こととなり、熱交換器の破損に繋がる可能性があります。この錆など

を防止するためには、熱交換器をステンレスなどの素材で制作する必

要がありますが、その費用は従来品に対し、高額となるため、ステン

レス素材の選択が困難です。このため、NSHD の製造工場では、海水

を使用することなく、淡水を熱交換器に供給する方式を採用していま

す。更に、NSHD の製造工場で活用している淡水は、冷却塔を中心

に、徹底的に循環させています。その結果、外部からリサイクル水を

受け取る必要はほとんどありません。また、淡水以外の水の活用につ

いても、将来も含めて重要性が増すことはないと考えています。従っ

て、NSHD は、自分の製造工場に存在する冷却塔において、自ら淡水

の循環頻度を増加させることにより、淡水のリサイクルを推進したい

と考えています。 

間接使用の場合、当社の上流側の供給者は存在していないため、顧客

側の海水やリサイクル水の使用方法について考慮する必要はありませ

ん。当社の下流側に対しても、我々が供給する産業ガスの使用段階に

おいて加温や冷却などの工程がないことから、上流側と同様、顧客側

の海水やリサイクル水の使用方法について考慮する必要はありませ

ん。 

このため、その重要性を「小」として評価しました。この傾向は、今

後ほとんど変化しないと予想されます。 

W1.2 

(W1.2) 水に関する以下の側面について、貴社事業全体でどの程度の割合を定期的に測定・

モニタリングしていますか。 

 操業地/

施設/事

業の比率 

(%) 

説明してください 
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取水 – 総取水量 100% 取水量は通常、流量計を使用して測定されます。製造プロセス

における水の重要性 (冷却) を考慮して、自動測定装置を使用す

るなど、製造施設の 100％で記録しています。月次集計はサイ

トの管理者に報告され、製造業界のさまざまなパフォーマンス

特性を評価するために使用されます。 

 

取水 – 水源別取水量 100% 地方自治体の水源から供給される水は、自動化された機器を使

用して継続的に監視され、ライセンス要件と水の使用量を確認

します。大量の地下水と地表水が使用されている施設での水の

使用効率を評価するためのモニタリングも継続中です。月次集

計はサイト管理者に報告され、製造業界のさまざまなパフォー

マンス特性を評価するために使用されます。 

取水の水質 100% 濁度、硬度、pH などの取水の水質のパラメーターは、安定した

操作と製品品質にとって重要であるため、地表水または地下水

を使用するすべての施設で自動装置を設置したり、サンプリン

グしたりすることで常時かつ継続的に監視しています。そし

て、各製造拠点において、1 回/月の頻度で、集計し、異常値の

無いことを確認しています。 

第三者から供給される水に関しては、水質は通常安定している

ため、私たちは自分で水質を測定しません。代わりに、供給者

から取得したデータを使用して、通常は月に 1 回定期的に監視

します。供給者は、供給される水の品質を絶えず自動的に測定

します。測定結果から水質の異常を検出した場合は、すぐに連

絡する必要があります。したがって、この間接的な監視を含め

て、私たちは取水して業務に使用するすべての水の品質を事実

上、常時監視しています。 

そして、各生産拠点において 1 回/月の頻度で、集計し、異常値

の無いことを確認しています。 

排水 – 総排水量 1-25 

 

排水量を計測している製造拠点の数は、24％程度と少ないで

す。計測していない事業所の特徴は、排水経路は、配管ではな

くピット (溝) であることです。こういった事業所では排水が断

続的であり、連続的ではないため、流量計のような計器で排水

量測定は困難です。このため、代表的な生産工場で、取水量と

排水量の挙動をテスト的に計測した結果、次のような計算式が

確認されました。 

  排水量＝(1/3) × 取水量 (常時測定) 

NSHD は、外部機関と相談の上、この計算式を【排水量を計測

していない事業所】に採用して、排水量を計算しています。こ

れらの排水の計算頻度は、1 回/月程度となります。 

そして、2020 年度全排水量の 78%は既存の下水道であり、河
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川・湖沼等に直接排出しているのは、20%海に直接排出してい

るのは 2％でした。 

一方、欧州・HyCO 等については、排水量の実測が自動的に行

われています。欧州・HyCO 等は、排水経路が配管等となって

おり、排水は連続的ではなく、断続的ではあるものの、流量計

による計測が容易なため、常時モニタリングしています。上記

で説明した排水量の実測をしていない事業所のデータとあわせ

て、1 回/月程度の頻度で集計しています。 

排水 – 放流先別排水量 1-25 

 

排水量を計測している製造拠点の数は、24％程度と少ないで

す。計測していない事業所の特徴は、排水経路は、配管ではな

くピット (溝) であることです。こういった事業所では排水が断

続的であり、連続的ではないため、流量計のような計器で排水

量測定は困難です。このため、代表的な生産工場で、取水量と

排水量の挙動をテスト的に計測した結果、次のような計算式が

確認されました。 

  排水量＝(1/3) × 取水量 (常時測定) 

TNSC は、外部機関と相談の上、この計算式を【排水量を計測

していない事業所】に採用して、排水量を計算しています。こ

れらの排水の計算頻度は、1 回/月程度となります。 

そして、2020 年度全排水量の 78%は既存の下水道であり、河

川・湖沼等に直接排出しているのは、20%、海に直接排出して

いるのは 2%でした。 

一方、欧州・HyCO 等については、排水量の実測が自動的に行

われています。欧州・HyCO 等は、排水経路が配管等となって

おり、排水は連続的ではなく、断続的ではあるものの、流量計

による計測が容易なため、常時モニタリングしています。上記

で説明した排水量の実測をしていない事業所のデータとあわせ

て、1 回/月程度の頻度で集計しています。 

排水 – 処理方法別排水

量 

関連性が

ない 

NSHD が取水した全ての淡水は、冷却塔に供給された後、水ポ

ンプにより、回転機の構成機器である熱交換器に冷媒として供

給されます。そして、熱交換器で熱交換を行った後、暖められ

た淡水は、冷却塔に戻ると同時に、大気の温度と同等の温度に

冷却されます。冷却塔で冷却された淡水は、再び、水ポンプに

よって熱交換器に供給され、前記と同じ経路で冷却塔に戻りま

す。従って、NSHD の淡水の用途は、循環型であり、水質を悪

化させる要因は殆どありません。 

尚、冷却塔では、熱交換器から戻ってきた淡水が高温であるた

め、一部が大気に蒸発するとともに、冷却塔に備え付けられて

いる大型の送風用プロペラの影響で飛沫となって、大気に放出

されます。このため、淡水は、冷却塔を中心とした循環を繰り
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返す度に、徐々に減少すると共に、蒸発による濃縮も同時に起

こります。濃縮が進行すると、熱交換器内部でスケールが発生

し、配管内部を閉塞する可能性があります。つまり、我々は、

許容される範囲に濃縮の度合いを維持するために、淡水の排水

と補給を制御しています。従って、この補給水の量が取水量と

いうことになります。 

このように我々は、淡水の汚染に繋がるような工程が存在しな

いことから、活性汚泥法などの処理設備を持つ必要がないた

め、トリートメントメソッドが存在しません。今後も事業内容

に大きな変化はないため、現在の状況は変化ないと考えていま

す。 

 

排水の質 – 標準的排水

基準別 

100% 我々は、排水ではなく、冷却塔の内部に存在する水槽において

淡水の成分を測定しています。廃水時に、排水の成分を管理す

るよりも、冷却塔内部の水槽の淡水の成分を管理することが、

現実的だからです。NSHD の場合、冷却塔を中心とした淡水循

環システムであるため、冷却塔から排水される淡水は、断続的

であり、常に排水されることはありません。一方、冷却塔から

排出される淡水は、冷却塔の内部の水槽から直接排水されま

す。これが、排水の水質管理に対して、水槽内部の水質管理が

有効であるという理由です。 

そして、COD、総窒素、および公共用水域への廃水の監視対象

エリアに含まれる、その他の規制パラメータを監視します。 

このモニタリング手法は、冷却塔内部の淡水をサンプリング

し、第三者に分析を依頼しています。この頻度は、少なくとも 1

回/月の頻度で行われています。NSHD の場合、公共用水域へ直

接排水を行う事業所は、ほとんど無く、78％以上の事業所は、

公共下水道等に排水しています。公共下水道に放流する場合

も、冷却塔内部の淡水をサンプリングし、第三者に分析を依頼

しています。この頻度は、少なくとも 1 回/月の頻度で行われて

います。 

 

排水の質 – 温度 100% 我々は、排水ではなく、冷却塔の内部に存在する水槽の淡水の

温度を測定しています。廃水時に、排水の温度を管理するより

も、冷却塔内部の水槽の淡水の温度を管理することが、望まし

いです。NSHD の場合、冷却塔を中心とした淡水循環システム

であるため、冷却塔から排水される淡水は、断続的であり、常

に排水されることはありません。 

一方、冷却塔から排出される淡水は、冷却塔の内部の水槽から

直接排水されます。これが、排水の水質管理に対して、水槽内

部の水温管理が有効であるという理由です。 
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一方、NSHD の場合、公共用水域へ直接排水を行う事業所は、

ほとんど無く、78％以上は、既存の下水道等に排水しています

が、水槽内部に設置している自動測定装置による温度の常時監

視が行われています。その理由は、環境保護というよりは、寧

ろ、機械保護が目的です。例えば、冷却塔から熱交換器へ供給

される淡水の温度が、高くなると、熱交換器の効率が低下し、

場合により、回転機の故障を引き起こすことに繋がります。 

従って、水槽内部に設置している自動測定装置を使用して温度

を常時監視しています。 

水消費量 – 総消費量  

1-25 

 

排水量を計測している製造拠点の数は、24％程度と少ないで

す。排水経路は、配管ではなくピット (溝) です。排水は、断続

的であり、連続的ではありません。流量計のような計器で排水

量測定は困難です。代表的な生産工場で、取水量と排水量の挙

動をテスト的に計測した結果、次のような計算式が確認されま

した。 

  排水量＝(1/3) × 取水量(常時測定) 

NSHD は、外部機関と相談の上、この計算式を【排水量を計測

していないの事業所】に採用して、排水量を計算しています。

これらの排水のモニタリング (計算頻度) は、1 回/月程度となり

ます。このような場合、消費量は、次のような計算式で定義し

ています。 

  消費量＝取水量― (1/3)×取水量＝(2/3) × 取水量 

そして、2020 年度の全排水量の 78%は既存の下水道であり、河

川・湖沼等に直接排出しているのは、20％、海に直接排出して

いるのは 2％でした。 

一方、欧州・HyCO 等については、排水量の実測が自動的に行

われています。この理由は、排水経路が配管となっており、排

水は連続的ではなく、断続的ではあるものの、流量計による計

測が容易だからです。このような場合、消費量は、次のような

計算式で定義しています。 

  消費量＝取水量―排水量 

使用状況は毎月集計され、異常を特定します。排水量が少な

く、常時測定されていない場合（オフィスなど）は、取水量と

排水量は同じとみなし、消費水量を 0 とします。 

リサイクル水/再利用水 100% NSHD の淡水の用途は、冷却塔を中心とした冷却水循環システ

ムのみであるため、この冷却水循環システムを構成する施設は

全て、淡水のリサイクル施設に該当します。水の利用効率を改

善するために、将来、水の回収とリサイクルを増やすための取

り組みが行われます。しかし、リサイクル量を正確に把握する

のは、極めて困難です。その理由は、気温によって変動する蒸
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発量と飛沫量の定量的把握が極めて困難だからです。従って、

現状は、便宜的に、二つのファクターの監視を重視していま

す。 

一つ目は、過去の取水量の挙動と実際の取水量を比較すること

です。二つ目は、濃縮度の挙動を観察することです。この二つ

のファクターから、リサイクル量が適正範囲に維持されている

かどうかを判断し、モニタリングを実施しています。従って、

我々が実施している、取水量と濃縮度の挙動データを蓄積して

いくことが、とても重要です。データは、1 回/月程度の頻度で

集計しています。 

将来的には、濃縮度の上昇の度合いを緩やかにするために注入

している薬剤の種類や頻度の最適化を図り、結果として取水量

が減少する活動を進めて行くことが重要と考えています。 

 

十分に機能し完全に管

理された上下水道・衛

生（WASH）サービス

を全従業員に提供 

100% すべての事業所に安全な水と衛生設備が常にあります。安全な

水と衛生施設の状態は、従業員の健康管理パフォーマンスの監

視を通じて毎年監視および報告されます。安全な水は、第三者

から供給されます。そして、第三者が、その水の安全性を常時

監視しています。そして、その監視しているデータに問題があ

る場合、第三者は直ちに安全な水の供給を停止すると共に、そ

の事実を我々に報告することになっています。 

一方、衛生施設とは、飲料水の供給設備やトイレなどの施設を

指しています。これらの施設ついては、従業員が常時点検して

います。仮に、故障などが確認された場合、直ちに、設備の保

全を担う部門に報告されます。また、ここで言う「従業員の健

康管理パフォーマンス」とは、原則として、全従業員に対して 1

回/年の頻度で行われる健康診断を指しています。つまり、健康

診断の結果は、安全な水に起因する健康障害の有無を判断する

指標としても活用しています。 

W1.2b 

(W1.2b) 貴社事業全体で、取水、排水、消費された水それぞれの総量をお答えください。

また、それらの量は前報告年と比較してどうでしたか？ 

 量 (メガ

リットル

/年) 

前報

告年

との

比較 

説明してください 

総

取

 

43,155 

少な

い 

2020FY の総取水量の実績値は、43,155ML でした。しかし、この量の中に

は、2020FY になってから、LCO2 プラントの取水量をカウントする等により

新たに加算された取水量が含まれています。この新規加算取水量は、14,039 
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水

量 

ML でした。従って、昨年度の総取水量と正確に比較するために、2020FY の

実績値から新規加算取水量を除く必要があります。そして、【43,155－

14,039＝29,116】の計算結果が比較対象の数値となります。 

一方、昨年度の総取水量を精査した所、30,020ML でした。その結果、若干の

減少 (昨年度から 3 ％) を記録しました。この減少傾向は、COVID-19 による

世界的な経済活動の停滞により、日本、海外の産業ガス生産量が 5.2%低下

し、それに伴って水の使用量も減少したものと考えられます。この傾向は、

COVID-19 の影響が小さくなるまで継続するものと考えられます。 

総

排

水

量 

 

29,416 

少な

い 

2020FY の総排水量の実績値は、29,416 ML でした。しかし、この量の中に

は、2020FY になってから、LCO2 プラントの排水量をカウントする等により

新たに加算された排水量が含まれています。この新規加算排水量は、13,800 

ML でした。従って、昨年度の総排水量と正確に比較するために、2020FY の

実績値から新規加算排水量を除く必要があります。そして、【29,416－

13,800＝15,616 】の計算結果が比較対象の数値となります。 

一方、昨年度の総取水量を精査した所、15,789ML でした。その結果、若干

の減少(昨年度から 1.1%％) を記録しました。この減少傾向は、COVID-19 に

よる日本、海外の経済停滞によって産業ガス生産量が減少し、それに伴って

総取水量、総排出量が減少したものと考えられます。この傾向は、COVID-19

の影響が小さくなるまで継続するものと考えられます。 

総

消

費

量 

13,740 少な

い 

2020FY の総消費量の実績値は、13,738 ML でした。しかし、この量の中に

は、2020FY になってから、LCO2 プラントの消費量をカウントする等により

新たに加算された消費量が含まれています。この新規加算消費量は、239 ML

でした。従って、昨年度の総消費量と正確に比較するために、2019FY の実

績値から新規加算消費量を除く必要があります。そして、【13,740－239＝

13,500】の計算結果が比較対象の数値となります。 

一方、昨年度の総消費量を精査した所、14,230 ML でした。その結果、若干

の減少 (昨年度から 5.1％) を記録しました。この減少傾向は、COVID-19 に

よる日本、海外の経済停滞によって産業ガス生産量が減少し、それに伴って

総消費量が減少したものと考えられます。この傾向は、COVID-19 の影響が

小さくなるまで継続するものと考えられます。 

W1.2d 

 (W1.2d) 水ストレス下にある地域から取水しているか否かを示し、その割合を記入してく

ださい。 

 取水は

水スト

レス下

にある

地域か

水スト

レス下

にある

地域か

らの取

前

報

告

年

と

確認に使ったツール 説明してください 
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らのも

のです 

水の割

合 

の

比

較 

行

1 

はい 1-10 ほ

ぼ

同

じ 

世界資源研究所(WRI)

が発表したアキダク

ト（AQUEDUCT 

（水管、送水路）） 

2020FY は、WRI Aqueduct の【Aqueduct Water 

Risk Atlas】を使用して、NSHD の全取水量の 81％

に相当する事業所の水ストレスをスクリーニング

しました。WRI Aqueduct を選択した最大の理由

は、使いやすさです。水リスク評価は、世界中の

各生産拠点で、担当者が独自に実施する必要があ

ります。自らの地域の特性を自ら理解しなければ

ならないからです。当然、誰にでも簡単に使える

というファクターは、とても重要です。これによ

り、9 のサイトが潜在的に水リスクにさらされてい

ると特定されました。これらの 9 サイトを取水量

別に分類すると、次のようになりました。 

 100 ML 以下 2 サイト；TNSI) ASU Chakan、

MTG) Irwindale 

 ～200ML 以下 4 サイト；大連長興島大陽日酸気

体有限公司、Niponsanso (Thailand) Co.,Ltd. 

Amatanakorn factory 、上海大陽日酸気体有限公

司、VJG) Phu My 

 ～300ML 以下 2 サイト； Nippon Sanso Ingasco 

Phlippines, Inc. Tanauan Plant, MTG) Vernon 

 ～400ML 以下 1 サイト；NGE)Ravenna 

 

尚、この 9 ヶ所のサイトの取水量は、全取水量の

4％に相当します。 

そして、取水量の規模と、独自の Physical Risks 

Quantityの評価、現地へのヒアリング結果などを環

境管理部で総合的に判断した結果、水ストレスの

リスクがあると評価された地域は特に見つかりま

せんでした。 

W1.2h 

(W1.2h) 水源別の総取水量をお答えください。 

 事業への関連

性

(relevance) 

量 (メガ

リット

ル/年) 

前

報

告

年

と

説明してください 
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の

比

較 

淡水の地

表水(雨

水、湿地

帯の水、

河川、湖

水を含む) 

関連する 26,016 多

い 

2020FY の地表水量の実績値は、26,016  ML でした。し

かし、この地表量の中には、2020FY になってから、

LCO2 プラントの取水量をカウントする等により新たに

加算された地表水量が含まれています。この新規加算地

表水量は、13,538 ML でした。従って、昨年度の地表水

量と正確に比較するために、2020FY の実績値から新規

加算地表水量を除く必要があります。そして、【26,016

－13,538＝12,478 】の計算結果が比較対象の数値とな

ります。尚、我々の取水の用途は、全て冷却用です。 

具体的に言うと、大型空気圧縮機の構成機器である熱交

換器において、気体と冷却水で熱交換を行い、気体を冷

却しています。つまり、冷媒として使用しています。 

一方、昨年度の地表水量を精査した所、12,297 ML でし

た。その結果、ほぼ同じ数値 (昨年度から約 1.0%増加) 

を記録しました。安定した水源である地表水を昨年度と

同様に利用したことがわかります。 

汽水の地

表水/海水 

関連性がない   NSHD は、2019 年度に世界中の全ての事業所におい

て、海水や汽水を全く使用していませんでした。2020

年度も、同様に世界中の全ての事業所において、海水や

汽水を全く使用していませんでした。従って、昨年度と

同様、今年度の海水及び汽水の取水量は、0 ML です。

尚、海水や汽水を全く使用しないというトレンドは、今

後も変わらずに続いていくと予想されます。何故なら、

我々は海水や汽水を使用することがないからです。 

地下水

（再生可

能） 

関連する  

2,413 

少

な

い 

2020FY の地下水量の実績値は、2,413 ML でした。しか

し、この量の中には、2020FY になってから、LCO2 プ

ラントの取水量をカウントする等により新たに加算され

た地下水量が含まれています。この新規加算地下水量

は、152 ML でした。従って、昨年度の地下水量と正確

に比較するために、2020FY の実績値から新規加算地下

水量を除く必要があります。そして、【2,413－152＝

2,262】の計算結果が比較対象の数値となります。 

尚、我々の地下水の用途は、全て冷却用です。具体的に

言うと、大型空気圧縮機の構成機器である熱交換器にお

いて、気体と冷却水で熱交換を行い、気体を冷却してい

ます。つまり、冷媒として使用しています。 

一方、昨年度の地下水量を精査した所、2,760 ML でし
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た。その結果、大幅な減少(昨年度から 18%) を記録しま

した。この減少傾向は、COVID-19 による日本、海外の

経済停滞によって産業ガス生産量が減少し、それに伴っ

て地下水量が減少したものと考えられます。この傾向

は、COVID-19 の影響が小さくなるまで継続するものと

考えられます。 

地下水

（非再生

可能） 

関連性がない   我々のプラントは、大規模な水利用を前提としていない

ものの、持続可能性の観点から、このような非循環水資

源に依存していません。調査は再生可能地下水と別に実

施されたわけではありませんが、現在は使用されておら

ず、今後も使用されるべきではないと考えています。 

随伴水/混

入水 

関連性がない   我々のプラントでは、安定操業の必要性から、水質の安

定した淡水の利用が不可欠であり、現在、清算水の利用

は一般的とは言えず、将来的にも利用されるべきではな

いと考えています。しかし、現在でも干ばつが発生した

場合に、水ストレス地域にある施設が、一時的に淡水を

受け入れる可能性を否定できません。これは、将来、淡

水が絶えず枯渇する可能性があるため、この水を効果的

に利用する必要があることを示しています。 

第三者の

水源 

関連する  

14,726 

少

な

い 

2020FY の市水量の実績値は、14,726 ML でした。しか

し、この量の中には、2020FY になってから、LCO2 プ

ラントの取水量をカウントする等により新たに加算され

た市水量が含まれています。この新規加算市水量は、

350 ML でした。従って、昨年度の市水量と正確に比較

するために、2020FY の実績値から新規加算市水量を除

く必要があります。そして、【14,726－350 ＝

14,376 】の計算結果が比較対象の数値となります。 

一方、昨年度の市水量を精査した所、14,962 ML でし

た。その結果、若干の減少 (昨年度から 4％) を記録しま

した。この減少傾向は、COVID-19 による日本、海外の

経済停滞によって産業ガス生産量が減少し、それに伴っ

て市水量が減少したものと考えられます。この傾向は、

COVID-19 の影響が小さくなるまで継続するものと考え

られます。 

W1.2i 

(W1.2i) 放流先別の総排水量をお答えください。 
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 事業への関連

性(relevance) 

量 (メガ

リット

ル/年) 

前報

告年

との

比較 

説明してください 

淡水

の地

表水 

関連する 23,707 多い 産業ガスの製造プロセス (直接使用) では、回転機などに組み

込まれた熱交換器（さまざまな製造工場の構成機器）の冷却

水として使用します。つまり、冷却塔を中心とした淡水の循

環システム (冷却用途) であり、その冷却水を洗浄などにより

汚染するプロセスがありません。当然、当該放流先へ排出す

る水は、冷却用途で用いられた淡水です。2020FY の河川への

排水量の実績値は、23,707 ML でした。しかし、この量の中

には、2020FY になってから、LCO2 プラントの排水量をカウ

ント等により新たに加算された河川への排水量が含まれてい

ます。この新規加算河川への排水量は、13,600 ML でした。

従って、昨年度の河川への排水量と正確に比較するために、

2020FY の実績値から新規加算河川への排水量を除く必要があ

ります。そして、【23,707－13,600＝10,108】の計算結果が

比較対象の数値となります。 

一方、昨年度の河川への排水量を精査した所、9,406ML でし

た。その結果、若干の増加 (昨年度から 7％) を記録しまし

た。2020FY は、地表水の使用量を増加させ、使用後に再び地

表水に排出したことから、地表水への排水量が増加する結果

となっております。 

汽水

の地

表水

/海

水 

関連する 63 ほぼ

同じ 

産業ガスの製造プロセス (直接使用) では、回転機などに組み

込まれた熱交換器（さまざまな製造工場の構成機器）の冷却

水として使用します。つまり、冷却塔を中心とした淡水の循

環システム (冷却用途) であり、その冷却水を洗浄などにより

汚染するプロセスがありません。当然、当該放流先へ排出す

る水は、冷却用途で用いられた淡水です。2020FY の海への排

水量の実績値は、63ML でした。しかし、この量の中には、

2020FY になってから、LCO2 プラントのカウント等により新

たに加算された海への排水量が含まれています。この新規加

算海への排水量は、0 ML でした。従って、昨年度の海への排

水量と正確に比較するために、2020FY の実績値から新規加算

海への排水量を除く必要があります。そして、【63－0＝63】

の計算結果が比較対象の数値となります。 

一方、昨年度の海への排水量を精査した所、63 ML でした。

この試算結果から、昨年との比較は同程度ということです。 

地下

水 

関連性がない   廃水の適切な処理にもかかわらず、地下水への排出は、特に

汚染の可能性を考慮した場合、化学産業にとって現在および
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将来の最後の手段です。我々の全世界の全てのプラントにお

いても、地下水への排水は行っておりません。このことは、

今後も、継続していく見込みです。 

第三

者の

放流

先 

関連する 5,574 少な

い 

2020FY の下水道への排水量の実績値は、 5,574ML でした。 

しかし、この下水道への排水量の中には、2020FY になってか

ら、LCO2 プラントのカウント等により新たに加算された下

水道への排水量が含まれています。この新規加算下水道への

排水量は、200ML でした。従って、昨年度の下水道への排水

量と正確に比較するために、2020FY の実績値から新規加算下

水道への排水量を除く必要があります。そして、【5,574－

200＝5,374】の計算結果が比較対象の数値となります。 

一方、昨年度の下水道への排水量を精査した所、6,076 ML で

した。その結果、減少 (昨年度から 11.6 ％) を記録しました。

この減少傾向は、下水道の有効活用の影響と判断していま

す。取水量を減少させるためには、冷却水の循環回数を多く

することが有効です。よって、生産効率の向上と同時に、冷

却水の循環回数を増やすことで、取水量の増加を軽減させる

活動を行いました。この活動が、下水道への排水量を減少し

た理由だと考えています。 

一方、自治体や産業団地のコミュニティ排水処理施設は、工

場で使用されている水を適切に処理し、公共の水に放出する

ための媒体として非常に効果的です。今後、規制が強化され

れば、コスト面で第三者の下水道による処理が有利になる可

能性が高いです。今後も、冷却水の循環回数を増加させ、冷

却水の有効活用を継続する予定のため、この下水道への排水

量の軽減傾向は続くと予想しています。 

W1.2j 
 (W1.2j) 直接の手術の中で、退院を治療する最高レベルを示してください 

（この質問は、W1.2 で「排水量-処理方法別の量」を監視していることを示した場合にのみ表示されます） 

対象外設問 

W-CH1.3 

(W-CH1.3) 貴社では、化学セクターにおける事業活動の水集約度を測定していますか？ 

はい 

W-CH1.3a 

(W-CH1.3a) 製品重量/数量でみた貴社の上位 5 製品について、化学セクターでの貴社活動

に関連する以下の水集約度情報をご提供ください。 
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製品の種類 

バルク無機化学品 

製品名 

酸素 

水集約度の値 (m3) 

1.0 

分子： 水に関する側面 

淡水の取水 

分母 

その他、具体的にお答えください 

KNm3 

前報告年との比較 

増加 

説明してください 

2020FY の酸素の水原単位は、1.0 でした。一方、2019FY の酸素の水原単位は、0.8 で

した。水原単位が変化する要因は、新設プラントの試運転や、プラントの故障による停

止、定格生産量以下における非効率な運転などがあげられます。従って、2019FY から

2020FY にかけて、生産量が落ちたことによる非効率的な酸素の製造が行われたことを

意味しています。当然、今後は、この 1.0 が減少するように活動することになります。 

尚、水原単位の計算は、【酸素の製造に要した取水量(m3) ÷ 酸素の製造量 (kNm3)】で

定義しました。従って、酸素を 1kNm3 製造するのに必要とする淡水の量が 1.0m3 とい

う意味になります。水原単位は、取水量の削減のための戦略的な指標として活用するこ

とが可能です。従って、製造事業所において、この水原単位を KPI (Key Performance 

Indicator) としてモニタリングし、取水量の削減などに活用することが望ましいです。 

 

製品の種類 

バルク無機化学品 

製品名 

窒素 

水集約度の値 (m3) 

2.6  

分子： 水に関する側面 

淡水の取水 
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分母 

その他、具体的にお答えください 

KNm3 

前報告年との比較  

増加 

増加説明してください 

2020FY の窒素の水原単位は、2.6 でした。一方、2019FY の窒素の水原単位は、2.3 で

した。水原単位が変化する要因は、新設プラントの試運転や、プラントの故障による停

止、定格生産量以下における非効率な運転などがあげられます。従って、2019FY から

2020FY にかけて、生産量が落ちたことによる非効率的な窒素の製造が行われたことを

意味しています。当然、今後は、この 2.6 が減少するように活動することになります。 

尚、水原単位の計算は、【窒素の製造に要した取水量(m3) ÷ 窒素の製造量 (kNm3)】で

定義しました。従って、窒素を 1kNm3 製造するのに必要とする淡水の量が 2.6m3 とい

う意味になります。水原単位は、取水量の削減のための戦略的な指標として活用するこ

とが可能です。従って、製造事業所において、この水原単位を KPI (Key Performance 

Indicator) としてモニタリングし、取水量の削減などに活用することが望ましいです。 

 

製品の種類 

バルク無機化学品 

製品名 

アルゴン 

水集約度の値 (m3) 

1.4  

分子： 水に関する側面 

淡水の取水 

分母 

その他、具体的にお答えください 

KNm3 

前報告年との比較  

増加 

増加説明してください 

2020FY のアルゴンの水原単位は、1.4 でした。一方、2019FY のアルゴンの水原単位

は、1.1 でした。水原単位が変化する要因は、新設プラントの試運転や、プラントの故

障による停止、定格生産量以下における非効率な運転などがあげられます。従って、
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2019FY から 2020FY にかけて、生産量が落ちたことによる非効率的なアルゴンの製造

が行われたことを意味しています。当然、今後は、この 1.4 が減少するように活動する

ことになります。 

尚、水原単位の計算は、【アルゴンの製造に要した取水量(m3) ÷ アルゴンの製造量 

(kNm3)】で定義しました。従って、アルゴンを 1kNm3 製造するのに必要とする淡水の

量が 1.4m3 という意味になります。水原単位は、取水量の削減のための戦略的な指標

として活用することが可能です。従って、製造事業所において、この水原単位を KPI 

(Key Performance Indicator) としてモニタリングし、取水量の削減などに活用すること

が望ましいです。 

 

製品の種類 

バルク無機化学品 

製品名 

水素 

水集約度の値 (m3) 

2.1 

分子： 水に関する側面 

淡水の取水 

分母 

その他、具体的にお答えください 

KNm3 

前報告年との比較  

増加 

増加説明してください 

水素は、2019FY から TNSC グループに加わった生産拠点 (8 ヶ所) で主に製造していま

す。2020FY の水素の水原単位は、2.1 でした。一方、2019FY の水素の水原単位を試算

すると、1.9 でした。水原単位が変化する要因は、新設プラントの試運転や、プラント

の故障による停止、定格生産量以下における非効率な運転などがあげられます。従っ

て、2019FY から 2020FY にかけて、生産量が落ちたことによる非効率的な水素の製造

が行われたことを意味しています。当然、今後は、この 2.1 減少するように活動するこ

とになります。 

尚、水原単位の計算は、【水素の製造に要した取水量(m3) ÷ 水素の製造量 (kNm3)】で

定義しました。従って、水素を 1kNm3 製造するのに必要とする淡水の量が 2.1m3 とい

う意味になります。水原単位は、取水量の削減のための戦略的な指標として活用するこ

とが可能です。従って、製造事業所において、この水原単位を KPI (Key Performance 

Indicator) としてモニタリングし、取水量の削減などに活用することが望ましいです。 
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製品の種類 

バルク無機化学品 

製品名 

一酸化炭素 

水集約度の値 (m3) 

3.2  

分子： 水に関する側面 

淡水の取水 

分母 

その他、具体的にお答えください 

KNm3 

前報告年との比較 

 低下 

説明してください 

CO は、2019FY から TNSC グループに加わった生産拠点 (8 ヶ所) で主に製造していま

す。2020FY の CO の水原単位は、3.2 でした。一方、2019FY の CO の水原単位を試算

すると、6.6 でした。水原単位が変化する要因は、新設プラントの試運転や、プラント

の故障による停止などがあげられます。従って、2019FY から 2020FY にかけて、極め

て安定的に CO の製造が行われたことを意味しています。当然、今後も、この 3.2 が維

持若しくは減少するように活動することになります。 

尚、水原単位の計算は、【CO の製造に要した取水量(m3) ÷ CO の製造量 (kNm3)】で

定義しました。従って、CO を 1kNm3 製造するのに必要とする淡水の量が 6.0m3 とい

う意味になります。水原単位は、取水量の削減のための戦略的な指標として活用するこ

とが可能です。従って、製造事業所において、この水原単位を KPI (Key Performance 

Indicator) としてモニタリングし、取水量の削減などに活用することが望ましいです。 

 

W2. 事業への影響 

W2.1 

(W2.1) 貴社はこれまでに、水関連の悪いインパクトを被ったことはありますか。 

いいえ 
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W2.2 

(W2.2) 貴社は報告年に、水関連の規制違反を理由として罰金、法的命令、その他のペナル

ティを科されましたか。 

いいえ 

 

W3. 手順 

W-CH3.1 

(W-CH3.1) 貴社では、化学セクターでの事業活動に関連し、水の生態系や人間の健康に有

害となりうる潜在的水質汚染物質を、どのように特定、分類していますか。 

NSHD は、以下の方針や根拠に則り、化学品製造活動が水の生態系や人体に悪影響をもたらし

うる、水質汚染物質の特定・分類しています。 

 【活動方針・根拠】 NSHD は、日本酸素ホールディングスグループ環境方針に基づいて、各

国・地域の関係法令等を遵守ならびに国際規範を尊重し、環境に十分配慮したうえで事業を行

っています。水系の有害物質については、各地域の法律に基づき分類・管理を進めており、日

本においては水質汚濁防止法により生体や環境への毒性が高い物質が有害物質として規制され

ています。 NSHD は、製造する製品、その製品の製造工程、並びに、その製品の消費及び廃

棄段階において、水質汚濁防止法で規制対象となっている物質は取り扱っておらず、規制違反

も発生しておりません。 一方で、こうした有害物質の漏洩を水課題の一つとして捉え、バリュ

ーチェーン上においてその漏洩リスクがないか考慮しています。 現状、NSHD は、お客様や

自然環境に漏洩する危険物質のリスクは無いと判断しています。 

W-CH3.1a 

(W-CH3.1a) 潜在的水質汚染物質が水の生態系や人間の健康に及ぼす悪影響を、貴社ではど

のように最小限に抑えているかを説明してください。化学セクターでの事業活動に関連す

る潜在的汚染物質を、最大 10 種類まで報告してください。 

潜在的水質汚染物質 バリ

ュー

チェ

ーン

上の

段階 

水質汚染物質と潜在的影響

の詳細 

管理手

続き 

説明してください 

NSHD の製品で、水質汚染

防止法で定められている、

有害物質並びに指定物質に

該当している物質の取り扱

いが無いため、悪影響のミ

直接

操業 

NSHD の製品で、水質汚染

防止法で定められている、

有害物質並びに指定物質に

該当している物質の取り扱

いが無いため、悪影響のミ

廃液品

質基準

の順守 

NSHD の製品で、水質汚染

防止法で定められている、

有害物質並びに指定物質に

該当している物質の取り扱

いが無いため、悪影響のミ
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ニマム化の取り組みの必要

性がないと判断している。 

ニマム化の取り組みの必要

性がないと判断している。 

その

他、具

体的に

お答え

くださ

い 

ニマム化の取り組みの必要

性がないと判断している。 

W3.3 

(W3.3) 貴社では水関連のリスクの評価を実施していますか。 

はい、水関連のリスクを評価しています 

W3.3a 

(W3.3a) 水関連のリスクの特定と評価の手続きとして最も当てはまるものを選択してくださ

い。 

直接操業 

対象範囲 

全部 

リスク評価手順 

全社的リスク管理フレームワークの一部として水リスクを評価します 

評価の頻度 

年 1 回 

どの程度の将来のリスクまで考慮しているか 

3～6 年 

利用しているツールと手法の種類 

市販のツール 

全社的リスク管理 

利用しているツールと手法 

世界資源研究所(WRI)が発表したアキダクト（AQUEDUCT （水管、送水路）） 

コメント 

 

サプライチェーン 

対象範囲 

全部 
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リスク評価手順 

全社的リスク管理フレームワークの一部として水リスクを評価します 

評価の頻度 

年 1 回 

どの程度の将来のリスクまで考慮しているか 

3～6 年 

利用しているツールと手法の種類 

市販のツール 

全社的リスク管理 

利用しているツールと手法 

世界資源研究所(WRI)が発表したアキダクト（AQUEDUCT （水管、送水路）） 

コメント 

 

バリューチェーン上のその他の段階 

対象範囲 

なし 

コメント 

 

W3.3b 

(W3.3b) 貴社の水関連のリスク評価では、全体的状況に関わる以下のどの問題が考慮され

ていますか。 

 関連性お

よび組み

入れ 

説明してください 

河川流域/集水地におけ

る取水可能な水資源量 

関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

いずれの工場も製造工程では水の利用が不可欠であるものの、

その用途は、冷却塔を中心とした冷却水循環システムのみであ

るため、淡水の需要は、あまり多くないです。 

しかし、淡水の需要は、あまり多くないものの、淡水は製造設

備にとって必要不可欠なユーティリティーであることから、

2020FY は、WRI Aqueduct の【Aqueduct Water Risk Atlas】を

使用して、NSHD の全取水量の 81％に相当する事業所の水ス

トレスをスクリーニングしました。これにより、9 のサイトが

潜在的に水リスクにさらされていると特定されました。尚、こ

の 9 ヶ所のサイトの取水量は、全取水量の 4％に相当します。
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そして、取水量の規模と、独自の Physical Risks Quantity の評

価、現地へのヒアリング結果などを環境管理部で総合的に判断

した結果、水ストレスのリスクがあると評価された地域は特に

見つかりませんでした。 

河川流域/集水地におけ

る水質 

関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

NSHD のプラントに必要な淡水は、ほぼ全て、冷却塔を中心と

した冷却水循環システムに使用され、高品質を必要としませ

ん。但し、淡水の水質の著しい低下は、生産効率に悪影響を及

ぼし、機器が損傷します。この場合、生産設備の故障や一時的

な操業停止など、事業の影響を受ける可能性を否定することは

できません。従って、私たちは全ての場所で、冷却塔を中心と

した冷却水循環システムの淡水の品質を監視しています。 

尚、我々は、水質に関しては、少なくとも WRI Aqueduct を用

いて、Physical Risks Quality の評価を実施すると共に、そのス

コアを確認して、水管理のための参考としています。 

河川流域/集水地におけ

る水資源に関連したス

テークホルダー間対立 

関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

地域住民とコミュニケーションをとり、地元の生産現場で意見

を聞きます。また、グループホームページでは、地域住民の皆

さまからのご意見も受け付けています。したがって、私たちは

それらとの対立がある場合、それらを理解するためにあらゆる

努力をします。過去数十年にわたるプラント運営管理の改良及

び改善の取り組みの結果、地元の人々からの苦情は無く、特に

水に関連する環境問題の兆候はありません。しかし、これは将

来的に環境問題の兆候がなくなるという意味ではありません。 

さらに、環境問題の兆候が発生した場合、生物多様性への影響

の可能性を否定することはできません。 

また、周辺地域の生物多様性に影響を与えると、否定的な事件

によって評判が損なわれる可能性があるという評判のリスクが

あります。これは私たちのビジネスに直接影響を与える可能性

があります。 

通常、水の供給は深刻な問題ではありません。ただし、干ばつ

や台風が発生した場合は、地域住民や農家とのコミュニケーシ

ョンが必要です。そのため、関係者の調整のため、流域圏の自

治体が主催する干ばつや台風の対策審議会のような組織が存在

する場合、その組織への参加が求められることがあります。し

たがって、地域住民との良好な関係を維持し、信頼関係をさら

に強化することで、評判リスクを低減できます。 

利害関係者との水関連の紛争のリスクに関して、私たちは水ス

トレスに関する世界の水評価ツールである WRI Aqueduct を使

用して各地域を評価します。 

主要商品/原材料に対し

て水が持つ意味 

関連性は

ないが、

水リスク評価の結果、一部のサイトで干ばつや台風の場合を除

き、製品の品質、生産量、製造コストに影響を与える水リスク
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評価に含

めている 

はないと判断しました。NSHD のプラントの場合、原材料に該

当するのは空気であるため、サプライヤーも存在しません。従

って、我々にとって、原材料への影響は存在しないと考えてい

ます。そして、少なくとも、今後 5 年間で、この課題が関連す

ることはないと予想しています。 

水関連の規制枠組み 関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

排水の水質の規制の変更は、主要な水リスクの 1 つであると考

えています。過去に大気汚染規制の強化を経験し、設備や管理

の面で対策を講じてきました。学んだ教訓に基づいて、私たち

は独自の方法で規制強化のリスクを評価します。水質汚濁への

対応は、COD、総窒素、および公共用水域への廃水の監視対象

エリアに含まれる、その他の規制が規制が厳しくなった場合の

水設備面と管理面での対応と考えています。 

その後、水質改善とコストを最適な位置にバランスさせるため

の努力がなされます。海外では、特に開発途上国において水質

汚濁問題に関する規制が強化されており、これらのリスクに適

切に対処することが重要です。WRI Aqueduct を使用して、世

界の水質と水環境リスクを評価する分析も行われます。 

 

生態系および動植物生

息環境の状態 

関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

NSHD は、生物多様性に影響を与える可能性のある化学物質を

扱っていませんが、生物多様性への影響を低減する活動は非常

に重要であると考え日本酸素ホールディングスグループ環境方

針に従って生物多様性の保全に寄与する事業活動を推進し、生

物多様性への負の影響を回避するよう努めます。生物多様性を

損なうことは NSHD への評判リスクやサイトの運営にも影響

すると考えています。代表的なものとしては森林や動植物の生

存環境の保護は環境を配慮した事業運営とプロジェクトベース

での地域環境社会への影響度を考慮することで、一定レベルで

回避可能と考えています。そのため、生物多様性に向けた活動

を推進していきます。 

 

全従業員が、適正に機

能し完全に管理された

上下水道・衛生

（WASH）サービスを

利用できること 

関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

従業員の健康と安全は私たちにとって非常に重要な側面です。 

健康と安全の問題が発生した場合、従業員との信頼関係が直接

混乱する可能性は否定できません。従業員との信頼関係の崩壊

は、離職率の増加に直接つながる可能性があります。この観点

から、世界のすべての事業所で WASH サービスを充実させ、

労働安全衛生の要である職場環境の改善に努めています。きれ

いな水にアクセスできないサイトが確認された場合、水へのア

クセスなどの水道のアクセスの評価を使用して、焦点を当てる

必要があるエリアを決定します。 
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全体的状況に関わるそ

の他の問題 (具体的にお

答えください) 

考慮して

いない 

 

W3.3c 

(W3.3c) 貴社の水関連のリスク評価では、以下のどのステークホルダーが考慮されています

か。 

 関連性お

よび組み

入れ 

説明してください 

顧客 関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

私たちのお客様の多くはメーカーであり、私たちと同じように水の使用

は不可欠です。このため、CDP ウォーターや CDP サプライチェーンな

どの水の安全保障関連の活動に対応する必要があり、環境検査で水リス

クを参照するなど、水問題に関心を持つ企業が増えています。このよう

な背景から、水の効率的な利用を考慮しない運用は、顧客からの評判を

落とす可能性があると考えています。したがって、水リスク評価は、顧

客自身を含むサプライチェーン全体で実施する必要があるため、顧客を

十分に考慮することが不可欠であると考えています。たとえば、水関連

情報の不適切な開示による評判リスクを低減するために、特に国内の石

油化学プラントは、水リスクに関連する問題を特定して対応するための

取り組みを強化しています。 

お客様に対して、NSHD ができることは、水を効率的に使用した上で生

産した製品を必要な時に必要な量を提供することです。従って、効率的

な水の利用のために次のことを毎日積み重ねることが重要となります。 

回転機の稼働数を適正にする。 

・日々刻々と変わる製品の需要量に合わせて最適な回転機の組み合わせ

で運転する 

・冷却塔系統の水を徹底的に循環させる 

・回転機の故障削減のための保全活動を充実させる 

 このため、1 か月に 1 回程度、お客様とのミーティングを行い予想さ

れる NSHD の製品の需要量に関する情報を入手します。そして、その予

想される需要量に基づいた生産・供給体制を検討し、運転する装置の台

数などを決定します。 

一方、実際には、予想されていた需要量とは異なることも少なくありま

せん。このような場合は、その時の状況を分析し、最低限の機器を運転

する前提で、安定供給を維持しています。そして、常に無駄のない機器

稼働体制を維持する取り組みを行うことで、水の使用の効率化を図って

います。 
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従業員 関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

NSHD のプラントの安定稼働には取水・排水の適切な管理が極めて重要

であり、環境教育の一環として、水の保全の必要性、関連する法律、及

び水質基準に関する規制等について教育しています。NSHD のプラント

の安定稼働においては、取水や排水の適切な管理が非常に重要です。 

そのため、環境教育の一環として、節水の必要性、水域への環境負荷物

質の削減、法規制など、水質基準に関する規制を実施しています。この

教育の主な対象は従業員です。水管理の基本は、従業員による日々の管

理であり、日々蓄積されています。このため、従業員が誤った判断をす

ると、排水の汚染などの問題が発生する可能性を否定できません。従っ

て、従業員に起因する水リスクの評価は不可欠であると考えています。

水質リスクの評価は、生産現場で特に重要です。NSHD ができること

は、水を効率的に使用した上で生産した製品を必要な時に必要な量を提

供することである。従って、効率的な水の利用のために次のことを毎日

積み重ねることが重要となる。 

・回転機の稼働数を適正にする 

日々刻々と変わる製品の需要量に合わせて最適な回転機の組み合わせで

運転する 

・冷却塔系統の水を徹底的に循環させる 

・回転機の故障削減のための保全活動を充実させる 

これらは、各工場を管理する人材に常日頃から意識して頂かなければな

りません。各工場では、高圧ガス保安法にのっとり、月に 1 回程度、

「保安教育」を定期的に行っています。この教育の場を活用し、水の効

率的運用の重要さの啓蒙活動を行っています。その啓蒙活動のポイント

は、水の保全の必要性、環境負荷物質の水域への排出量の削減、法律、

水質基準に関する規制です。 

投資家 関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

私たちは水問題の解決策を提供するため、水関連の取り組みの不適切な

開示は、評判リスクにつながる可能性があります。そのため、統合報告

書 (CSR 関連活動を含む統合レポート) には、水問題への対応を含めて

きました。さらに、統合レポートを評価する投資家及び利害関係者に、

その関与に貢献する情報を提供するよう努めると共に、その取り組みを

強化していく予定です。適切なメディアを通じて水管理に関する私たち

の見解を適切に開示しないことは、特に投資家にとって、不十分な水管

理に対する評判につながると私たちは考えています。この投資家主導の

評判リスクは、顧客の評判リスクをさらに誘発するのに十分であると考

えられています。したがって、投資家に起因する水リスクの評価は不可

欠であると考えられています。投資家のレポートは、各セグメントのこ

のセグメントの事業拡大に関する情報も提供します。 

地域社会 関連性が

あり、常

に評価に

一部の工場では、定期的なレポートを発行しています。これらのレポー

トは常に、地域社会の関心が高い事項に関連する問題について説明する

こともあります。 
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含めてい

る 

また、事業所の活動については、地域住民との話し合いなどを通じて意

見を聞く機会があり、水に不安があれば伝えることができます。 

排水の水質が悪化すると、地域社会、特に漁業関係者による訴訟等のリ

スクにつながることは否めません。そのような訴訟が発生した場合、結

果として当社の評判リスクが大幅に高まると考えられます。このため、

地域社会の水リスクを評価することが重要とされています。 

また、環境保全活動の一環として、工場周辺の河川や海岸を近隣住民と

ともに清掃することで、工場周辺の水域保全にも積極的に取り組んでい

ます。 

私たちは、この活動がコミュニティのメンバーとの信頼関係の確立と維

持に貢献していると考えています。 

 

NGO 関連性が

あるが、

評価に含

めていな

い 

これまで、多くの場所で水環境問題の数が多かった時期に、多くのリス

クイベントが NGO の注意を引いていました。しかし、全国的に、過去

20 年間に水の状態が劇的に改善したため、NGO は、あまり活発ではあ

りません。また、国内・海外を問わず水質の問題はなく、NGO による

水関連活動も活発ではありません。 

一方、水質の問題が明らかになった場合、私たちのリスク評価は、地域

社会への影響が NGO の影響よりも大きい可能性があるとは限りませ

ん。むしろ、今後 5 年間でその影響が大きくなる可能性があるため、現

時点で、NGO のリスク評価を考慮することを前提に、今後 5 年間で検

討する予定です。 

河川流域/集

水地における

その他の水利

用者 

関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

当社の事業所は主に工業地帯にあるため、不十分な水供給または水質の

問題によって操作不能になるリスクを回避するために、近隣のオペレー

ターとの協力が不可欠です。たとえば、工場地域の取水源は、河川流域

または集水域の他の水利用者による取水源と同じです。そのため、近隣

の事業者が突然大量の工業用水を汲み上げた場合、他のすべての業者が

工業用水の取水量を削減せざるを得なくなる可能性があります。 

そこで、水問題への取り組み（水質確保活動など）など、環境保全に関

するさまざまな課題について、同じ工業地域の他の企業と積極的に情報

交換を行っています。必要な事業所については、干ばつ対策や、節水レ

ベルの調整や再利用する排水の流用などを協議する会合などには積極的

に参加するようにしています。 

規制機関 関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

内海などの閉鎖系は、法規制により通常有害物質排出規制濃度の上限が

厳しく設定されている場合や、総量規制が追加されている場合がありま

す。これまで、規制の強化により影響を受けてきた大気汚染問題が発生

しています。この経験は、環境汚染であろうと水質汚染であろうと本質

的に同じです。このため、水質汚濁等に起因する水質および環境要因の

両方について規制機関が定める水リスクの評価が必要と考えられます。 

行政当局に対しては、定期的（年に 1〜2 回）に工場の調査に対応し、
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排水の水質規制の強化（特定有害物質の拡大など）や水質保全に関する

情報交換などの情報を入手しています。 

河川流域管理

当局 

関連性が

ない。理

由の説明 

流域管理当局は、流域管理におけるリスクを集合的に評価する必要はあ

りません。彼らは、私たちに給水側の地方レベルのビジネスサプライヤ

ーとして、また排水側の規制者として関心を持っているからです。この

フレームワークでユーザー管理が行われた流域は、調査の範囲外でし

た。規制当局、ガイダンスなどがこの流域管理フレームワーク内で実装

され、このリスクが流域に大きな影響を与える事業所に対しても評価さ

れます。2 年以内に処理できるように予備調査を完了します。 

地域レベルの

法定の特殊利

益集団 

関連性が

ない。理

由の説明 

地方レベルでの法定の特別利益団体の関与は、どのサイトでも確認され

ていません。2022 年度までに各拠点の実態を調査し、評価に反映する予

定です。必要に応じて、干ばつ時の生活用水、農業用水、工業用水の取

水低減を調整する干ばつ対策審議会に参加することを考えています。 

サプライヤー 関連性が

ない。理

由の説明 

NSHD のプラントの原料に該当するのは空気であり、取り込んだ空気を

液化するなどして、製品である、酸素、窒素、及びアルゴンに分離して

います。このような、NSHD のビジネスの特質上、原料としてのサプラ

イヤーは存在しません。しかし、プラントの運転に必要なユーティリテ

ィーの一つである淡水の殆どは、第三者から供給されていることから、

この第三者機関を淡水のサプライヤーと位置付けています。 

主な淡水のサプライヤーは同じ工業地域にいるため、水リスク評価の結

果は当社と同じになる可能性があります。現在、水リスクの高い地域か

らの購入はほとんどないため、サプライヤーに対する詳細な水リスク調

査は行われていません。 

しかし、最近は、温暖化等の影響と思われる気候変動が多発していま

す。このため、淡水のサプライヤーのリスクが高くなっていると考えら

れます。WRI Aqueduct 等も改良・改善が進められていくと想像してい

ます。従って、現在水リスクが低い地域であっても、定期的に、予めモ

ニタリングすることとした生産拠点に対し、WRI Aqueduct による評価

を継続的に実施し、そのスコアの変動の有無などについて確認すること

が、益々重要になっていると認識しています。 

地域レベルの

水道事業者 

関連性が

あり、常

に評価に

含めてい

る 

まず、最大使用可能量は、水道事業者との契約により決定されます。 

いったん契約が締結されると、その最大利用可能容量を超える取水を得

ることは非常に困難です。一方、事業活動からの工業用水は、製品の生

産量等により変動します。最大使用可能量は、工業用水サービスの変動

量が「最大使用可能量」未満になるように設定する必要があるため、地

元の水道事業者による水リスクを評価することが不可欠であると考えら

れます。特に、契約期間中は、最大使用可能量の変更手順を十分に理解

していただく必要があります。 

一方、多くの施設は公益事業者から給水を受けています。現在、どのサ
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イトでも十分な水が供給されている可能性があり、大きな問題はありま

せん。 

-工業用水の受入制限の調整： 

NSHD の工業用水を使用する生産現場は、将来の水使用の増加と干ばつ

ショックに対処するために実際に必要とされるよりも、かなり多くの使

用量で計画しているようです。 

これらのフレームワークは実際に水を使用しないと高価であり、水の消

費量を削減するインセンティブを高めるのは困難です。 

したがって、ユーティリティとの調整は、必要以上のフレームワークを

減らす方向に進んでいます。 

その他のステ

ークホルダー 

(具体的にお

答えくださ

い) 

考慮して

いない 

 

W3.3d 

(W3.3d) 貴社の直接操業およびバリューチェーンの他の段階における水関連のリスクの特

定、評価、それへの対応に用いている、貴社のプロセスを具体的に説明してください。 

   

生産拠点は 100 カ所を超え、世界中に分散しているため、将来の水枯渇のリスクを評価する必

要があります。2020FY は、WRI Aqueduct の【Aqueduct Water Risk Atlas】を使用して、

NSHD の全取水量の 81％に相当する事業所の水ストレスをスクリーニングしました。WRI 

Aqueduct を選択した最大の理由は、使いやすさです。水リスク評価は、世界中の各生産拠点

で、担当者が独自に実施する必要があります。自らの地域の特性を自ら理解しなければならな

いからです。当然、誰にでも簡単に使えるというファクターは、とても重要です。 

これにより、9 のサイトが潜在的に水リスクにさらされていると特定されました。尚、この 9

ヶ所のサイトの取水量は、全取水量の 4％に相当します。 

WRI の Aqueduct のリスク評価である Ravenna の 3.1 という結果は、水リスクが、”高“の範

囲の中では、低い範囲であることを示しており、淡水が完全に枯渇していないことを示してい

ます。また、この施設は、主に、冷却塔を中心とした冷却水循環システムによる淡水利用であ

り、その取水量は、我々のグループの中で相対的に比較すると取水量は多いものの、NSHD グ

ループ全体の取水量に占める割合は 0.9％と大きくありません。これまで、Ravenna で水リス

クに直面したことはないこともあり、NSHD グループの水リスクとは考えておりません。そし

て、取水量の規模と、独自の Physical Risks Quantity の評価、現地へのヒアリング結果などを

環境管理部で総合的に判断した結果、水ストレスのリスクがあると評価された地域は特に見つ

かりませんでした。 

一方、NSHD のプラントの原料に該当するのは空気であり、取り込んだ空気を液化するなどし

て、製品である、酸素、窒素、及びアルゴンに分離しています。このような、NSHD のビジネ

スの特質上、原料としてのサプライヤーは存在しません。しかし、プラントの運転に必要なユ
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ーティリティーの一つである淡水の殆どは、第三者から供給されていることから、この第三者

機関を淡水のサプライヤーと位置付けています。この第三者機関は、自社サイトの近くにある

ため、その水リスクは、自社サイトの結果と同等であることが確認されています。従って、

WRI の Aqueduct の評価結果をそのまま利用することができます。 

W4. リスクと機会 

W4.1 

(W4.1) 貴社ではこれまで、事業に財務または戦略面で重大な影響を及ぼす可能性のある特

有の水関連のリスクを特定したことがありますか？ 

いいえ  

W4.1a 

(W4.1a) 貴社では、事業に及ぶ財務または戦略面での重大なインパクトを、どのように定義

していますか。 

   

リスクは、次の基準を使用して優先順位付けされます。 

(1）潜在的な経済的損失、人間への影響、および企業の評判への影響のサイズに財務的影響値を割り

当てます。 

(2)（1）で決定された潜在的に重大な財務上の影響があるものは、発生の可能性について評価されま

す。 

(3)  (1）と（2）の積（乗算）はリスクの大きさと見なされます。 

この方法で計算されたより大きなリスクは、重大な（重大な）リスクとして分類され、グローバルリ

スクマネジメント会議に報告されます。そこで、それらが議論され、対策が検討されます。水リスク

については、20 億円の財務的影響を指標にしています。このリスクアセスメントは、事業所とサプ

ライヤーの両方に同様に適用され、ほぼすべての事業所とサプライヤーが水ストレスに関する深刻な

リスクにさらされていないことが確認されています。 

 

 

W4.2 

W4.2b 

直接的な操業において、財務また は 戦略 に実質的な影響をおよぼす可能性のあるリスクに

晒されていないと考える理由を回答して下さい 

◆Primary Reason◆ 

Risks exist, but no substantive impact anticipated 
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◆Please explain 

2020FYは、WRI Aqueductの【Aqueduct Water Risk Atlas】を使用して、NSHDの全取水

量の 81％に相当する事業所の水ストレスをスクリーニングしました。我々がリスクがあ

るとして特定した唯一のサイトは、イタリアのラベンナ (Ravenna)  でした。そして、こ

のサイトは、閉鎖系の内海 (アドリア海) の付近に位置しています。ラベンナの気候は、

6 月から 8月にかけて乾燥の傾向が強まります。WRIの Aqueductのリスク評価である

Ravennaの 3.1という結果は、水リスクが、”高“の範囲の中では、低い範囲であること

を示しており、淡水が完全に枯渇していないことを示しています。また、この施設は、主

に、冷却塔を中心とした冷却水循環システムによる淡水利用であり、その取水量は、我々

のグループの中で相対的に比較すると取水量は多いものの、NSHDグループ全体の取水量

に占める割合は 0.9％と大きくありません。これまで、Ravennaで水リスクに直面したこ

とはないこともあり、現地へのヒアリング結果などを環境管理部で総合的に判断した結

果、NSHDグループの水リスクと判断しないことに決定いたしました。 

W4.2c 

間接的な操業（バリューチェーン）において、財務または戦略に実質的な影響をおよぼす

可能性のあるリスクに晒されていないと考える理由を回答して下さい 

◆Primary Reason◆ 

Risks exist, but no substantive impact anticipated 

◆Please explain 

工業ガスの原料は空気であり、原料の調達上での水リスクに直面することはありま

せん。また、工業ガスの配送は、大口顧客に対してはパイピング、中規模顧客に対

してはタンクローリ車、小規模顧客に対しては高圧ガス容器にて配送され、水リス

クとは無縁です。NSHD グループの製商品において大量の水を使った商品は多くな

く、18O の PET 原料水、魚の養殖に用いられる水などは挙げられますが、バリュ

ーチェーン上での水リスクは存在するものの小さいと判断しております。 

W4.3 

(W4.3) 貴社ではこれまで、事業に財務または戦略面で重大なインパクトを及ぼす可能性の

ある水関連機会を特定したことがありますか。 

はい、機会を特定し、一部/すべてが実現しつつあります 

W4.3a 

(W4.3a) 貴社の事業に財務または戦略面で重大なインパクトを及ぼす可能性のある機会の実

現方法について、具体的に説明してください。 
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機会の種類 

製品およびサービス 

主な水関連機会 

新しい製品/サービスの売上 

企業に特化した詳細と、機会実現の戦略 

世界的に下水処理場の必要性は年々高くなっています。特に新興国における下水処理設

備の整備は、非常に重要な課題です。一般的に下水処理場で採用されている方式は、活

性汚泥法です。活性汚泥法において、必ず発生する余剰汚泥をメタンの原料とするため

には、消化設備が有効です。消化設備を効率的に運転するためには、消化設備で発生す

るメタンとその他の気体を分離する必要があります。その理由は、高純度のメタンを消

化設備の加温源とするためです。NSHD は、このメタンとその他の気体を分離する技術

をもつ企業としてソリューションに貢献することができます。 

圧力と温度のコントロール技術は、メタンを高純度に精製するため、水問題における、

特に、下水処理場に関連するソリューションに統合することで、大きく貢献することが

できます。更に、この目標を達成するために、2021FY 以降も、下水処理場の運用上の

課題を解決する指標を設定し、金銭的な貢献を通じて、この目標を戦略的に推進するこ

とを考えています。 

下水処理場を新たに整備する機会は、日本国内よりも東南アジアの方が多いと考えてい

ます。東南アジアの国々には、未だに下水処理場が整備されていない地域が少なくない

からです。下水処理場の無いエリアでは、下水が河川や地下水に流れ込み、その地域で

生活する人々の健康に影響を与えているケースがあります。 

NSHD は、混合気体の中からメタンを高純度に分離する技術を中心に、下水処理場の構

成機器を製造するメーカーとして、地域の下水処理設備の安定操業及び、その運転効率

の向上に貢献することを考えています。そして、2021FY 以降も、下水処理設備の構成

機器の製造メーカーとして必要なノウハウを蓄積すると共に、下水処理施設の高い運用

効率に貢献しつつ、世界への展開を検討しています。 

機会実現までの推定期間 

1～3 年 

財務上の潜在的影響の程度 

やや高い 

財務上の潜在的影響額をご回答いただくことは可能ですか？ 

はい、単一の推計値 

財務上の潜在的影響額 (通貨) 

60,000,000 

財務上の潜在的影響額 – 最小 (通貨) 
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財務上の潜在的影響額 – 最大 (通貨) 

 

財務上の影響についての説明 

TNSC は、2020～2025FY の目標として、累計 20 か所の消化設備に、我々の技術を投

入したいと考えています。2020FY のメタンの分離効率は、従来と比べて大きな向上を

実現しました。(その数値は、企業秘密のため、公表は控えます)今後も、この技術を成

熟させることで、これらの製品を管理する部門の売上高は、2025FY には、累積で数億

円になりうると考えています。 

 

W6. ガバナンス 

W6.1 

(W6.1) 貴社には水に関する企業方針がありますか？ 

はい、水に関する企業方針があり、文書化して公開しています 

W6.1a 

(W6.1a) 貴社の水に関する企業方針の適用範囲と内容について、最もよくあてはまるものを

選択してください。 

 ス

コ

ー

プ 

内容 説明してください 

行

1 

全

社

的 

事業が水に依存

していることの

説明 

事業が水に影響

を及ぼすことの

説明 

直接操業の水関

連実績基準の説

明 

調達の水関連基

準の説明 

国際的な規格や

広く認められて

環境への影響が少ない製品とサービスを提供することに加えて、NSHD

は、日本酸素ホールディングスグループ環境方針に従い、水資源の保全

に取り組んでおり、取水量を把握するとともに、水使用効率の改善を行

う等により、水資源の汚染の防止に全社的に努めています。 

NSHD は、海水は全く使用していません。そして、使用している淡水

は、冷却塔を中心とする冷却水循環システムの用途のみであるため、使

用している淡水を汚染する可能性は無いに等しいです。しかし、NSHD

は、環境保全活動の中で、水資源の保全を重要な活動の一つと捉えてい

ます。そのため、有害物質の排出がないことを確認しています。また、

COD については規制対応ならびに環境への影響がないことを確認のう

え、例年モニタリングしており、各事業所単位で定期的に測定されたの

ち、全社的に集計しています。 
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いる水イニシア

チブへの言及 

SDGs などの政

策イニシアチブ

と協調する誓約 

ステークホルダ

ーの啓発と教育

に対する誓約 

上下水道に関す

る人権の重要性

認識 

環境問題との相

関(気候変動との

関連性等)の認識 

W6.2 

 (W6.2) 貴社内では、水関連問題について取締役会レベルの監督が実施されていますか。 

はい 

W6.2a 

 (W6.2a) 取締役会における水関連問題の責任者の職位をお答えください (個人の名前は含め

ないでください)。 

個人の職

位 

説明してください 

最高経営

責任者

(CEO) 

当社は、取締役会の決議により日本酸素ホールデイングスグループ環境方針を制定し、

同方針で「トップマネジメントの指揮のもと事業活動において環境との調和を図り、環

境負荷の低減に努めることにより、資源循環型社会へ技術で貢献し、持続可能な社会の

発展に貢献します。」と定めています。 

W6.2b 

 (W6.2b) 水関連問題に対する取締役会の監督について、その詳細を説明してください。 

 水関連の問

題が予定さ

れた議題と

して取り上

げられる頻

度 

水関連の

問題が組

み込まれ

ているガ

バナンス

構造 

説明してください 
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行

1 

予定されて

いる - 一部

の会議 

実施と業

績のモニ

タリング 

買収と売

却の監督 

大規模な

資本支出

の監督 

年間予算

の審議と

指導 

事業計画

の審議と

指導 

主要な行

動計画の

審議と指

導 

リスク管

理方針の

審議と指

導 

戦略の審

議と指導 

企業責任

戦略の審

査と指導 

技術革新/

研究開発

の優先度

の審査 

グローバル戦略検討会議は、次年度の予算の策定に当たり、各事業会

社の戦略の確認を行うもので、年 1 回開催されます。同会議では、事

業会社からサステナビリティに関する戦略が報告されますが、その中

に気候変動問題を含むその他環境負荷の議題も含まれています。会議

の結果は予算案の提出という形で取締役会に報告されます。 

グローバルリスクマネジメント会議は、当社グループの重要リスクの

選定及びその対応策を審議する機関で、年 1 回開催されます。気候変

動を含むその他環境負荷のリスクも同会議で検討すべきリスクに含ま

れおり、会議の結果は取締役会に報告されています。 

経営会議は、中期経営計画(「中計」)の策定・モニタリングや投資案

件等について審議を行います。中画の策定に当たっては、中計期間中

の気候変動問題を含むその他環境負荷への当社グループとしての取組

み、目標設定が議論されます。また、個別の投資案件の審議では、投

資案件が気候変動問題を含むその他環境負荷に与える影響についても

議論されます。 

中期経営計画および投資案件は経営会議での審議を経て取締役会に提

案されます。 

MOS指標では、毎年 1 回 GHG 排出量の削減目標およびその他の環境

負荷の低減目標ならびに品質・保安・安全に関して定めた来期目標と

前期実績を取締役会に報告し、取締役会ではその報告内容について議

論しています。 

 

W6.3 

(W6.3) 水関連問題に責任を負う最高管理レベルの職位または委員会をお答えください (個

人の名前は含めないでください）。 

職位または委員会 

CEO 

責任 
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水関連のリスクと機会の評価と管理の両方 

水関連問題に関して取締役会に報告する頻度 

半年に一回 

説明してください 

＜位置付け＞ 

ＣＥＯは当社グループの経営のトップに位置します。 

また、「日本酸素ホールデイングスグループ環境方針」では、環境問題についての最高責任

者であることが明確にされています。ＣＥＯはグローバルリスクマネジメント会議、グロー

バル戦略検討会議および経営会議の議長を務めています。 

＜責任内容＞ 

ＣＥＯは当社グループの経営すべてに責任を負います。また、日本酸素ホールデイングスグ

ループ環境方針では、事業活動において環境との調和を図り、環境負荷の低減に努めること

により、資源循環型社会へ技術で貢献し、持続可能な社会の発展に貢献するためにグループ

を指揮すべきことが定められています。 

＜モニタリングの方法＞ 

グローバル戦略検討会議においてＣＳＯからＧＨＧ排出量の削減状況を含むその他環境負荷

について報告を受けています。 

W6.4 

(W6.4) 水関連問題の管理に関して、経営幹部レベル役員または取締役にインセンティブを

付与していますか。 

 水関連問題の管理に対してインセンティブを付与します コメント 

行 1 はい  

W6.4a 

(W6.4a) 水関連問題の管理に関して、経営幹部レベル役員または取締役にどのようなインセ

ンティブを付与していますか(ただし個人の名前は含めないでください)。 

 インセンティブ

を得る資格のあ

る役職 

実績指標 説明してください 

金銭

的褒

賞 

最高サステナビ

リティ責任者

(CSO) 

取水量の削減 

効率の向上 - 

直接操業 

排水水質の改

善 - 直接操業 

保安・安全、環境にかかわるリスク管理は、NSHD 執行

役員である CSO の報酬に影響します。 
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排水水質の改

善 - サプライ

チェーン 

非金

銭的

褒賞 

その他、具体的

にお答えくださ

い 

各事業所の工

場長 

その他、具体

的にお答えく

ださい 

排水リサイ

クルの改善 

冷却水の循環システムの改善などにより、地域社会との

関係を改善できた各事業所の工場長や環境管理者は、技

術担当執行役から表彰を受けています。 

W6.5 

(W6.5) 貴社では、水に関する公共政策に直接的または間接的に影響を及ぼしうる活動に、

以下のいずれかを通じて関与していますか？ 

はい、政策立案者との直接的エンゲージメントを通じて 

はい、業界団体を通じて 

W6.5a 

(W6.5a) 公共政策に影響を及ぼそうとする直接的および間接的活動のすべてが、貴社の水に

関する企業方針/誓約に合致するものとなるよう、どのようなプロセスを実施しています

か。 

CSO（チーフサステナビリティオフィサー）は、水関連の活動の計画と実施の監督を含む、水

関連のすべての活動に責任を負います。また、技術リスク連絡会議では 、水の公共政策に影響

を与える可能性のある戦略や活動との整合性も確認されています。 仮に整合性が取れていない

ことが確認されたときは、速やかにその非整合性の原因が、戦略由来なのか、活動由来なの

か、それ以外の要因なのかを検証することを会議の中で、議事録に記載されます。 そして、そ

の後の検証結果に基づいた対策を立案し、CSO と協議することになります。 このような活動

を繰り返し、戦略と活動との整合性を常に保つように活動しています。 

W6.6 

(W6.6) 貴社は、水関連のリスクへの対応に関する情報を直近の財務報告書に含めました

か。 

はい (任意で報告書を添付していただけます) 

W6.6 01 2020 統合報告書(2020 年 3 月期）.pdf 

W6.6 02 MCHC KAITEKI レポート MOS 指標 .pdf 

W6.6 03 NSHD HP お問い合わせ .pdf 

W6.6 04 NSHD HP バイオガス生成装置 .pdf 

W6.6 05 NSHD HP バイオガス生成装置 .pdf 

W6.6 06 NSHD データブック .pdf 

W6.6 07 NSHD データブック第三者保証報告書 .pdf 

W6.6 08 NSHD 統合報告書第三者保証報告書 .pdf 
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W7. 事業戦略 

W7.1 

(W7.1) 水関連問題は、貴社の長期的・戦略的事業計画のいずれかの側面に組み込まれてい

ますか。もしそうであれば、どのように組み込まれていますか。 

 水関連の

問題が組

み込まれ

ています

か。 

長期的

な対象

期間

(年) 

説明してください 

長期

的な

事業

目的 

はい、水

関連問題

は組み込

まれてい

ます 

5-10 NSHD を含む三菱ケミカルホールディングス (MCHC) グループは、世

界の水ストレスの問題が今後ますます重要になると考えています。そ

こで 2020FY に向けた中期経営方針に沿ったサステナビリティ指標の

一つとして「水問題の解決に貢献する製品・サービスの提供」を掲げ

ています。そして、MCHC は、2017FY から、2030FY に向けた長期的

な戦略ビジョン (KAITEKI Vision 30) の検討を開始し、2019FY に、そ

の内容を公表しました。この KAITEKI Vision 30 では、水資源の枯渇に

焦点を当て、水に関連した野心的な指標として、高度リサイクルの実

現と取水量の削減を採用しました。従来の水循環の考え方は、生産拠

点の内部という範囲でしたが、私たちはこれを自然界を含めた水循環

という視点で捉えなおします。つまり、自然界の水質のまま、自然界

に返すことを実現するということです。この自然界を含めた水循環を

戦略的に翻訳し、【高度リサイクルの実現】で実装しました。この高

度リサイクルの実現は、廃水の水質を取水の水質に近づけることで、

取水量を削減にもつながると考えています。その究極の姿は、取水

量・排水量が共にゼロになります。こうして、課題に対する対策を戦

略に組み込みました。現在は、その具体的目標値の検討段階でありま

すが、2020FY 中には決定する予定です。NSHD も、この KAITEKI 

Vision 30 を共有しつつ、自らの具体的目標値を検討しており、2021FY

中に公表する見込みです。 

長期

目的

達成

のた

めの

戦略 

はい、水

関連問題

は組み込

まれてい

ます 

5-10 NSHD を含む三菱ケミカルホールディングス (MCHC) グループは、世

界の水ストレスの問題が今後ますます重要になると考えています。 

そこで 2020FY に向けた中期経営方針に沿ったサステナビリティ指標

の一つとして「水問題の解決に貢献する製品・サービスの提供」を掲

げました。そして、NSHD および MCHC は、2017FY から、2030FY

に向けた長期的な戦略ビジョン (KAITEKI Vision 30) の検討を開始し、

2019FY に、その内容を公表しました。この KAITEKI Vision 30 では、

水資源の枯渇に焦点を当て、水に関連した野心的な指標として、高度

リサイクルの実現と取水量の削減を採用しました。 
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従来の水循環の考え方は、生産拠点の内部という範囲でしたが、私た

ちはこれを自然界を含めた水循環という視点で捉えなおします。つま

り、自然界の水質のまま、自然界に返すことを実現するということで

す。この自然界を含めた水循環を戦略的に翻訳し、【高度リサイクル

の実現】で実装しました。この高度リサイクルの実現は、廃水の水質

を取水の水質に近づけることで、取水量を削減にもつながると考えて

います。その究極の姿は、取水量・排水量が共にゼロになります。こ

うして、課題に対する対策を戦略に組み込みました。 

NSHD は、この KAITEKI Vision 30 を共有しつつ、現在、有望な製品の

探索し、既存の冷却水循環システムの改良・改善のための具体的な施

策を立案し、その施策を通じた冷却水循環システムの性能を強化しよ

うとしています。 

財務

計画 

はい、水

関連問題

は組み込

まれてい

ます 

5-10 NSHD を含む三菱ケミカルホールディングス (MCHC) グループは、世

界の水ストレスの問題が今後ますます重要になると考えています。 

そこで 2020FY に向けた中期経営方針に沿ったサステナビリティ指標

の一つとして「水問題の解決に貢献する製品・サービスの提供」を掲

げました。そして、NSHD および MCHC は、2017FY から、2030FY

に向けた長期的な戦略ビジョン (KAITEKI Vision 30) の検討を開始し、

2019FY に、その内容を公表しました。この KAITEKI Vision 30 では、

水資源の枯渇に焦点を当て、水に関連した野心的な指標として、高度

リサイクルの実現と取水量の削減を採用しました。従来の水循環の考

え方は、生産拠点の内部という範囲でしたが、私たちはこれを自然界

を含めた水循環という視点で捉えなおします。つまり、自然界の水質

のまま、自然界に返すことを実現するということです。この自然界を

含めた水循環を戦略的に翻訳し、【高度リサイクルの実現】で実装し

ました。この高度リサイクルの実現は、廃水の水質を取水の水質に近

づけることで、取水量を削減にもつながると考えています。その究極

の姿は、取水量・排水量が共にゼロになります。こうして、課題に対

する対策を戦略に組み込みました。NSHD も、この KAITEKI Vision 30

を共有しつつ、自らが定める事業目標に沿って、冷却塔を中心とした

冷却水循環システムの性能の向上を図るため、生産設備の更なる運用

面の工夫や新技術の企業買収など、様々な施策を検討しています。 

 

W7.2 

(W7.2) 報告年における貴社の水関連の設備投資費 (CAPEX) と操業費 (OPEX) の傾向と、

次報告年に予想される傾向をお答えください。 

行 1 

水関連の設備投資費(+/- %) 
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次報告年の設備投資費予想 (+/- %) 

水関連の操業費 (+/- %) 

次報告年の操業費 (+/- %) 

説明してください 

 

W7.3 

 (W7.3) 貴社では、気候関連シナリオ分析で得られる情報を事業戦略に利用していますか。 

 気候関

連シナ

リオ分

析の利

用 

コメント 

行

1 

はい パリ協定の発効に伴い、気候変動を緩和するために温室効果ガスの世界的な排出量を

削減することが急務となっています。酸素、窒素及び Ar 等の産業ガスは、生産時に大

量の電力を消費するため、それに応じた GHG を排出していることになります。この

ため、我々は、積極的に GHG 排出量を削減する取り組みを行うと共に、事業を継続

するための仕組みを早急に構築する必要があります。NSHD は、この長期戦略ビジョ

ンである KAITEKI Vision 30 を共有しつつ、自らの次期中期計画 (2022FY～) を現在策

定中であり、2021FY 中に公表する予定です。 

W7.3a 

(W7.3a) 貴社の気候関連シナリオ分析では、水に関連した何らかの分析結果が確認されまし

たか。 

はい 

W7.3b 

(W7.3b) 気候関連シナリオ分析で確認された水関連の分析結果はどのようなものですか？

また、貴社はどのように対応しましたか？ 

 適用さ

れる気

候関連

シナリ

オとモ

デル 

水関連の可能性がある分析結果の詳細 水関連の可能性がある分析結果への企業

の対応 

行

1 

2DS 沿岸部には多くの大規模プラントがあるた

め、地球温暖化による海面上昇により台風

洪水災害への耐性を確保するためには、

地震による津波災害と同様の対策が有効
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や高潮による洪水のリスクが高まり、結果

として自然災害により、数日から数週間の

工場閉鎖のリスクが高まります。いくつか

の理論は、気候変動がそのような自然災害

の頻度を増加させ、それがリスク暴露を増

加させるであろうと示唆しています。日本

においては、NSHD のアルゴンの主力生産

拠点である中部地区への台風・高潮・地震

という 3 つの影響を想定しなければなりま

せん。 

よって、台風のみならず、これら 3 つの要

素を同時発生も含めて考慮し、総合的な判

断が求められることが当社固有の事項と捉

えています。 

です。現在は地震への対応に力を入れて

おり、地球温暖化による水リスクの低減

にも取り組んでいます。例えば、洪水災

害が発生した場合、屋外に設置された受

電設備では水没による故障などの問題が

発生する可能性がある。これに対する対

策として、受電設備などの基礎の高さを

従来より大幅に高くすることで、水没リ

スクを低減することが可能です。 

W7.4 

(W7.4) 貴社では、水に対して内部的価格付け（水プライシング）を実施していますか？ 

行 1 

貴社では、水に対して内部的価格付け（水プライシング）を実施していますか？ 

いいえ、ですが現在水査定の方法を調査中です 

説明してください 

プラントの稼働地域は世界中に散らばっており、水源と水の使用方法は非常に多様であ

るため、均一な価格設定の実装が非常に困難です。例えば、日本の水の１ｔの値は、例

えば、インドネシアの水の１ｔの値と等しくないと判断されます。まず、水の発生源や

用途に応じてリスク量をモニタリングする方法を確立する必要があります。 

 

W8. 目標 

W8.1 

(W8.1) 水関連の目標や目的を、どのように設定・モニタリングしているかについて説明し

てください。 

 定量的目標

（target）及び／も

しくは定性的目標

（goal）のレベル 

企業レベルのモ

ニタリング 

定量的目標及び/もしくは定性的目標の設定とモニタリ

ングの方法 
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行

1 

全社的な定量的目標

（target）及び定性

的目標（goal） 

事業レベル特有の定

量的目標(target)お

よび/または定性的

目標（goal） 

活動レベル特有の定

量的目標(target)お

よび/または定性的

目標（goal） 

操業地/施設特有の

定量的目標(target)

および/または定性

的目標（goal） 

ブランド/製品特有

の定量的目標

(target)および/また

は定性的目標

（goal） 

定量的目標

（target）を企業

レベルでモニタ

リングしている 

定性的目標

（goal）を企業レ

ベルでモニタリ

ングしている 

NSHD は、法律、及び水質基準に関する規制等につい

て遵守しており、危険物質の排出はありません。節水

の必要性、水域への環境負荷物質の削減、法規制な

ど、水質基準に関する規制を実施・モニタリングして

います。MOS 指標において、水質汚濁法、大気汚染防

止法に基づき環境事故の件数の KPI を設定していま

す。 

W8.1a 

(W8.1a) 企業レベルでモニタリングし、進捗が見られる水目標を具体的にお答えください。 

 

目標参照番号 

目標 1 

定量的目標のカテゴリー 

製品使用段階 

レベル 

事業活動 

一番の動機 

使用者/流域内の自然環境のための淡水の入手可能性の増加 

定量的目標の詳細 

世界的には、利用可能な淡水の不足が増加しており、水不足の解消にも貢献することが事

業に求められています。NSHD は、法律、及び水質基準に関する規制等について遵守して

おり、危険物質の排出はありません。節水の必要性、水域への環境負荷物質の削減、法規
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制など、水質基準に関する規制を実施・モニタリングしています。MOS 指標において、水

質汚濁法、大気汚染防止法に基づき環境事故の件数０件の KPI を設定しています。 

定量指標 

その他、具体的にお答えください 

環境事故の削減 

基準年 

2015 

開始年 

2016 

目標年 

2020 

目標達成度 (%) 

100 

説明してください 

目標の達成状況は、他の持続可能性に関連する環境管理目標とともに、年に 1 回監視さ

れます。 

W8.1b 

(W8.1b) 企業レベルでモニタリングし、進捗が見られる水関連定性的目標を具体的にお答

えください。 

 

定性的目標 

順守要件を超えて廃水水質を改善する 

レベル 

全社的 

動機 

リスク緩和 

定性的目標の詳細 

NSHD には、自社の排水を自ら浄化している生産拠点は有りません。それは、我々の淡

水の用途が、冷却塔を中心とする冷却水循環システムであり、淡水を汚染する工程がな

いからです。しかし、排水の水質を管理する必要が無いということではありません。

NSHD の生産現場において、通常運転時の排水の水質には適正水準があります。そし

て、廃水の水質を適正水準に維持することは、設備管理の意味でも、とても重要です。

この水準を超えた場合、熱交換器などの水の流路内にスケールなどが付着し、熱交換効

率を低下させるからです。 
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NSHD グループの 2020FY の実績では、総排水量が、29,416ML でした。我々は、冷却

水循環システムで、循環している淡水の水質を規制値以下に管理しつつ循環量をより多

くする体制として、国内にモデルケースとして、いくつかの大規模な製造拠点を設定

し、そこで、重点的に水質管理に関するノウハウを蓄積しています。そして、蓄積した

ノウハウを NSHD グループ全体に展開しています。 

基準年 

2015 

開始年 

2016 

終了年 

2020 

進捗 

2019FY において、国内の大規模な製造拠点に対する水質管理ノウハウの展開は完了し

ています。現在、我々は、中小規模の生産拠点への展開を行っています。 

 

W9. 検証 

W9.1 

(W9.1) CDP 情報開示で報告する（W5.1a の対象を除く）その他の水情報について、検証を

実施していますか。 

はい 

W9.1a 

(F9.1a) 貴社の CDP 開示の中ではどのデータポイントを検証しましたか。また、どのよう

な基準を使用しましたか。 

開示モ

ジュー

ル 

検証したデー

タ 

検証基

準 

説明してください 

W1 現在

の状態 

淡水の総取水

量、総排水量 

ISAE 

3000 

NSHD は、2019FY の実績データから、NSHD として、第三者保

証を取得しており、2020FY については現在、データの検証を行

っている段階です。 
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W10. 最終承認 

W-FI 

(W-FI) この欄に、貴社の回答に関連すると考えられる追加情報や背景事情を記入してくだ

さい。この欄は任意で、採点されないことにご注意ください。 

 

W10.1 

(W10.1) この CDP 水セキュリティ質問書への回答を最終承認する者に関する詳細を記入し

てください。 

 役職 職種 

行 1 社長 

 

CEO 

W10.2 

(W10.2) インパクトおよびリスク対応戦略に関して貴社が公的に開示したデータを CDP が

CEO ウォーターマンデートのウォーターアクションハブに転送することに同意いただける

かどうかを示してください[W2.1a(インパクトへの対応)、W4.2 と W4.2a(リスクへの対応)

のみに当てはまります]。 

はい 

 


