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世界で存在感のある企業グループであり続けるために…

帝人グループは、創立75周年にあたる1993年6月に「企業理念」として「Quality of Life」を制定。

それから10年。2003年4月に、帝人グループが社会やお客様に向け宣言する

ブランドステートメントとして“Human Chemistry, Human Solutions”を制定しました。

私たちは、この「約束」を確実に成し遂げ、企業理念である「Quality of Life」の向上に努め、

社会と顧客から信頼される企業グループであり続けます。

人と地球環境（Human）に配慮した化学技術（Chemistry）の向上と、

社会と顧客（Human）が期待している解決策（Solutions）を提供することで

本当の価値を実現することに挑戦し続ける

「Chemistry」「Solutions」は、それぞれ21世紀の帝人グループがめざす

「化学素材を基盤にした事業」と「サービス提供による付加価値創造の事業」を意味しています。

また、「Chemistry」には「良い人間関係」といった意味合いもあり、「信頼関係の大切さ」も表現しています。

CSRの基本方針（CSR中期計画）

1 帝人グループ「企業理念」および「企業行動規範」の実践を通して、社会的責任を果たす

2 経営・事業活動とCSR活動をバランスさせ、社会との調和のもとに帝人グループの持続的発展を図る

3 ステークホルダーとの対話を通じて社会的要請を把握し、CSR（社会的責任）経営に活かす

4 地球環境問題への自主的対応は、国際社会の重大な要請であり、最重点課題として取り組む

5 防災関連重大事故・災害は企業の最大のリスク要因として認識し、そのリスクマネジメントに注力する

6 社員は重要ステークホルダーとの認識のもとに、人間性のある安全・健康活動を展開する

7 帝人グループ共通レベルで推進するCSR活動と、グループ会社が選択的に行う活動を並行して推進する

企業理念

Quality of Life
�

帝人グループは人間への

深い理解と豊かな創造力で

クォリティ・オブ・ライフの

向上に努めます�

社員とともに成長します�

　1．社員が能力と個性を発揮し、自己

実現できる場を提供します

　2．社員とともに、革新と創造に挑戦

します

　3．多様な個性に彩られた、魅力ある

人間集団をめざします

社会とともに成長します�

　1．株主と顧客から信頼され、期待さ

れる企業グループとして企業価値

の増大に努めます

　2．広く社会の理解と共感を得られる

企業グループをめざします

　3．地球環境との共生を図り、自然と

生命を大切にします

ブランドステートメント�
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お読みいただくにあたって
「2007年 帝人グループCSR報告書」は、帝人グループのCSR（Corporate
Social Responsibility：企業の社会的責任）活動に対し、より多くの皆様に
ご理解いただけるよう、以下の点に配慮して作成しました。

網羅性と重要性への配慮
記述内容は、下記のガイドラインのほ

か、SRI（社会的責任投資）に関するア
ンケート項目なども参考に、当社グ

ループの事業状況を考慮して厳正に選

定するとともに、とくに重要な取り組

みを特集としてまとめました。

帝人グループの事業活動は企業間取引

のものが多いため、一般消費者からみ

ると事業の実像が必ずしも明瞭ではな

いという意見を考慮して、本報告書では

従来に比べ、社会と関わる事業の姿に

ついての記述を強化しました。

理解容易性への配慮
CSRに関心のある方々を主たる読者と
しながら、活動内容を幅広い読者にご

理解いただけるようページ数を極力抑

えるとともに、当社グループのCSRマ
ネジメントの特徴に合わせた章構成を

採用しました。また、情報内容に応じ

た表現の採用や視認性への配慮、関連

する情報が記載されているページを

（→PXX）マークで示すなど、検索性も
強化しました。

信頼性への配慮
帝人グループは、経営全般にわたり企

業倫理を重視するとともに、積極的な

情報公開および情報の信頼性向上に努

めています。この観点より、本報告書の

記述内容については、あずさサスティ

ナビリティ（株）による第三者審査を受

けています。

報告対象範囲
報告対象期間として、掲載データは暦

年（2006年1月～12月）および決算期
（2006年4月～2007年3月）、記述情報
は最新のもの（2007年5月末）まで含め
て採用しています。また、報告対象組

織は、原則としてすべての帝人グルー

プ（帝人（株）および国内グループ会社

82社、海外グループ会社74社）を対象
としています。ただし、環境・安全マネ

ジメント（対象範囲→P32）、人財マネ
ジメントなど、帝人グループ全体を把

握できていない項目については、個別

に対象範囲の注釈を付けています。

追加情報の入手先
Webサイト上では、帝人グループの事
業活動全般や事業を通じた社会への貢

献、財務情報や環境配慮型製品等に関

する詳細情報をはじめ、掲載情報を随

時更新しています。その他、以下の資

料のご請求フォームを用意しています。

¡CSR Report（英語）
¡会社案内（日本語）

¡Annual Report（英語）
¡ファクトブック（日本語／英語）

¡決算短信（日本語／英語）

¡株主通信（日本語）

〈参考としたガイドライン〉

¡「環境報告書ガイドライン（2003年
度版）」（環境省）

¡「サステナビリティ レポーティング

ガイドライン 2 0 0 6」（G l o b a l
Reporting Initiative）

発行年月および次回発行予定
2007年6月発行（次回発行予定：2008年6月）

発行責任部署および連絡先
帝人株式会社　CSR室
TEL.03-3506-4508 FAX.03-3506-4037

本誌内に掲載されている商品の名称、サービス名称等は、帝人グルー
プの商標もしくは登録商標です。
または、その他の商品の名称、サービス名称等は、各社の商標もしく
は登録商標です。

環境・安全報告

環境・安全マネジメント 19

環境パフォーマンス 21

防災・安全・健康パフォーマンス 25

エコプロダクツ／エコビジネス 29

環境・安全マネジメントデータ 31

社会性報告

コンプライアンスとリスクマネジメント 33

品質保証マネジメント 35

人財マネジメント 37

産業界・大学・政府機関との協働 41

社会貢献・コミュニケーション 43

第三者意見

専門家からのご意見 47

第三者審査報告 49

読者からのご意見 50

第三者意見・第三者審査報告を受けて 50

ホームページURL http://www.teijin.co.jp
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トップメッセージ

ビジョンと戦略

帝人グループは、2006年度に新たな中期経営計

画“STEP UP 2006”をスタートさせました。その中

で私は、「“CSR”は、“事業戦略”“コーポレート・ガバ

ナンス”と三位一体であり、どれひとつとしておろそ

かにはできない」ということを明言しました。

すなわち、最適な事業戦略がなければ、市場とお

客様に対応することはできませんし、コーポレー

ト・ガバナンスがしっかりと機能しなければ、健全

な経営を維持できません。そして、社会の要請であ

る“CSR”をきちんと果たせなければ、ステークホル

ダーの信頼は得られません。

私は、これらが三位一体で実践されて、はじめて

企業価値の持続的な増大が可能だと考えており、中

期経営計画の社員説明会においても、また、投資家

の皆様に向けた説明会でも、折に触れてこの点を強

調してきました。

昨年12月に開催されたあるフォーラムで基調講

演を行った際、「事業戦略・ガバナンス・CSRの三位

一体経営は、サスティナブルな企業経営のひとつの

スタンダードとなるであろう」と持論を申し上げた

ところ、多くの方々から共感と激励の言葉をいただ

き、ますますその意を強くしました。

“CSR”の遂行は経営品質の向上であり、経営その

ものだと言われます。企業経営には多くの課題があ

り、ともすれば優先順位が判断しづらい状況も出て

きます。こうした中にあって、現在、喫緊の課題は、

何と言っても、気候変動リスクを克服するために企

業が何をすべきか、ということだと私は考えていま

す。もし人類が地球温暖化を食い止められなければ、

人類の存続そのものが危うくなるとの認識が、この

1年、急速に世界に広がってきたように思います。

2005年2月、「京都議定書」が発効しました。わが

国は、2008年から2012年の5年間でCO2排出量を

1990年対比6％削減することをコミットしたわけで

す。これを企業経営という立場でみますと、CO2排

出を減少させながら継続的に付加価値を増大させ

ていく戦略がなければ、企業としての持続的発展は

ないということになります。

帝人グループでは、2010年度を目標年度として

1990年度対比10％以上のCO2削減をめざしていま

すが、ここ数年の推移でみますと、何とかCO2排出

を減少させながら、売上高と利益を増加させてきて

います。

当然のことながら、帝人グループが今後も持続的

に発展していくためには、CO2をさらに減少させなが

ら企業成長を図る、すなわち「環境配慮型経営」への

転換をますます加速していかなくてはなりません。そ

こで、2006年4月から社内に「環境経営研究会」を設

置し、環境先進企業としてのあるべき姿と中長期的な

戦略を研究してきました。2007年4月以降は「環境配

慮型経営」をさらに具体的に推進していく計画です。

三位一体の中期経営計画

環境経営へのさらなる転換

CSR経営の進化をめざして
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帝人グループでは、長年培ってきた技術力により、

世界に先駆けてポリエステル製品のケミカルリサイク

ル技術を確立しました。すでに、廃PETボトルをPET

ボトルに再生する「ボトルtoボトル」や、ポリエステル製

品をポリエステル繊維に再生する完全循環型リサイク

ルシステム「エコサークル」の推進などに積極的に取り

組んでいますが、これらの事業をすすめるほどに、ス

テークホルダーの皆様のご理解とご協力が不可欠で

あるということを痛感しています。こうしたこともあり、

2006年度には、有識者の方々にご参加いただき、「エ

コサークル」に関するステークホルダーダイアログを

初めて開催しました。

また、帝人グループは、社会の持続的発展のために、

地球環境、資源・エネルギー、貧困など、社会的問

題に取り組む世界的なN G Oのひとつである

「WBCSD※」に、2000年よりメンバー企業として参加

してきました。2006年度には、「WBCSD」の中に化学

工業の“CSR”がいかにあるべきかを検討する「ケミカ

ルセクタープロジェクト」が立ち上げられましたが、こ

こにも帝人グループは参加し、世界的な社会問題の解

決に向けて役割を果たしていきたいと考えています。

ステークホルダーとともに

2001年に私が社長に就任し、まず取り組んだこ

とは、コーポレート・ガバナンスの強化と、新しい

コーポレートブランドの確立でした。

そして、その時に定めたブランド・ステートメン

ト『Human Chemistry，Human Solutions』には、

「人と環境に配慮した化学技術の向上と、社会と顧

客が期待している解決策を提供することにより本当

の価値を実現することに挑戦し続ける」という決意

を託しました。

私は、グループ社員に対し「ブランド・ステートメ

帝人グループは、これからもCSR経営を実践しな

がら、海外を含むグループ全体で地球規模の課題を

真摯に受け止め、社会とともに持続可能な成長を

図っていきます。

読者の皆様には、帝人グループに対しまして、

ご意見、ご提案などを賜りましたら幸いに存じ

ます。

2007年5月

代表取締役社長CEO

ントは『社会との約束』だ」と言い続けてきましたが、

その「約束」の中身こそ“CSR”そのものなのです。

さらに、帝人グループの社員が業務遂行において

対応すべき今日的な社会的要請を“CSR”の観点か

ら盛り込むことを目的として、2006年には日本版

の帝人グループ「企業行動基準」を改定しました。

また、2007年度は、原則として、社員に対する

「CSR報告書」の配布を取りやめ、インターネット

ホームページで見てもらうことにしました。これは

紙資源を節約するために実施したことで、「“CSR”

とは日々の業務の中で実践していくことだ」という、

私からのメッセージでもあります。

社員によるCSR実践のために

読者の皆様へ

※WBCSD（World
Business Council
for Sustainable
Development）：
社会の持続的発展

のため、地球環境、

資源・エネルギー、

貧困などの社会的

問題解決にビジネ

スとしての貢献を

めざすNGO。世界
の有力企業約170
社が参加している。

コーポレート・�
ガバナンス�

事業戦略�

C S R

Human ChemistryHuman Chemistry, 
Human SHuman Solutions  
Human Chemistry, 
Human Solutions  

三位一体による持続的な価値の増大
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帝人グループの概要

ビジョンと戦略

多彩な事業をグローバルに展開
“Human Chemistry, Human Solutions ”をキーワードとする

帝人グループの多様な先進技術とソリューションノウハウは、

お取引先企業の事業活動を通じて人々の生活に深い関わりを持っています。

1918年にわが国最初のレーヨンメー

カーとしてスタートした帝人グループ

は、その後ポリエステル事業をスタート

させ、繊維で培った技術力を土台に、さ

まざまな分野に幅広く業態を拡大しまし

た。現在では、帝人（株）と約160社のグ

ループ会社が「合成繊維」「化成品」「医薬

医療」「流通・リテイル」「IT」などの多彩

な分野で事業活動をすすめており、事業

活動地域も、日本、アジア、欧米とグ

ローバルに広がっています。事業の再編

等により、社員数も変化していますが、

現在のグループ社員数約19,000人のう

ち、約9,000人が海外法人で働く社員で、

そのうち日本からの出向は200人弱で

す。なお、2006年度の国内・海外を合わ

せた臨時従業員の年間平均雇用数は約

2,800人でしたが、グループ社員数には

含めていません。

帝人グループは、主に素材製造など一

般生活者と直接的に関わりをもたない業

種を中心に事業活動を展開しています

が、多様な分野にわたる数多くの企業の

製品やサービスに形を変えて、その先に

いる一般生活者のくらしに深く関わって

います。

帝人グループの事業展開
帝人株式会社の概要

創 立

資 本 金

大阪本社

東京本社

代 　 表

1918年（大正7年）6月17日

70,787百万円

〒541-8587 大阪府大阪市
中央区南本町1-6-7（帝人ビル）

TEL: 06-6268-2132（代表）

〒100-8585 東京都千代田区
内幸町2-1-1（飯野ビル）

TEL: 03-3506-4529（代表）

代表取締役社長 CEO 長島 徹
（ながしま とおる）

インターネットホームページ　
http://www.teijin.co.jp

グループ概要

持株会社 1社

国内グループ会社 82社

海外グループ会社 74社

合計 157社

国内社員数 10,277人

海外社員数 8,776人

合計 19,053人

（2007年3月31日現在）

グループ社員数の推移

�
（年度）�

03 04 05 0602

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（人）�
■国内　■海外�

10,802

13,224

10,683

12,582

9,867

10,684

8,599

10,361

8,776

10,277

24,026 23,265

20,551
18,960 19,053

連結売上高・営業利益の推移

�
（年度）�

03 04 05 0602

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

（億円）�
1,000

800

600

400

200

0

（億円）�
■連結売上高　■連結営業利益�

8,904

353
387

519

768 751

8,746
9,084 9,381

10,096

主要経営指標の推移

1.59

1.21

0.95
0.88

7.7

8.5

5.9

4.0
3.3

0.81

�
（年度）�

03 04 05 0602

10

8

6

4

2

0

（%）�
2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0

－総資産営業利益率（ROA）�
－有利子負債株主資本比率（D/E）�

2006年度 連結売上高の割合

売上高�
10,096億円�

売上高�
10,096億円�

合成繊維　2,933億円（29.1%）� 日本　6,522億円（64.6%）�

化成品　2,879億円（28.5%）�医薬医療　1,130億円（11.2%）�

アジア　1,783億円（17.7%）�

IT・新事業ほか　488億円（4.8%）
流通・リテイル　2,665億円（26.4%）�

欧州　697億円（6.9%）
米州　1,094億円（10.8%）�

事業セグメント別割合� 地域別割合�

■詳しくは、Webサイト上の「株主・投資家情報」をご覧ください。
http://www.teijin.co.jp/japanese/ir/

参考：CO2の排出実績→P22
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帝人グループを取り巻くステークホルダーとの関わり

地球環境�

マスメディア�

政府・官公庁�

自治体�

地域住民�
NGO
NPO

株主�
社員・�
労働組合�
求職者�

顧客・消費者�

仕入先�
協力企業�

金融機関�

業界団体�

ポリエステル�
繊維事業�
グループ� 高機能�

繊維事業�
グループ�

個別管理会社�

フィルム事業�
グループ�

新事業開発�
グループ�

樹脂事業�
グループ�

IT事業�
グループ�

医薬医療事業�
グループ�

流通・�
製品事業�
グループ�

●直接的なステークホルダー�
●間接的なステークホルダー�
●出資者�

合成繊維事業（63社）

ポリエステル繊維事業グループ
帝人ファイバー（株）を中核に、P.T.  Te i j in
Indones ia  F iber  Corporat ionほかで構
成。衣料、インテリア生活資材などの製
造・販売、完全循環型リサイクルシステム
「エコサークル」もグローバルに展開して
います。

高機能繊維事業グループ
帝人テクノプロダクツ（株）を中核として、
東邦テナックス（株）、Te i j i n  Twa ron
B . V .ほかで構成。アラミド繊維では世
界トップ、炭素繊維では世界第2位の生
産能力をもち、とくにパラ系アラミド繊
維では世界シェア約50%を占めます。

医薬医療事業（7社）

帝人ファーマ（株）ほかで構成。医薬品
の製造・販売と在宅医療機器の製造・
サービスなどを提供。Tei j in  Amer ica
Inc .ほか、日欧米の3極体制で新薬の研
究開発も推進しています。

化成品事業（30社）

フィルム事業グループ
帝人フィルム（株）を中核に、帝人デュ
ポンフィルム（株）ほかで構成。ポリエ
ステルフィルムの生産能力は世界第1位
で、自社開発のポリエチレンナフタレー
ト（P E N）フィルムの世界シェアは、ほ
ぼ100%です。

樹脂事業グループ
帝人化成（株）ほかで構成。生産能力世
界第3位のポリカーボネート樹脂は、光
学用途で強く、D V D用途では世界トッ
プシェア。容器用の樹脂では、リサイク
ル、リユース分野でも先行しています。

流通・リテイル事業（25社）

N I帝人商事（株）を中核として、（株）テ
イジンアソシアリテイル、（株）帝健ほ
かで構成。繊維原料、衣料製品、産業資
材、化成品、生活雑貨などを総合的に企
画・販売しています。

IT・新事業他（31社）

IT事業グループ
インフォコム（株）ほかで構成。情報シ
ステムの運用・開発・メンテナンスを提
供しています。

新事業開発グループ
帝人（株）に設置された新事業開発グ
ループが、各事業会社とともに新市場
の創出を推進しています。

その他
帝人エンジニアリング（株）、帝人物流
（株）ほかで構成。グループ内外に各種
サービスを提供しています。



7 TEIJIN CSR Report 2007

事業活動を通した社会との関わり

ビジョンと戦略

多様な技術で安全・安心・快適なくらしへ
繊維・化成品など素材分野でトップクラスのシェアをもつ帝人グループは、

流通・医薬医療・ITサービスなどのソリューション事業も含め、

さまざまな先進技術で、豊かなくらしに貢献しています。

ポリエステル繊維の分野では、長年

培ってきた関連の高分子技術や繊維技術

に基づく製品開発力を原動力として、ポリ

エステル繊維とテキスタイルの開発、生

産、販売をグローバルに展開しています。

また、高機能繊維の分野では、幅広い

用途への製品供給を推進しています。中

でも、炭素繊維は航空機や燃料電池、自

動車分野などの用途開発をすすめてお

り、高強力・軽量特性をもつ「テナック

ス」が風力発電のブレードなどに採用さ

れています。

合成繊維事業

先端産業を支える素材のひとつとして

新技術や素材改良がすすむポリエステル

フィルム分野では、世界最大の生産能力

を有しています。

帝人グループが開発したポリエチレン

ナフタレート（PEN）フィルムは、磁気メ

ディア用途のほかハイブリッドカー部品

などの工業材料などへと用途を拡大して

います。

また、ポリカーボネイト樹脂は、光学

系ディスク分野で世界でトップシェアを

維持しており、ケミカルリサイクル技術

の実用化にも積極的です。

化成品事業

MRTファイバー
帝人ファイバーと米国ナイキ社が完全な共同開発体制で、着用

者の環境に応じて生地構造が大きく変化し快適な身体の空間

を維持するという「ナイキス フィアリアクト」のコンセプトを受

けた「MRTファイバー」を開発しました。
これは水分を吸収すると伸長し、乾燥すると収縮する、特殊な

性質をもつ素材です。それによって「自己調節機能」という、

着用者の環境に応じて衣服の生地構造が可逆的に変化し、常

に快適な着用感を得られる、従来にない「着用者に“見える”機

能」という新たな価値をもつ画期的な商品開発に成功しました。

このファイバーを利用したウェアは、性能の高さから有名ア

スリートたちに愛用されています。

テナックス®

東邦テナックスの炭素繊維「テナックス」が高強力・軽量特性を

活かされて、風力発電用のブレード（羽根）として大きな役割を

果たしています。

現在、深刻な地球温暖化がすすむなか、CO2の排出規制が求め

られており、世界の風力発電の普及とともに大型化がすすんで

います。新設されるブレードは約40mと大きなものもあり、充
分な強さが必要になるため「テナックス」が使われるように

なっています。

テフレックス®

帝人グループが開発した「テフレックス」は、従来のPETフィ
ルムの特性を大きく変えた新共重合ポリエステルフィルムで

す。このフィルムは、従来のPETフィルムでは困難だった折り
曲げ加工特性や深絞り性を可能にしたため、新しい用途が開

けてきました。

たとえば、成形加工性の良さを生かしたメッキ塗装代替の用

途で使われています。従来のメッキ塗装では、溶剤と廃液の

処理に大きな環境負荷がかかっていましたが、金属蒸着した

テフレックスフィルムの使用により、メッキを行わずとも金属

光沢をもつ成型品の製造が可能となりました。

テオネックス®

帝人化成が生産しているポリエチレンナフタレート（PEN）樹脂
（商品名：テオネックス）は、PET樹脂よりも透明性、耐熱性、
耐加水分解性、ガスバリア性、耐薬品性、紫外線遮断性、低吸

着性などに優れ、ガラスや金属に代わる素材として需要が拡大

しています。

欧州では割れないびんとして、ビールのリターナブルボトルな

どに使われてきましたが、最近では医薬品や化粧品の容器用

途での利用も広がってきています。ガラスびんや金属缶から

プラスチックへ容器の代替を図る際、通常は環境や人体への

影響について厳しい要求が課されますが、PEN樹脂はそれら
をクリアし、安全性について極めて高い評価を得ています。人

体への安全性が高いため、最近では学校給食の食器としても利

用されています。

MRTファイバーを使用したウェア
（写真は（株）ナイキジャパン提供）

風力発電用ブレード（羽根）に使われる
テナックス

学校給食の食器に利用されるPEN樹脂

車のドアミラー部材などに使われる
テフレックス
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エアロシェルター®Ⅱ

NI帝人商事は「超軽量・コンパクトで短時間での設営が可能」
な大型仮設テントの「エアロシェルターⅡ」を販売しています。

素材に軽量・高強力ポリエステル織物「テトロン パワーリップ」

をベースとしており、従来の1/10程度の超軽量であるうえに、
外気を通しにくく、難燃性や高い耐候性があります。また、

170㎡のサイズであれば設営もわずか30分ででき、搬送時も
コンパクトに収納できて携帯性に優れます。

最近では、被災者の仮設避難施設やさまざまなイベントに活用

されることが多く、官公庁や市町村など新規先からの注文が

急増しています。

エマージェンシーコール®

エマージェンシーコール（EMC）は企業において、災害や事件、
事故が発生した状況で社員の安否確認や迅速かつ確実な相互

連絡を可能にするために開発されたシステムです。現在この

システムは、天災や犯罪被害などのリスクに対して「子どもの

安全を守る情報連絡システム」として有効性が認められ、多く

の私立小学校で採用されています。

また、公衆回線が不通になる事態にも備えて、衛星携帯電話の

導入も開始しました。

ボナロン®

帝人ファーマは週1回服用するだけでよい、骨粗鬆症治療剤
「ボナロン錠35mg」の製造販売承認を取得しました。
骨粗鬆症は患者数が約1000万人いると推定されている病気で
す。2001年から「ボナロン錠5mg」を販売していますが、これ
は毎日の服用を必要とします。一方、「ボナロン錠35mg」は週
1回の服用で同等の有効性および安全性が確認されており、患
者様の服用上の負担を軽減できます。この薬剤により骨粗鬆症

の薬物治療に一層の貢献ができるものと考えています。

医療用医薬品では、骨・関節、呼吸器、

代謝・循環器の領域で高いシェアを維持し

ています。また、在宅医療分野では日本唯

一全国展開をしている総合プロバイダーで

あり、この両分野をカバーするトータルヘ

ルスケア体制を提供しています。

医薬医療事業

情報通信関連のトータルソリューショ

ンやシステム運用、コンテンツ提供など

のサービス展開をしており、一般企業に

向けての本格的なWebベースの次世代

ERPパッケージ「GRANDIT」を提案し

ています。

流通・リテイル事業

帝人グループの素材事業との連携を取

りながら、繊維系専門商社機能を駆使し

て、総合的に事業を展開しています。ま

た、多様なニーズに応えるため高度な専

門知識とネットワークを幅広い分野で持

ち合わせています。

IT事業

新規事業の創出のため、帝人グループ

の注力市場である「情報・エレクトロニ

クス」「環境・エネルギー」「自動車・航空

機」「ヘルスケア」を中心に、将来の柱と

なる新事業の創出に取り組んでいます。

新事業
ラヒーマ®

帝人は、電子機器の高性能化に伴い発熱対策の必要性が高

まっていることに対応して、高熱伝導性炭素ファイバー

「Raheama（ラヒーマ）」を開発しました。
市販放熱材料の中では銅や銀を上回る最高の熱伝導率を実現

し、熱膨張率はセラミック並みに低く、高い電気伝導性をもっ

ており、帯電防止、電波遮蔽などの機能も期待できます。また、

樹脂材料への分散性もよく、自由な形状で効率的な放熱設計が

可能となります。

骨粗鬆症治療剤「ボナロン錠35mg」

大型仮設テント「エアロシェルターⅡ」

災害発生を一斉通報�

ユーザの安否を確認�

エマージェンシー�
コール�

①緊急連絡�

②安否確認�

一斉通報�通　報�

安否登録�安否状況�

携帯電話・PHS・�
メール・一般電話・�
ポケベル・FAX

事
務
局�

登
録
者�

事
務
局�

登
録
者�

EMCのしくみ

高熱伝導性炭素ファイバー
「Raheama」
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CSRマネジメント体制
ビジョンと戦略

企業統治と密接に連動するCSRマネジメント体制
1999年以来、コーポレート・ガバナンスを強化し続けてきた帝人グループは、

2006年度もさらなるコーポレート・ガバナンス施策の展開、内部統制の推進を行いました。

CSROのもと行われるCSRマネジメントは、グループ全社を対象としています。

帝人グループは、1999年以来コーポ

レート・ガバナンスの基本を「透明性の

向上」「公正性の確保」「意思決定の迅速

化」「独立性の確保」と定め、それらに最

適な経営システムの確立とその運営に努

めてきました。

コーポレート・ガバナンスに関する考

え方と一連の施策を2003年に「コーポ

レート・ガバナンスガイド2003」として公

表。その後の会社法の施行や内部統制の

強化に対応して、見直しと部分的な改定

を行い、2007年4月に公表しました。

買収防衛策の導入

帝人では株主の方々の承認を条件に、

企業価値・株主お互いの利益を確保し、

向上させることを目的として導入する、

「弊社株式の大量取得行為に関する対応

策」を決定しました。

コーポレート・ガバナンス

帝人グループでは、日本版SOX法への

対応として、2006年4月に内部統制推進

プロジェクトをスタートさせました。

CFOの下に、業務監査室、経理・財務部

門、購買・物流部門、そしてグループ全

体のIT戦略を推進するCIOスタッフ室の

経験者などで構成する「内部統制推進班」

を設置し、財務報告に関わる内部統制の

仕組みの整備に取りかかりました。内部

統制の目的は、「業務の有効性」「財務報

告の信頼性」「業務に関わる法規の順守」

「資産の保全」にありますが、当プロジェ

クトは、このうち「財務報告の信頼性」に

ついて取り組みを行います。

2006年6月から高機能繊維事業の中

核会社である帝人テクノプロダクツで、

以下を目的としたパイロットテストを行

いました。

内部統制の推進

帝人グループのコーポレート・ガバナンス体制

アドバイザリー・ボード�

株
主
総
会�

指名・報酬委員会�

CEO※1

　CSO※2

　CSRO※3

　CTO※4

　CMO※5

　CFO※6

　CHO※7

　CIO※8

取締役会�
合計10名（うち社外3名）

TRMコミティー�
（CEO、CSO、CSRO、CTO、CHO）�

監査役会�
合計5名（うち社外3名）

グループ監査役会�

社外メンバー主体�

透明性・公正性�
迅速性・独立性�

持株会社組織�

ガバナンス体制�

7
つ
の
事
業
グ
ル
ー
プ�

※1：Chief Executive Officer、最高経営責任者
※2：Chief Strategy Officer、グループ経営計画責任者
※3：Chief Social Responsibility Officer、グループCSR責任者
※4：Chief Technology Officer、グループ技術責任者
※5：Chief Marketing Officer、グループマーケティング責任者
※6：Chief Financial Officer、グループ財務責任者
※7：Chief Human Resources Officer、グループ人財責任者
※8：Chief Information Officer、グループ情報責任者 ※：Environment（環境）、Safety（安全・防災）、Health（健康）の略称です。

帝人グループのCSRマネジメント体制

CSR室を事務局として、すべてのグループ会社にコン
プライアンス・リスクマネジメントの責任者を定め、活動
を統合、管理・運営�

環境・安全室を事務局として、すべてのグループ会社に
環境、安全・防災、健康活動の責任者を定め、活動を統合
管理・運営�

環境・安全室を事務局として、すべてのグループ会社に
PL品質保証の責任者を定め、活動を統合管理・運営�

CSR室を事務局としてすべてのグループ会社を対象に
啓発と管理・運営�

CSR室を事務局として、持株会社のスタッフ室長（人財
・労働、調達・物流、技術、広報IR、マーケティング、法務、
知的財産、業務監査、環境・安全）で構成�

C S R O CSR室�

環境・安全室�

グループCSRスタッフ部会�

グループ安全保障輸出管理会議�

グループPL・品質保証部会�

グループESH※部会�

グループコンプライアンス・リスクマネジメント部会�グループCSR委員会�

■詳しくは、Webサイト上の「コーポレート・ガバナ
ンスガイド」をご覧ください。
http://www.teijin.co.jp/japanese/about/
about04_01.html

・生産・販売・購買・経理などの各業務プロセ
スの文書化

・各プロセスで発生する可能性のあるリスク
の特定

・重要なリスクの発生を発見または予防する
ための仕組みの整備
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帝人グループのCSRマネジメントは、

2005年4月より、CEOの分身である

CSRO（グループCSR責任者：代表取締

役副社長が就任）のもと、グループ全体

で推進しています。CSROを委員長とす

るCSR委員会を設置し、CSRの重要課

題について審議・推進しています。委員

は8つのグループ長とCHO、CMO、

CTO、CSRO補佐、広報IR室長、法務室

長、業務監査室長です。CSR委員会のも

とに5つの会議体があり、CSRの具体的

課題に取り組んでいます。

グループCSRスタッフ部会では、4つ

の部会（会議体）以外のCSRの主要課題、

すなわち人財・労働、調達（サプライ

チェーン）、物流、社会貢献等について

持株会社の関連スタッフをメンバーとし

て審議・推進を図っています。CSR室は

グループ全体のコンプライアンス・リス

クマネジメント活動、安全保障輸出管理

の啓発活動のほかにグループ全体の社会

貢献活動の推進も担っています。

テストに続き、11月までに全業務プロ

セスの雛形の文書化を完了し、海外にも

展開するため英語版の文書化マニュアル

を整えました。

2006年12月には国内の中核会社で

キックオフを行い、順次、国内・海外の

グループ会社に展開しています。

CSR推進活動

昨年度のレポートの中で、今日の社会

的な要請の高まりに対応し企業倫理・コン

プライアンスやESH（環境、安全・防災、

健康）、そしてPL・品質保証のような“基

本的なCSR活動”の重要性を改めてア

ピールし、この1年間を通してその具体的

な取り組みを強化してまいりました。

その成果のひとつとして休業災害度数

率や重大事故・災害発生件数の低減が上

げられると思います。しかし、昨年12月に

帝人加工糸（株）小松工場において火災が

発生し、人的な被害はなかったものの、建

物と機械設備の焼損により同グループ会

社の事業活動が大きなダメージを受ける

という、まことに残念な事件が起こりまし

た。これを機に、「安全をすべてに優先さ

せる」という基本原則に立ち返り、いま一

度安全管理と防災対策を点検するととも

に、当社グループが一丸となって事業活

動の保全と社会的信用の維持・向上に万

全の対応を取るべく行動を起こしており

ます。

次いで、CSRの考えを人財・労働政策や

購買・物流政策に反映するという“拡張的

な取り組み”についてその成果をご報告し

ます。本「CSR報告書」に詳述しています

とおり、ワークライフバランス施策やダイ

バーシティ（多様性）向上の推進、あるいは

60歳定年退職以降の再雇用制度の大幅改

定、サポート労働力活用の再点検、CSR調

達への新たな取り組みなど、この面では

大きな前進が遂げられたと考えています。

そして3つめに“選択的なCSR活動”に

ついてですが、初めてのグループ共通プ

ログラムとして、社外NPOのご協力を得

て「自然観察会」や「野鳥を見る会」を実施

しました。やがて参加者の中からボラン

ティア活動のリーダーが育って行ってくれ

ることを願っています。

結びに、本2007年度から始まる“環境

経営”への新たなチャンレンジについて付

言したいと思います。これは、1.環境保全、

2.環境配慮設計、3.環境ビジネスの3つの

分野で“Human Chemistry, Human

Solutions”の約束を総合的に実現してい

こうとする企図であり、環境先進企業のあ

るべき姿を追求しようとするものです。こ

れからの具体的な取り組みにご注目くだ

さい。

2007年5月

代表取締役 副社長
CSRO

片山 隆之

・プロジェクトメンバーの文書化手法の習得

・各社に拡大する際の雛形の作成

・本格的に展開する際の進行方法の妥当性の
確認

・作業ボリュームと作業工数の確認

“環境経営”への新たなチャレンジをめざして
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ビジョンと戦略

コーポレートガバナンス

CSR共通

基本的
CSR

拡張的
CSR

選択的
CSR

企業倫理・コンプラ
イアンス

リスクマネジメント

ESH※

人財･労働

購買・物流

社会貢献活動

ESH共通

環境

防災

安全

健康

PL・品質保証

JSOX法への対応
ガバナンス規程類の定期的見直し
ステークホルダーダイアログの定期的実施による課題の抽出

企業倫理、環境、その他の重要CSR分野の教育
人財・労働、調達、物流、事業グループとの協働
改訂版行動規範・行動基準の浸透と教育推進

各国別行動基準の浸透と教育推進

世界のグループ会社レベルで適切な運営を行う
国内海外すべてのグループ会社でリスク評価と管理を推進

本社機能をはじめとして、漸次事業グループまで推進

ESH管理規定、指針の体系化、管理体制の整備
ESH関連の法規制情報の収集体制の強化
地域リスクコミュニケーションの推進

国内CO2削減目標：2010年度までに1990年度対比10％以上
オフィスの省エネ推進
物流の温暖化対策の推進
新規規制への対応等
化学物質のリスク管理体制の強化
環境排出量削減目標：2011年度までに2005年度対比30％以上
非有効活用廃棄物の削減目標：2011年度までに2005年度対比50％以上
国内グループゼロエミッション推進
省資源の推進
CSR調達として推進
化学物質管理の導入検討
環境教育の推進
省エネルギーキャンペーン推進
高リスク設備に対する防災対策

グループ間の防災力格差是正

防災診断の推進

休業災害度数率目標：2007年までに0.3以下
作業リスクアセスメントの徹底
製造事業所への安全巡回指導実施
飛散性・準飛散性石綿の代替化推進
OB石綿健康診断の継続実施
有害化学物質によるリスク洗い出しと対策推進
メンタルヘルスケア活動の推進
国内：2007年3月、海外：2007年12月
生活習慣病教育、保健指導の推進
PL・品質保証単位系活動の定着化
PL・品質保証単位系の海外グループ会社への展開
購入品品質・製品の用途等の明確化と顧客への積極的情報提供
規則・基準類の整備・充実
少子・高齢化対策への対応
ボランティア制度の拡充
女性社員の登用
海外ローカル社員の登用
高齢者・障害者の雇用への配慮

不正取引の防止
サプライヤーに対する社会性基準の策定、研修、監査
サプライヤーに対する環境基準の策定、研修、監査

グループ共通プログラムの作成・推進

持株会社として地域レベルで実施される活動を支援
ボランティア教育・啓発活動の推進、ボランティアリーダーの育成

コーポレートガバナンスの強化と法令への対応

社会の要請を把握し経営に生かす

CSR教育の推進
グループ関連部署との協働
国内の企業倫理活動

海外の企業倫理活動

ホットラインの運営
リスクマネジメント活動

BCP（事業継続計画）の策定

ESHマネジメントの強化

地球温暖化防止

化学物質管理

廃棄物管理

原材料のグリーン調達

地球環境問題の啓発

グループ全体の防災力の向上

労働災害防止の確実な推進

石綿問題への対応

有害化学物質の管理
メンタルヘルスケアの推進
分煙化の推進
生活習慣病予防の推進
PL事故・重大クレームの防止

社員のワークライフバランス強化

ダイバーシティへの配慮

グループ内購買・物流の適正管理
サプライチェーンに対する適切な要請と支援

グループ共通の活動

グループ会社の活動支援
社員のボランティア活動支援

CSR中期計画と2006年の自己評価

さらなるCSR経営の向上をめざして
2006年度に策定したCSR中期計画に基づいて、

実施内容の自己評価を行いました。1年の成果を確認することで、

帝人グループが行うべき課題が明らかになりました。

帝人グループCSR中期活動目標と実績評価

区　分 中期目標

※：Environment（環境）、Safety（安全・防災）、Health（健康）の略称です。
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内部統制班の設置によるJSOX法対応プロジェクト立上げ
ガバナンスガイド2003の見直し実施
環境経営研究会の発足。社外有識者から第三者意見をいただき、CSR報告書に掲
載。ステークホルダーダイアログの実施
階層別に行う企業倫理教育の中、イントラ（4回）で実施
人財部署（4回）および調達部署（3回）と会議を実施、課題を明確化
CSRスタッフ部会、コンプライアンス・リスクマネジメント部会で審議、取締役
会で承認。CSR要請と法令改正に対応
国内は階層別研修会、全員研修会、Ｅラーニングの実施。海外は各国別行動基準
を配布したが、教育はまだ不十分
取引先通報窓口をWeb上に開設、国内265か所にポスター掲示
全グループ会社で2860件のリスク抽出、持株会社として管理すべき重要リスク
にしぼり込む
本社機能に関しBCPプランを策定
持株会社役員およびグループ会社社長による、リスク対応訓練の実施
ESHに関するアセスメント規則の改定
ESH研修会開催（東南アジア：3回目、中国：初開催）
地域リスクコミュニケーションの定期開催推進（松山、徳山、東邦三島、岐阜、
コードレ島根）
地球温暖化防止：ＧＨＧ（温室効果ガス）削減推進連絡会の発足。削減プロジェク
トの集約

化学物質管理：管理指針改定案の作成、環境排出量の削減

廃棄物管理：国内ゼロエミッションの推進、松山事業所のゼロエミ達成
土壌・地下水汚染防止：大阪研究センターの浄化工事完了、モニタリング継続中
土壌・地下水汚染防止管理指針の策定
グリーン調達：CSR調達へ、規制する化学物質の管理基準の検討

環境問題の啓発：Eラーニングによる環境学習の推進、エコマラソン2006の実施

高リスク設備の重大事故・災害防止（0件）
防災専門チーム新設、防災対策支援体制構築

グループ全体の重大事故・災害防止（１件発生、帝人加工糸小松工場火災事故）
グループ防災ガイドラインの整備完了

防災診断チェックリストの改善案作成
ミニ防災診断実施基準制定完了
休業災害度数率目標：2006年0.5以下
製造事業所への労働安全活動巡回指導実施
作業リスクアセスメントの徹底
準飛散性石綿の代替化推進（2008年3月目標）
OB石綿健康診断の継続実施
有害化学物質によるリスク洗い出しと対策推進
メンタルヘルスケア活動の推進
分煙化の推進（国内2007年3月完了）
生活習慣病予防活動の推進
主要既上市製品のPL・品質保証アセスメントレビュー準備
アジア地区PL・品質保証単位系構築指導
REACH対応（REACH対応専門部会設置）
重大な欠陥・事故情報の開示および回収基準作成ほか
時間外労働の実態調査、長時間労働者への指導
男性社員の育休取得促進、育児時短勤務制度の拡充
自立的なキャリア形成：キャリアチャレンジ制度導入
女性社員新卒採用30％遵守、管理職育成の継続
高齢者・障害者雇用：定年後再雇用制度拡充
非正規雇用者への適正活用：現状調査と適正性確認
システム運用の厳格化と伝票牽制のチェック強化
化学物質管理DBシステムの開発
基本方針および取引の流れに関するHPへの公開
取引先に対する環境基準の周知
取引先へのCSRアンケートシステムの開発と試行
社会貢献共通プログラムの作成・具体的な計画。「自然に親しむ会」（自然観察会・
探鳥会）の実施

グループ会社の活動実績を集約
「自然に親しむ会」のリーダー講習会を実施

国内主要会社でJSOX法対応体制の構築

CSR自己評価基準の策定

海外も対象としたCSR教育の強化
グループ内関連部署と協働で推進
日本版改定行動基準の周知・浸透

海外グループ会社の企業倫理教育徹底

グループ会社を通じさらに周知徹底
重要リスクの管理と対策推進

EMC（緊急時連絡）体制の拡充と訓練実施
リスク対応訓練の継続
海外グループ会社へのアセスメント適用開始
国内、海外研修会の定期開催継続
定期開催の継続、開催部署の拡大

GHG削減プロジェクトの推進、フォロー

管理指針の制定、発効。環境排出量削減活動の推進

国内ゼロエミッション事業所の拡大
汚染防止管理指針の徹底

CSR調達の推進による管理の推進

エコマラソン2007など地球環境問題のキャンペーン活
動の推進
事故の分析と再発防止対策のフォロー
防災専門チームによる防災管理技術教育、防災対策支援活
動の推進
帝人加工糸小松工場火災に学ぶ活動（水平展開）
防火管理強化専門部会設置によるグループ防火管理ガイ
ドラインの制定
新防災診断チェックリストの試行・改良
ミニ防災診断の開始
休業災害度数率目標：2007年0.3以下
製造事業所への労働安全活動巡回指導継続実施
作業リスクアセスメントの徹底継続
準飛散性石綿の代替化推進（2008年3月目標）
OB石綿健康診断の継続実施
有害化学物質によるリスク洗い出しと対策推進
メンタルヘルスケア活動の推進（ストレス判定改善等）
分煙化の推進（海外2007年12月）
特定健康診査、特定保健指導の制度化
主要既上市製品のPL・品質保証アセスメントレビュー
アジア地区PL・品質保証単位系構築指導
REACH対応（サプライチェーン調査、予備登録準備）
PL・品質保証アセスメント基準などの見直し
新規休暇取得制度導入
働く場所の自由度拡大策導入
キャリア形成教育の導入
新卒採用30％継続
定年後再雇用制度拡充、障害者雇用現状調査
現状調査と適正性確認の継続
システム改善と運用ルールの浸透
化学物質管理DB構築
CSR関連システムと基幹ERPシステムとの連携化
取引先に対する環境基準の周知と実施支援
取引CSRアンケートの実施と取引先評価
「自然に親しむ会」（自然観察会・探鳥会）の推進・拡大
「緑化・里山保全活動」の実施
海外植林プロジェクトの試行
地域レベルで活動が推進できる仕組みを検討
リーダー講習会の充実・拡大
社員のボランティア活動を推進する仕組みを検討

A
A
A

B
A
A

B

A
A

A
A
B
A
A

B

B

B
A

B

A

A
A

C
A

A
A
A
B
B
B
A
B
A
A
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
B
B
A
A
B
A
A

C
B

2006年度の実績

実施内容と成果 自己評価
参照ページ

2007年度の目標と課題

主な実施予定項目

自己評価　A:達成した B：だいたい達成した C：不十分であった
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特集「エコサークル®」の推進

循環型社会をめざす
帝人の「エコサークル®」
帝人グループは、1992年に「地球環境憲章」を制定し、これまで培われてきた化学技術を活用して、

環境と経済の両立を図ることができるビジネスモデルづくりに取り組んできました。

そのひとつ、完全循環型リサイクルシステム「エコサークル」は、ポリエステル製品を、

製品から原料、原料から製品へと完全に循環させることで、持続可能な社会の実現に貢献します。

「エコサークル」開発の意義

「エコサークル」は、帝人グループが世界で初めて開発

した新原料リサイクル技術を核に、世の中にフローしてい

る使用済みPETボトル、繊維製品、フィルムなどのポリエ

ステル製品を回収して、またポリエステル原料に戻すとい

う完全循環型リサイクルシステムです。特長としては、品

質を劣化させることなく、石油からつくった原料とまった

く同じ品質のポリエステル製品をつくることができます。

経済産業省の平成13年度委託調査「繊維産業活性化対

策調査」によると、国内では174万トンの繊維が埋め立

て・焼却処分されています。帝人グループは、これらの繊

維をリサイクルすることは、サステナビリティ社会への寄

与という観点から大変有効であると考えています。

ポリエステル原料リサイクルのLCA評価

「エコサークル」のLCA評価では、省資源に関して、使

用済みのポリエステル製品を原料にすることで、原油や

天然ガスの削減が期待できます。例えば、「エコサークル」

設備をフル操業させると、1年間で原油約3.9万トン、天

然ガス約2400万Nm3の削減が可能です。

温暖化の抑制効果については、CO2の削減効果は、石

油からポリエステル原料（ＤＭＴ）を製造した場合に比べ

て、約5割の削減、最終的に燃やされた際に発生するCO2

も加味すると、約8割の削減。数量的にはポリエステル1

トンで約3.2トンのCO2の削減が可能です。エネルギーの

削減効果では、石油からポリエステルの原料を製造した

場合に比べて、約8割の削減が推計されます。

消費者に届く活動をめざして

帝人グループは、「エコサークル」に賛同していただい

た企業にエコサークルメンバーとして登録していただき、

消費者ニーズに応えた地球環境配慮型の商品の開発、商

品化、回収、再利用などを共同ですすめています。

実際にユニフォーム、アンダーウェア、電車シート、

定期券などさまざまな分野で循環の環は拡大していま

す。今後は、「エコサークル」を一般消費者へ拡大してい

くことが課題となっています。

また、商品開発においても、環境に配慮するだけでなく、

消費者の視点を忘れずに、機能性やデザイン性などの付加

価値を重視した商品を開発するとともに、消費者が「エコ

サークル」商品をインセンティブをもって購入していただけ

るよう普及をめざしています。

①　費用負担

②　回収のネットワーク

③　魅力ある商品づくり

④　法律上の問題　など

使用済み製品の�
回収�

帝人ファイバー�
新原料リサイクル工場�

ユーザーの消費�

PET
ボトル�

フィルム�

ポリエステル�
原料�

原油�

将来的には、原油から�
ポリエステル原料への�
使用は�
なくなっていく�

衣料品�糸�

エコサークルシステム 「エコサークル」の主な課題

上：米国のアウトドア用

品・衣料メーカーのパタゴ

ニア社の店頭に置かれてい

る回収ボックス。

中：エコサークルにより再

生されたユニフォームが、

「帝人サッカースクール」に

採用された。

下：レジ袋削減という課題

のある中で、エコバッグを

メンバー企業に提供し、消

費者にエコサークルの活動

を知っていただく。

※「エコサークル」は、循環型社会の構築

に貢献する企業姿勢が評価され、2005
年度グッドデザイン賞を受賞しました。

ハイライト2006
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ステークホルダーダイアログ

2007年3月14日、環境分野で活躍されている専門

家を5名お招きし、帝人グループの参加者5名とのス

テークホルダーダイアログを開催しました。

今回は循環型社会に関連性の高いテーマである繊維

リサイクル、特に「エコサークル」の取り組みについ

て意見交換を行いました。

司会進行役・小澁（以下敬称略）「エコサークル」を

ビジネスモデルとして確立するには、量を一層拡大

していくことが重要な課題だと思います。そのため

には社会のしくみや、あり方についても考えていく必

要があると思いますが、何かご意見はありますか。

服部　3R（リデュース、リユース、リサイクル）の優

先順位という考え方では、衣服はできるだけ長く着

るというのが理想です。消費から廃棄までの期間が

短いPETボトルのような消費財と異なり、一般的な

家庭では衣服がある程度たまった段階で古くなった

ものを廃棄しますから、古着の回収時期や回収量を

見込むのは難しい課題です。制服などは、ほぼ一定

の時期にまとまって廃棄されるので、ある程度回収

量は見込めると思います。また、消費者は環境より

も、デザインや機能性、価格で選ぶというのが一般

的です。エコサークル製品を購入してもらうには、イ

ンセンティブが必要になります。

佐藤　一般消費者にとって、再生材はなかなかメ

リット感の訴求が難しい。むしろ「リサイクラブル」

一般消費者へのアピール力を強化

帝人　B to Bの場合、相手先の担当者にお話しすれ

ばいいのですが、B to Cは、誰に宣伝すればいいの

でしょうか。

細田　消費者を啓発する一方で、一般消費者向けに

ポリエステル製品を認識するための分別用の表示を

行うことも重要です。また、分別が容易になるフ

ローをつくるにはどうしたらいいのか、と考えたほ

うがいいのではないでしょうか。

服部　ポリエステルだけ集めるのは効率が悪い。今

あるルートを使って誰でも出しやすくして、その中か

らポリエステルだけ抽出したらどうでしょうか。例え

ば、既存の回収業者が選別できるような表示マーク

があれば、現状のルートでも回すことは可能かと思

います。

佐藤　このLCAのグラフを見ると、少なくとも焼却

分を除いたとしても、CO2排出が半分になるわけで

すよね。さらに訴求のポイントとなるのは、品質が

「ダウングレードしない」というところ。「CO2が減っ

て、しかもグレードが変わらない」と消費者にアピー

ルするべきです。

服部　繊維はPETボトルや空き缶のように社会問題

化していないので、消費者はこんなに繊維のごみが

出ていることを知りません。

小澁　プラスチックの問題のように、使う側である

消費者に問題意識を社会的に訴えかけるというのは

一つの方法としてあるでしょう。それをきっかけに

法制度化していくということが考えられます。

ポリエステルの回収拡大のために

循環型社会をめざす

帝人の「エコサークル®」

NPO法人
エコデザイン推進機構代表理事

小澁弘明氏（司会進行役）
慶應義塾大学法学部卒。1963年
富士ゼロックス株式会社入社。環

境・商品安全部長、環境顧問など

を経て、2002年退任。現在は、グ
リーン購入ネットワーク　常任顧

問、事務機国際標準 ( ISO/ IEC
JTC1 SC28)日本委員会　副委
員長、環境マネジメントシステム

審査員、 など。

ということで、「こ

れはゴミにならな

い」と訴えるほう

が、より消費者に

届きやすいと思い

ます。

梅田　回収・処理

量の一層の拡大を考えると、短期的にはBtoBを核

にエコサークルのベースラインを作っていくにして

も、やはりBtoCを取り込まなければなりません。

社会のしくみや、あり方についても
考えていく必要がある

特集「エコサークル®」の推進

ハイライト2006
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小澁　繊維製品は絶対量として中国からの輸入が多

く、いかに対応していくかが大きな課題かと思います。

帝人　帝人だけでなく業界を巻き込んで対応すべき

課題であると思います。

細田　国家戦略として考えるのなら、まさに「繊維リ

サイクル法」をつくり、輸入品への対応を図ることも

考えられます。例えば、輸入業者も含めてすべての

事業者にリサイクル費用として有料回収を掛けます。

これらの金額はリサイクル代にあてられます。リサ

イクル技術を持つ素材メーカーは自社の製品は無料

で扱い、他社のものは有料でリサイクル処理をする。

そうすると素材メーカーは社会責任を果たし、EPR

（拡大生産者責任）が成立しながら、環境と両立する

事業展開が可能になり、しかも、わが国の繊維産業

は栄えるというストーリーが描けます。ところで、ポ

リエステルが多く使われている分野はわかっている

のでしょうか。

帝人　ユニフォーム、スポーツウェア、学校の体育衣

料（ジャージ）などです。女性のブラックフォーマル

は完全にポリエステルです。あとはフリースや、服

の裏地もポリエステルが多く使われています。最先

端の防塵服も、目を細かくしないといけないので、

ポリエステルの極細繊維が使われています。

帝人　どうやって集めるかという課題に関しては、

例えば将来の話として、小売りが繊維を回収するよ

うな時代が早くくるように働きかける責任が帝人に

はあるのでしょう。

佐藤　みんなに納得感のある社会的なイメージを

PRしなければならないと思います。例えば、長期的

に使える、ロングユースができ、リユースをして、最

後にリサイクルするというトータルな打ち出し方を

して、繊維全体を環境にやさしくするという社会的

なコンセンサスを得ることが大事です。

細田　ロングユースもリユースもいいですね、でも

最後には帝人がリサイクルしますよ、企業の責任で

すから、と訴えていく。押さえるところを押さえれ

ば、最後はビジネスと環境が両立するというところ

にいかざるを得なくなるでしょう。

小澁 しかし、理念を訴えるところで、コストがかか

ります。何かいいアイデアはないでしょうか。

梅田　消費者には常に訴えかけなければならないで

すが、同業他社との連携や、繊維回収業者への働き

かけがスタートポイントだと思います。

服部　理念だけでは、消費者の行動を変えることは

困難です。繊維を循環すれば石油を使わずに済むと

いうようにわかりやすく説明する工夫が必要でしょう。

小澁　最後に皆さんに、帝人に向けてお言葉をお伺

いしたいと思います。

梅田　素材メーカーからこのようなシステムづくりを

していくのは、とてもよいことです。ぜひ、モデルケー

スになるまでやっていただきたい。一方、輸入品を含

め回収システムづくりがうまくできればいいと思いま

同業他社や小売などとの連携も大切

ステークホルダーダイアログ

環境ジャーナリスト

NPO法人 ごみ・環境ビジョン21副理事長

服部美佐子氏
1987年から水汚染やごみ問題などで活動。
97年「ごみ・環境ビジョン21」を設立。「月刊
廃棄物」「地方自治職員研修」など専門誌に執

筆。著書「地球の未来とゴミ学習（全3巻）」
（さ・え・ら書房）、「ごみ処理のお金は誰が払

うのか」（共著、合同出版）。

慶應義塾大学

経済学部教授、前経済学部長

細田衛士氏
慶應義塾大学経済学部卒。専門領

域は環境経済学、理論経済学。現

在動脈経済と静脈経済の相互関

係、2つの経済系のバランスなど
が主要関心。環境経済・政策学会、

環境科学会などに所属。著書に、

『グッズとバッズの経済学』（東洋

経済新報社）など。

佐藤 「衣料品を買うときに環境のことを考えよう」

という意識を消費者に持ってもらうことが大切です。

例えば、衣料品ならタグに環境の情報を入れていく

ような状況を生み出すとか、チームマイナス6％のよ

うなキャンペーンをやっていくことが必要です。

繊維は社会問題化していないので、
消費者は繊維のごみの量を知らない

「繊維リサイクル法」をつくり、
輸入品への対応を図る

循環型社会をめざす

帝人の「エコサークル®」

特集「エコサークル®」の推進

ハイライト2006
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す。自動車や家電のリサイクルのように先駆的な取り

組みは設計にも還元できますし、将来的には必ず利

益となるのでがんばってほしいと思います。

佐藤　一般消費者にケミカルリサイクルというのは

なじみがありませんので、ダウングレードしないと

いうことをうまく伝えられる工夫があればいいと思

います。業界全体で取り組むことで、拠点が増え、輸

送負荷が軽減し効率もよくなるし、消費者にも受け

容れられやすくなるのではないでしょうか。それと、

帝人は上流の企業なので、もっと消費者に一番近い

アパレルや大手スーパーと連携を取り、消費者とコ

ミュニケーションをとって巻き込んでいくことが必

要でしょう。

服部　帝人の繊維to繊維という画期的なシステム

を、業界として全体化させていくことが課題だと思

います。また、消費者が環境のことを考えて商品を

選んだり、「エコサークル」を理解してもらうことは、

私たちにとっても課題といえます。今後も、環境の

ために先進的に取り組む企業として帝人を応援して

いきますので、企業やNPOといった立場の違いを超

えて、意見交換をさせていただきたいと思います。

細田　まず、基本コンセプトをしっかり決めるべきで

しょう。例えば、3Rを前提とした時に、自分たちは

どのように位置付けられるかを検討することが必要

だと思います。次に、ビジネスとして回していくため

に人を説得するための方法論とデータが必要です。

また、素材メーカーとしての生産者責任から見た

発想は面白いと思います。今回なるほどと思ったの

は、85％中国から輸入しているのだったら、繊維製

品を日本に持ち込む販売会社の責任を問うべきであ

ろうと思います。EUはそういう戦略です。先ほどの

基本コンセプトに結び付いていて、「環境を守りなが

らビジネスをやるのがいちばんいい」と言われたら、

誰もノーという人はいないでしょう。

最後はコーディネーションで、1つは同業他社の連

携とアパレルメーカーなどとの垂直の連携です。こ

の垂直的な連携によって、各所にネットワークをつ

くることができ、収集や配送など、いろいろな課題

解決ができてくると思います。今のところは、帝人

だけの自主的な取り組みですが、国の責務を考える

なら、まず法律を整備するということになります。例

えば、資源有効利用促進法の改正で、繊維のリサイ

クルをより推進するとしたらどこに入れるかという

戦術も考えたほうがいいかもしれません。

小澁　専門家の皆さんのご指摘は一つひとつは大変

難しい課題だと思いますが、時間をかけながらでも

ぜひ遂行していただきたいと期待しております。

ステークホルダーダイアログを受けて

循環型社会の構築に関して日本を代表する専

門家の方々から、多角的な視点でご意見をいた

だきました。私どもが痛感させられたことは、

消費者の視点が欠けていること、「エコサークル」

の優れた本質をもっと社会に理解してもらう仕

掛けが必要であること、業界全体へのもっと強

力なアプローチが必要であることなどでした。

課題は大きいのですが、ダイアログでいただい

た貴重なご意見を参考にして今後も事業経営に

取り組んでいきたいと考えます。

大阪大学大学院

工学研究科機械工学専攻教授

梅田 靖氏
東京大学工学部卒、東京大学大学院工学系研

究科博士課程修了。環境にやさしい製品のエ

コデザインから持続可能社会へ向けた製造

業の在り方の模索までを研究範囲とし、産業

構造審議会研究開発小委員会委員などを務

める。著書に、『インバース マニュファクチャ

リング　ハンドブック』（丸善）など。

グリーン購入ネットワーク

専務理事・事務局長

佐藤博之氏
名古屋大学法学部政治学科卒。専

門分野は、グリーン購入、環境ラ

ベル、環境コミュニケーション。

東京造形大学非常勤教員。その他、

各種団体で委員、理事を務める。

著書に、『環境ラベル』（共著、(社)
産業環境管理協会）など。

帝人グループからの

出席者

（2007年3月14日現在）

鈴岡章黄

帝人グループ執行役

員帝人㈱CTO補佐、
帝人ファイバー㈱取

締役

新井直樹

帝人グループ常務理

事、帝人㈱CMO補佐
河井隆雄

帝人グループ理事、

帝人㈱CSR室
佐藤和広

帝人ファイバー㈱原

料・重合営業部　部

長

池田裕一郎

帝人ファイバー㈱エ

コ事業推進チーム

チーム長

ダウングレードしないということを
うまく伝えられる工夫があればいい

輸入品を含め回収システム
づくりがうまくできればいい
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ニュースフラッシュ

ハイライト2006

2006年度の重要報告事項は以下のとおりです
CSR活動に対して社会から高い評価をいただいた取り組みもありましたが、事件・事故もありました。

2006年度帝人グループのCSR活動における、

さまざまなできごとをご紹介します。

長島CEO、東京労働局の

「男女雇用機会均等セミナー」で講演

帝人グループは従来から女性の活躍に熱心に取り組んできま

した。その実績が認められ、2006年6月には、長島CEOが東京

労働局の要請を受けて「男女雇用機会均等セミナー」において講

演を行いました。「CEOとして取り組む企業戦略としての女性の

活躍推進」というテーマで女性活躍推進の取り組みをはじめた

経緯や、これまでの取り組み内容を紹介し、講演後は受講者か

らたくさんの質問が寄せられるなどの盛会となりました。

第16回地球環境大賞

「地球環境会議が選ぶ優秀企業賞」受賞

帝人は、第16回地球環境大賞「地球環境会議が選ぶ優秀企業

賞」を受賞しました。この賞は「産業の発展と地球環境との共生」

をめざし、循環型社会のために事業の推進や開発、地球環境問

題に対する意識などの成果を上げた企業に与えられるものです。

帝人は、ポリエステル製品のケミカルリサイクル技術を世界に

先駆けて開発し、PETボトルや繊維製品などの完全循環型リサ

イクルへの取り組みが評価されたことにより受賞しました。

2事業所が「山口県エコ・ファクトリー」に認定

2006年3月、帝人の岩国事業所と帝人ファイバーの徳山事業

所が、「山口県エコ・ファクトリー」に認定されました。この認定制

度は山口県内で産業廃棄物の発生抑制や再資源化等に継続して

取り組み、実績を上げている事業所を認定するものです。今回2

つの事業所は、ゴミ分別システムの構築、非有効活用廃棄物の再

資源化や有効活用などの取り組みを維持、継続していることを評

価されました。

帝人ファイバー松山事業所が

「優良循環型事業所」に認定

2007年2月、帝人ファイバーの松山事業所は「愛媛県優良循環

型事業所」に認定されました。この制度は、愛媛県が資源循環型

社会を構築する上でモデルとなるような優良リサイクル製品や、

廃棄物の発生抑制・再利用・再資源化を積極的に取り組んでいる

優良事業所を認定するものです。松山事業所は「繊維to繊維」リ

サイクルによって資源を途切れることなく循環させる社会の形

成に大きな役割を果たしていることが評価されました。

日本版企業行動基準の改定

帝人グループでは、CSR中期経営計画において「社員にとっ

てCSRの実践は、企業理念、企業行動規範の実践である」と定め

ました。そこで、2005年度には従来の企業行動規範の見直しを

行い、最近のCSR要請に沿った内容に改めました。2006年度に

は、企業行動規範を役員・社員の具体的な行動レベルまでブ

レークダウンした企業行動基準（1998年制定）について、本格

的な見直しを行い、CSRとしての必要項目をすべて盛り込んだ

内容に改定し、社内外に公表しました。

2007年4月には改定された企業行動規範、企業行動基準を盛

り込んだ企業倫理ハンドブック（日本版）を国内のすべてのグ

ループ会社社員に配布しました。

CSR的観点から新たに盛り込んだ内容は以下の通りです。

参考　http://www.teijin.co.jp/japanese/eco/eco05.html

・環境、防災・安全、健康の維持を調達
（サプライチェーン）にまで拡大
・地域社会との相互理解と協働
・ステークホルダーの意見・通報への誠
実な対応
・パワーハラスメントの禁止
・個人の能力開発の支援、ワークライフ
バランスの向上
・政治献金の禁止
・社員の発明に対する補償

受賞を受ける興津会長
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ロハスクラブとエコバッグ販売を開始

帝人ファイバーは、2006年6月より「My Design エコバッ

グ×エコサークル」をロハスクラブと共同で販売開始し、普及

に向けた取り組みを展開していくこととしました。これを通じ

て、楽しみながら地球環境に対する意識向上を図るとともに、

環境省が主導する地球温暖化防止のためのプロジェクト「チー

ム・マイナス6％」における「買い物とゴミ

でCO2を減らそう」というアクションプラ

ンの推進に貢献していきます。

また、このエコバッグの売り上げの一

部は、ロハスクラブを通じて環境問題に

取り組むNGOやNPOなどの活動に寄付

する予定です。

タイの繊維グループ会社2社がタイの安全賞を受賞

Teijin Polyester Limited（以下TPL）とTeijin Limited

（THAILAND）（以下TJT）が、タイの安全賞である「National

Occupation Safety and Health Award」を受賞しました。こ

の賞はタイ政府の労働省が、国内企業に対してESH（環境・安

全・健康）方針や作業環境などを審査し、優れた企業として表彰

するものです。2007年5月の受賞でTPLは5年連続、TJTは3年

連続の受賞となりました。

日中官民対話メンバーが「ボトルtoボトル」

リサイクル施設を見学

帝人ファイバー徳山事業所の「ボトルtoボトル」リサイクル施

設を日本化学繊維協会、経済産業省や中国政府の商務部などが

視察されました。これは、日中間の化学品貿易・投資関係を円滑

にすすめ、両国の化学産業の健全な発展をめざす「日中化学官

民対話」の一環として行われま

した。現場では、設備や運転技

術に関するさまざまな質問が出

されて、大変な熱心な視察とな

りました。

個人情報を記録したパソコンの紛失

2006年5月21日、グループ会社インフォコムにおいて、11万件

の個人情報を記録したパソコン1台を紛失しました。ただちに取

引先に連絡、警察に紛失届けを提出、公表の記者会見を行い関係

者にお詫びしました。紛失したパソコンは、複雑なログインパス

ワードを施してあるため、現在に至るまで個人情報の不正使用等

の事実は報告されていません。

インフォコムでは、従来より情報セキュリティ、個人情報保護を

最重要経営課題と位置づけ、専任組織を置き、プライバシーマー

クの認証維持、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム）適

合性評価制度の認証取得等外部機関による審査、監査室による内

部監査の実施等、管理体制の充実を講じるとともに、社員教育や

情報の取り扱いに対する安全対策を実施してきました。

しかし、今回のパソコン紛失事故を真摯に受け止め、関連規

程の見直し、業務における個人情報の具体的な取り扱い方法や

行動基準の制定、業務用モバイルパソコンの取り扱い上のセ

キュリティ強化、内部監査の充実と徹底など、インフォコムグ

ループの全職員に対する啓発・教育の徹底を図り、再発防止に

努めています。

SRIインデックス採用状況

2007年5月現在、帝人は国際的なSRI分野の指標である

「FTSE4Good」および「エティベル・サスティナビリティー・イ

ンデックス」に採用されています。また日本国内のSRIである

「モーニングスター社会的責任投資指数」にも採用されています。

左：Mr. Somwang（ソムワン）TJT工場長、中：久保社長、
右：Mr. Chumpol（チュンポン）TPL工場長
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環境・安全マネジメント

環境・安全報告

環境、防災・安全、健康を一元管理し、活かす組織体制
帝人グループの企業理念に基づいて地球環境憲章、行動目標、環境・安全基本方針を定め、

グループESH※部会が環境、防災・安全、健康を一元管理する体制を確立しています。

また、定期的なESH活動状況の監査を行い、継続的な改善に努めています。

帝人グループでは、すべての事業活動

に関わる環境保全、防災・安全、健康に

ついての基本方針として、企業理念に基

づく「帝人グループ地球環境憲章」「帝人

グループ地球環境行動目標」「帝人グ

ループESH基本方針」を定めています。

また、地球環境や地域社会の環境負荷

を削減するとともに、社員の安全・健康

を確保し、企業としての社会的責任を果

たし、社会の持続可能な発展に寄与する

ため、グループCSR委員会を編成し、

ESHマネジメントをすすめています。

CEOの分身であるCSRO（Chief Social

Responsibility Officer：グループCSR

責任者）を責任者としています（→P9）。

このCSR委員会の下にグループESH部

会を編成し、環境、防災・安全、健康を一

元管理するマネジメントを行っています。

グループESH部会は、各事業グル－プ

のESH管理組織を代表する事業ESH委

員長および機能スタッフ組織の長で構成

し、グループとしての方針、中長期目標

および年度重点活動事項などを審議、決

定するとともに、定期的にESH活動状況

の監査を行っています。また、グループ

が共有化すべきESH管理に関する規程、

基準、ガイドラインを定め、イントラ

ネットで公開し、それらに沿ったESH活

動をグループ会社が推進し、継続的改善

をすすめています。

グループESHマネジメント組織・体制

ESH推進体制

取締役会�

社長CEO

CSRO

グループCSR委員会�

グループESH部会�

ポリエステル繊維事業グループ�

高機能繊維事業グループ�

流通・製品事業グループ�

フィルム事業グループ�

樹脂事業グループ�

医薬医療事業グループ�

IT事業グループ�

新事業開発グループ�

機能スタッフ�

環境・安全室�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

ESH指揮系統�
事業指揮系統�

1）人間尊重の理念に基づき、安全をすべてに優先させる。
2）環境・安全はラインの責任である。
3）環境・安全は事業活動と一体である。

帝人グループESH基本方針

私たちは企業理念のひとつである「地球環境との共生を図り、自然と生命を大切にします」を実現す
るため、
1. 環境保全と安全を優先させる事業活動を行い、地球環境と調和する製品・サービスを社会に提供
します。

2. 資源・エネルギーの有効利用と製品のリサイクルを通して、環境負荷の低減を推進します。
3. 地域社会、国際社会と協調し、知恵と技術で地球環境保全と社会の持続的発展に貢献します。

帝人グループ地球環境憲章 （1992年12月制定）

※：Environment（環境）、Safety（安全・防災）、
Health（健康）の略称です。

中期目標

区　分

事故・災害

地球温暖化

化学物質

廃棄物

休業災害度数率

内容

重大事故・災害ゼロ（ESHに関する事故・災害報告規則で規定し
たレベルA事故・災害ゼロ）

CO2排出量を、1990年度対比、2010年度10％以上削減。

生産量あたりCO2排出原単位を前年対比1％以上改善。

環境への排出量を、2005年度対比、2011年度30％以上削減。

大気汚染防止法規定VOC（揮発性有機化合物）物質を、2000年
度対比2010年度50％以上削減。

非有効活用廃棄物※1を、2005年度対比、2011年度50％以上削減。

年間500トン以上廃棄物排出事業所・工場は、2011年度末まで
にゼロエミッション※2を達成。

休業災害度数率を、2007年度0.3以下とし、維持する。

対象

グループ全体

国内

海外

グループ

国内

グループ

国内

グループ

※1：単純に焼却したり、埋立処理する廃棄物　※2：非有効活用廃棄物を総発生量の1％以内に削減
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ESH監査

グループのESHマネジメント体制で

実施しているESH監査には、事業グルー

プのESH委員長が事業所・工場などの生

産現場でESH管理状況を監査するESH

監査Ⅰと、事業グループESH委員長が事

業グループ内の環境活動の状況を監査す

るESH監査Ⅱがあります。

さらに、各事業グループで実施された

監査Ⅰ、Ⅱの実施状況はESH監査Ⅲで報

告され、CSROが各事業グループの活動

に対して必要な指導、助言などを行って

います。

帝人グループESH報告会、

各事業グループ大会

各事業グループでは、グループ内の

ESH管理に関わる意思疎通、情報の共有

化などを図り、ESH管理をより充実した

ものとするため、グループごとに事業グ

ループESH委員長の主催でESH大会を

年1回開催しています。

大会では、各部署のESHに関する活動

報告やパネルディスカッション、外部講

師等による講演等を実施しています。さ

らに年1回、CEO、CSROと全事業グ

ループ長が出席してESH報告会を開催

し、席上で各事業グループ長は自らが管

理する事業グループのESH管理状況を

CEO、CSROに報告しています。

ESH研修会

帝人グループでは、国内外グループ会

社のESH管理レベルの向上をめざし、グ

ループ会社の社長はじめ、ESH管理に携

わる役員、ESHスタッフ、ライン管理者

を対象とした各種の集合教育を実施して

います。

グループのESH方針や管理体制、考え

方、活動内容等を教育するESH研修会は、

2002年1月より国内グループ会社の管

理者を対象にスタートしました。また、

海外グループ会社の管理者を対象とした

研修会は、2003年東南アジア地区を皮

切りに開催。2006年は中国におけるグ

ループ会社の増加に伴い、初めて中国地

区の会社を対象としたESH研修会を上

海で開催しました。開催頻度は、国内で

は毎年、海外では東南アジア、EU、北米、

中国の4地域に分け、2年に1回開催して

います。

また、帝人グループ全体のESHコンプ

ライアンスの強化・推進を目的として、

2005年より国内グループ会社を対象に

ESHコンプライアンス内部監査員の養

成講座の開催を開始し、一定レベルの知

識を習得した受講者を監査員として認定

しています。2006年度末現在、延べ358

名の管理者をコンプライアンス内部監査

員としてグループ内で認定しています。

従来帝人グループでは、ESH教育に関

しては、ESH研修会やコンプライアンス

内部監査員養成教育など、経営管理職や

総合職を対象とした教育を実施してきま

したが、グループ全社員を対象とした教

育は実施していませんでした。

2006年度、市販の環境問題に関する

教材に帝人グループの自主管理活動に関

する内容を追加したEラーニングテキス

トを作成し、6月より、国内グループ会

社社員でイントラネットにアクセスでき

るPCを使用している社員を対象とした

環境学習を開始しました。毎月約700名

のグループ会社社員を選定し、2006年6

月から2007年3月の間に約6,700名の社

員を対象として実施し、約80％の社員が

学習を修了しました。2007年4月以降は、

前年度学習できなかった社員へのフォ

ローや新入社員に対する学習を実施して

いく予定です。

Eラーニングによる環境学習

ESH監査、報告会、研修会

ESH監査の概要と監査者

ESH監査Ⅰ

ESH監査Ⅱ

ESH監査Ⅲ

監査者

事業ESH委員長

同上

CSRO

2006年度監査実績

国内27、海外12事業所

8事業グループごとに1回実施

8事業グループ、個別管理会
社対象に実施

監査の概要

生産現場におけるESH監査

主として環境活動に係る監査

事業グループが実施した監査結
果の監査

上海でのESH研修会
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環境パフォーマンス

環境・安全報告

ライフサイクル全体を見つめた環境負荷低減の施策を展開
地球環境への対策を重要な社会的責任ととらえ、

ライフサイクル全体で事業活動に伴う環境負荷を把握しています。

事業活動において環境負荷低減への取り組みを行うとともに、社員の意識高揚にも努めています。

帝人グループの事業活動では、製造、

加工のプロセスにおける化学物質の使用

をはじめ、燃料などエネルギーの使用や

化学物質の取り扱い、廃棄物処理、水の

使用などにより、さまざまな環境負荷を

発生させています。グループでは、これ

らの環境負荷に関わる法規制や自治体と

の協定を遵守するとともに、環境負荷を

軽減するため、省エネルギーや省資源へ

の取り組み、化学物質の環境排出削減な

ど、さまざまな活動に自主的に取り組ん

でいます。

帝人グループの製品が、ユーザーによ

り使用、消費、さらには廃棄されること

による環境負荷の発生も考慮する必要が

あります。このため、製品の環境負荷を

考慮し、易リサイクル性やリユース性の

追求、新たな機能の開発など、製品にお

ける環境負荷削減も推進していきます。

帝人グループの環境負荷

帝人グループでは、地球温暖化防止に

資するため、従来より省エネルギーを推

進することにより、エネルギー効率の向

上に取り組んできました。

2005年度からは、京都議定書の発効

を受け、国内の総排出量について削減目

標を設定し、バイオマス燃料などCO2排

出比率の小さい燃料への転換を進めてい

ます。

2006年度の国内CO2排出量は、省エ

ネルギーの効果や生産量の変動により

210万トンとなりました。これは2005

年度の215万トンより2％の削減となり

ました。

一方、海外グループ会社では、省エネ

ルギー推進などによるエネルギー効率を

向上させ、CO2排出原単位を改善する取

り組みをすすめています。海外の生産拠

点19事業所・工場のうち、2006年度1％

以上CO2排出原単位を改善できたのは7

事業所・工場でした。

CO2削減への取り組み

帝人グループでは、再生可能なエネル

ギーであるバイオマス燃料の活用や、重

油からガス燃料への転換等によりCO2

の削減に取り組んでいます。

帝人テクノプロダクツ三原製造所で

は、バイオマスを燃料とする自家発電用

ボイラーの設置により、年間約3.2万ト

ンのCO2を削減する見通しです。

帝人デュポンフィルム宇都宮事業所で

は、ボイラー燃料の重油から都市ガスへ

の転換工事が2 0 0 7年2月に完了し、

2007年度より年間約4千トンのCO2を削

地球温暖化と省エネルギー

2006年度帝人グループの環境負荷

INPUT�
投入量�

OUTPUT�
排出量�

帝人グループ�

海水使用量�
1.28億t

淡水使用量�
1.00億t

エネルギー�
48.6×106ギガジュール�

原料�
226万t

総排水量�
2.15億t

非有効活用廃棄物
1.22万t

CO2

356万t
化学物質�
3,404t

製造加工� 廃棄�

中間製品� 製品� 使用�

原料� リサイクル� 回収�

国内：CO2排出量を2010年度までに
1990年度対比10％以上削減

海外：生産量あたりのCO2排出原単
位を前年比1％以上改善

主な中期目標（2006～2010年度）
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減します。

帝人岩国事業所でも、ボイラー燃料の

重油から天然ガスへの転換等の対策をす

すめており、年間約1万トンのCO2を削

減する見通しです。

また、海外のタイTPLでも2006年9月

より、重油から天然ガスへの燃料転換を

実施したことにより、年間換算で1.6万ト

ンのCO2排出量の削減が見込まれます。

今後も各所のエネルギー使用状況やイ

ンフラを考慮しながら、省エネルギーの

推進等も含めてCO2排出量の削減に取

り組んでいきます。

「エコマラソン2006」の実施

帝人グループでは、社員の日常生活に

おける省エネルギー意識定着をめざす

「エコマラソン」活動を行っています。

ライフスタイルは10点満点で自己採

点する方式で、2005年度より、採点の

結果削減できたエネルギー量をCO2量

と樹木吸収量に基づく本数に換算して表

示する方式を導入しました。2006年度

は、この活動に1,668名が参加し、7月か

ら9月の3カ月の活動の結果、73.1トン

のCO2を削減しました。これは、樹木の

年間CO2吸収量から換算すると、5,220

本に相当します。

また、2005年度より、ライフスタイル

に加えて日常生活での省エネルギーに関

するアイデアを募集し、社員の投票によ

り人気の高かったアイデアを表彰する

「アイデアコンテスト」も実施しています。

さらに、2006年度はこれらに加えて「環

境家計簿」活動を開始し、参加する社員

は3つの活動（コース）を任意に選択して

参加できるものとしました。「環境家計

簿」は、各自の家庭での電気やガス、灯

油などの月当たりの使用量を申告し、一

人当たりの使用量を把握し日本の標準家

庭での使用量との比較などを実施するも

ので、2006年7月から2007年6月の1年

間実施しています。これらの「エコマラ

ソン」活動は、環境省の「チームマイナス

6％」ホームページに、「チーム員活動報

告」として2007年2月8日付けで紹介さ

れました。

この活動は、個人の「ライフスタイル」を変えるた
め、社員が自ら家庭で実践した省エネルギー活動を
自己評価、申告する活動をイントラ上で実施するも
ので、2003年度より取り組んでいます。

三原事業所バイオマス貯蔵設備

CO2排出量の推移

�
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CO2排出量は、「地球温暖化の推進に関する法律」（温
対法）施行令の排出係数を用い、1990年度以降の排出
量の再計算を実施しました。
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環境パフォーマンス

環境・安全報告

帝人グループでは、化管法※1第1種指

定化学物質（354物質）と日本化学工業協

会（日化協）が指定する化学物質（280物

質）の重複指定を除いた480物質を対象

とし、排出量削減に取り組んでいます。

2005年度には、1998年度対比で60％

削減。これをふまえ、新たに2005年度

を基準年とし、2011年度までに30％削

減という目標を定めました。さらに、国

内グループ会社については、大気汚染防

止法で定めるVOCの排出量を、2010年

度末までに2000年度対比50％以上削減

を目標としています。

2006年度の化学物質の排出状況

2006年度の帝人グループの対象物質

排出量は、大気へ排出される物質の吸着

回収強化や燃焼分解設備の充実などによ

り、3,404トンとなりました。国内の排出

量は、2005年度対比12％減少しました

が、海外は中国での生産増加により13％

増加し、2005年度対比5％の減少にとど

まりました。

内訳は大気への排出が92％、水域への

排出が8％であり、埋立並びに土壌への

排出はありませんでした。化管法第1種

指定化学物質の排出量は、2005年度

2,214トンに対し、2006年度2,124トン

と4％削減しました。

また、対象物質における国内のVOC排

出量は、2000年度の3,420トンに対して、

2006年度は2,126トンとなり、2000年

度対比38％削減しました。

大気負荷と排水、COD（BOD）負荷

帝人グループの燃料使用に伴う2006

年度のSOx排出量は、国内グループが

0.66万トン、海外グループ会社では0.37

万トンとなり、グループトータルでは

2005年度とほぼ同程度でした。

2006年度に帝人グループが使用した工

業用水（地下水を含む）と水道水は、国内

グループが0.83億トン、海外グループ会社

が0.18億トン、合計1.00億トンと、2005

年度とほぼ同じでした。帝人グループでは、

水使用量の削減のために冷却用に海水を

使用しています。海水1.28億トンも加えた

帝人グループの総排水量は2.15億トンと

2005年度とほぼ同一でした。

排水に伴うCOD負荷量（化学的酸素要

求量）とBOD（生物化学的酸素要求量）

の合計は、国内グループ会社で646トン、

海外グループ会社では653トンでした。

化学物質の排出削減
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化学物質の排出量推移 2006年度の化学物質排出量上位10物質の内訳

化管法第一種指定化学物質の排出量内訳
物質名
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亜鉛の水溶性化合物

その他

合　計
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SOx排出量推移

グループ：環境への排出量を2011年
度までに2005年度対比
30％以上削減

国内：VOCの排出を2010年度までに
2000年度対比50％以上削減

主な中期目標（2006～2011年度）

※1：「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管
理の改善の促進に関する法律」の略称

データ精度向上のため、2005年度データを修正しま
した。
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帝人グループでは、事業活動で発生す

る廃棄物の発生削減に取り組むととも

に、地球温暖化につながる熱回収されな

い焼却処理や、資源の浪費となる埋立処

理から、再使用の推進や、マテリアル、ケ

ミカル、サーマル等のリサイクル処理へ

の転換に取り組んでいます。

非有効活用廃棄物を廃棄物総発生量の

1％以下とすることをゼロエミッションと

定義し、事業所、工場単位で自主的に削

減への取り組みを続けています。また、

廃棄物総排出量500トン以上の事業所、

工場において2011年度までにゼロエ

ミッションを達成することを中期目標と

しています。

グループの廃棄物の約25％を排出して

いる松山事業所でゼロエミッションへの取

り組みをすすめた結果、2007年1月に達

成しました。また、2006年7月、東京研究

センターが、研究所としてはグループ内で

初めてゼロエミッションを達成しました。

その他、東邦テナックス揖斐川、TDFJ

茨城事業所でもゼロエミッションを達成

した結果、ゼロエミッション達成事業所・

工場は、国内10事業所・工場、海外2事業

所・工場となりました。

2004年10月、大阪府茨木市にある研

究センターの福利厚生地区の跡地を売

却・転用するため、自主的に土壌調査を

行った結果、一部で土壌・地下水汚染が

あることが判明しました。速やかに市に

報告し、市の指導のもと、2005年2月よ

り土壌浄化工事を行いました。現在は、

一部残っている追加工事のモニタリング

を行っており、まもなく浄化工事完了予

定です。また、この経験をもとに、ESH

新中期計画に「土壌・地下水汚染の防止

と浄化」という項目を追加しました。

2006年度に汚染防止管理指針の策定が

完了し、今後は、本指針に基づき、さら

なる土壌・地下水汚染の防止に力を入れ

ていきます。

廃棄物の管理・削減

土壌・地下水汚染の防止と浄化
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非有効活用廃棄物量の推移
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2004年度より公共水域へ排出される量のみを集計し
ています。

�
（年度）�

02

1.05

2.25

1.03

2.19

1.07

2.20

1.04

2.15

1.00

2.15

03 04 05

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

（億t）�

06
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水使用量・総排水量の推移

非有効活用廃棄物※2を2011年度まで
に2005年度対比50％以上の削減

主な中期目標（2006～2011年度）

Topics

帝人グループにおける国内最大の事業

所である松山事業所は、事業所で発生す

る廃棄物をほぼ100％再資源化・有効活

用ができるようになり、また廃棄物発生

量の抑制、産業廃棄物の削減、リサイクル

松山事業所でゼロエミッション達成

などをさらに強化・拡大し、2007年1月

にゼロエミッションを達成しました。こ

れにより、帝人グループでは国内10事業

所、海外2事業所でゼロエミッションを達

成したことになりました。

※2：熱回収されずに焼却処理される廃棄物、または
埋立処理される廃棄物を示す
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防災・安全・健康パフォーマンス

環境・安全報告

地域の皆様の安心と社員の安全、健康のために
安全を確保するためPDCAフローの徹底を図り、防災管理に積極的に取り組んでいます。

主要事業所においては、地域の皆様によりご理解いただくため

リスクコミュニケーションも継続的に行っています。

防災活動

帝人グループでは、爆発・火災、危険

物・有害物の漏洩・流出等の事故・災害

の未然防止と被害の拡大防止を図るた

め、防災管理に積極的に取り組んでいま

す。グループ共通の各種防災ガイドライ

ンを整備して、保安防災教育・訓練、防

災診断、地震対策等の防災活動を推進し

ています。

また、地域社会に懸念や影響を与えた

事故・災害を重大事故・災害と定義し、

2003年からは、爆発・火災に加え、危険

物・有害物の漏洩・流出、建物の倒壊等

の情報も収集し、グループ内に公開して

再発防止に努めています。

これらの活動により、2006年度は危

険物・有害物の漏洩・流出事故をゼロに

することができましたが、帝人加工糸小

松工場で火災事故が発生しました。帝人

グループでは、この事故を真摯に受けと

め、再発防止に取り組むとともに、グ

ループ内への水平展開を図りました。

高リスク設備に対する防災対策

帝人グループでは、2006年度に防災

専門チーム（TCAP）を設置しました。こ

防災対策

Topics

2006年12月20日未明、帝人加工糸小

松工場において火災事故が発生。第3工

場など約7,600㎡の建物と主要機械が焼

損し、設備損害額は約6億円となりました。

負傷者や近隣への類焼はありませんでし

たが、地域住民、お客様、関係各庁他、関

係者の方々に、不安と多大なご迷惑をお

かけしました。

この事故は、繊維加工機の回転ロー

ラーに糸が巻きつき、摩擦熱で過熱され

たゴム製ローラーが床面に落下・飛散し、

周辺で使用していた引火性油剤に着火し

たものです。異常の発見が遅れたため、

工場全体に延焼、拡大しました。

帝人は、事故の翌日に事故調査委員会

を設置し、事故の原因究明並びに再発防

止対策を立案のうえ、グループ全体への

帝人加工糸（株）小松工場における火災事故について

水平展開を図りました。

事故の原因である、ゴム製ローラーへ

の糸巻きつき防止対策の不備、異常検知

装置の不備、飛散した引火性液体に対す

る処置不良、過去に発生した異常の再発

防止不良などについてグループ内の総点

検を完了、順次改善を実施中です。

帝人グループでは、これまで、爆発・火

災リスクの高い化学プラントや大型タン

クヤード、自家発プラントを重点的に防災

対策を実施してきました。しかしながら、

今回の事故によって、中小規模の工場や

建築物であっても、火災事故は地域社会

やお客様に与える影響が大きいことを再

認識しました。2007年度は、防火管理強

化専門部会を設置して、グループ内の防

火管理の強化を推進します。

重大事故・災害発生件数の推移
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漏洩・流出、その他は、2003年度からの実績値となり
ます。

エキスパートによるチーム診断�
（307項目による診断）�

（対策実施状況のフォロー）�
（最近のトピックスからのレビュー）�

中短期実施計画策定�

防災対策の実施�
問題点抽出・重要度評価�

是正処置�

恒久対策検討・立案�

診断チームによる防災診断
（5年周期）

PlanAction

DoCheck

防災診断による防災対策PDCAフロー

東邦テナックス徳島事業所での初期消火訓練
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帝人グループは、地域へのESH活動に

ついての説明責任を果たすとともに、

「より開かれた事業所」として親しまれる

存在となることをめざし、地域とのコ

ミュニケーションに取り組んでいます。

この活動は2001年4月の化管法施行

を契機に開始され、国内主要事業所で近

隣の自治会代表や学校関係者、自治体な

どの方々を招いて、化学物質管理の状況、

環境保全・防災などESH管理の状況の説

明や、工場見学を通して対話を行うこと

から始めています。国内の主要事業所の

ある地域6カ所8事業所・工場で、2年に

1回の頻度で開催しており、2006年度は

5カ所6事業所・工場で開催しました。

の専門チームは、化学プラント、自家発

プラント等、爆発・火災リスクの高いプ

ラントの運転・設備要因による事故を未

然に防止するために、グループ会社の支

援を行うチームで、プラント防災に関す

る高度な知識・経験を持ったメンバーで

構成されています。2006年度に活動準

備を完了し、2007年度より国内グルー

プ会社の管理者層の防災管理技術教育、

支援活動を開始します。

防災診断

帝人グループでは、1980年から自主

診断基準による防災診断を実施していま

す。高圧ガスや危険物を多量に取り扱う

プラントを対象とし、各プラントの専門

家が5年周期でプラントの安全性を診断

しています。

2005年度からは、防災診断の対象を

海外にも拡大し、2006年には海外4社の

防災診断報告会を初めて開催しました。

報告会では、診断結果と今後の対策に関

する討議が行われました。2006年度は、

国内4プラント、海外1プラントが診断を

実施し、防災体制の検証と強化を図って

います。

現在25のプラントの防災診断を実施

していますが、2006年度には、危険物貯

蔵所、可燃物置場、ボイラー等の小規模

な危険場所を対象としたミニ防災診断の

仕組みの体制が整いましたので、今後は、

小規模な工場や建築物を対象とした防災

管理を充実させていきます。

地震対策

大規模地震による被害を最小化するた

めに、阪神・淡路大震災後、各種の地震

対策をすすめてきました。建物の耐震対

策については、1981年以前に設置され

た国内グループ会社の建物61棟の耐震

診断を完了し、不適合と診断された建物

の耐震補強改修・撤去を計画的に実施中

です。今後は、2006年に改正された耐震

改修促進法に基づき、耐震診断の対象を

拡大し、地震対策の充実を図っていきま

す。

地域リスクコミュニケーション

Topics

帝人デュポンフィルム岐阜事業所で地

元住民を対象とした地域リスクコミュニ

ケーション説明会を開催しました。地元

地域の自治会区長をはじめ県・町の関係

者、学校関係者ら約40名が参加し、ESH

活動の基本方針や大気汚染物質・化管法

対象化学物質の削減状況などについて説

明しました。

この説明会は2004年に続いて2回目の

実施となり、ゼロエミッションの達成状

TDFJ岐阜、地域住民へリスクコミュニケーション説明会

況、自主的なプロセス診断により地震な

どの災害による設備トラブルのリスクを

解消した事例などを報告しました。また、

今回初の試みとして、クリーンルーム内

の見学会や事業所の社会貢献に対するア

ンケートも行いました。このアンケート

結果やグループの他の事業所との情報交

換をふまえ、2008年に3回目の説明会を

開催する予定です。

計25プラント／5年間

防災診断実施プラント数の推移
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0

（件）�
■国内（従来）　■国内（拡大）　■海外（拡大）�

�

4 4

9

5

2

地域の皆様へのESH活動説明会
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防災・安全・健康パフォーマンス

環境・安全報告

グループ全体におけるチャレンジング

な数値目標を設定すべきという考えに立

ち、休業災害度数率※1を数値目標として

います。2006年は休業災害度数率0.5以

下、2007年以降は0.3以下に目標を置い

ています。

2006年の安全成績は、国内は休業災

害度数率0.29と前年の0.86に対して大

きく改善できましたが、海外では0.68と

悪化しました。グループ全体では0.47

で、2006年の数値目標0.5以下を達成で

きました。

2006年度は、2005年の労働災害発生

状況より環境・安全室にて5事業所の安

全指導を行いました。2007年度以降は、

毎年8事業所程度の安全指導を行い、

2009年度で国内全事業所の安全指導を

完了させる予定です。

安全活動3本柱

ヒューマンファクターによる労働災害

の防止には、人の安全意識を上げる必要

があると考えています。帝人グループで

は、5S活動、ヒヤリハット活動、安全巡

視の3つを安全活動の3本柱として位置

付けています。

この考えに基づき、5S活動推進状況

やヒヤリハット活動での指摘箇所につい

て、安全巡視で確認していくことにして

います。ヒヤリハット活動では事業所に

よって提出件数に多少の温度差がありま

すが、0.5件/人・月以上を達成するよう、

研修会やESH監査等で指導しています。

機械設計アセスメントの実施

労働災害防止方策の考え方について

は、右表のように考えています。

この考え方に基づき、機械の本質安全

化、安全防護（隔離安全、停止安全）の方

策を確実に行うために機械設計アセスメ

ントの仕組みをつくり運用しています。

労働災害の防止を図ることを目的に、機

械設備の新設および改造・更新時の設計

段階において、機械設備と人との接触に

より、人が挟まれ・巻き込まれ、切れ・

こすれ、飛来・落下などの被害にあうリ

スクを許容レベルまで下げるとともに、

設計では対処できない残存リスクを明示

して使用者側の対応を促します。

OHSAS18001

帝人グループでは、労働安全衛生マネ

ジメントシステムOHSAS18001の適合

証明取得を努力目標として位置づけ、取

得活動を推進しています。2006年度は、

新たにドイツのToho Tenax Europe、

東邦テナックス三島・揖斐川・徳島が適

合証明を取得しました。国内15、海外8、

合計23事業所で取得しており、取得が望

ましいと判断される事業所中、約7割の

事業所が取得を完了しています。

労働安全対策

※1：100万労働時間あたりの休業災害の死傷者数

休業災害度数率※2

�
（年）�
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0.74

1.21

0.88

0.88

0.64
0.37
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0.47

0.68

0.29

0.86
0.90

0.84
0.66

0.83

0.92

1.50

1.00

0.50

0

－国内　－海外　－帝人グループ全体　－国内化学工業�

※2：直接雇用社員の死傷者数による度数率

休業災害度数率を2007年に
0.3以下とし、維持する。

主な中期目標（2006～2010年度）

1. リスクが除去されずに残っているから災害
が起きる。

2. 安全を確保するには、危険源と人との接触
を合理的に防止することが重要である。

3. 人はミスをする動物である。信頼性の低い
人に対策を求めるのは限界がある。

4. 「人は誤る、機械は壊れる」ことを前提に
安全を考える。誤らないようにする、壊れ
ないようにするという努力は、当然大切だ
が、リスク管理の本質でない。万一誤った
時、壊れた時にどう安全を保証するかが、
リスク管理の本質である。

5. 機械災害を防止するには、機械の本質安全
化、安全防護（隔離安全、停止安全）の方策
が本来の対策である。

労働災害防止方策の考え方
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健康専門部会による健康管理活動の

新たな施策検討

定期健康診断における要治療者率の上

昇およびメンタルヘルス不全による休職

者数増加など、健康指標のデータが悪い

方向に推移してきています。さらに高齢

者医療法の改正により、2008年4月から

特定健康診査・特定保健指導が保険者に

義務付けられることになりました。この

ような背景により、帝人グループの健康

管理活動の新たな施策について2006年

8月に健康専門部会（健康保険組合、労

働組合もメンバーに含む）を立ち上げ、

検討を行いました。

その結果、新たな取り組みとして、健

康活動推進体制の強化、メンタルヘルス

対策強化、生活習慣病対策推進について、

2007年度以降新施策を展開していくこ

とを決定しました。従来取り組みが不足

していた生活習慣病対策では、Eラーニ

ングによる生活習慣病社員教育を定期的

に行い、社員の健康管理に関する意識を

高揚させていきます。特定健康診査・特

定保健指導については、2008年4月の開

始へ向けて、健康保険組合と連携し作業

部会を立ち上げ、具体的に推進していき

ます。

メンタルヘルスケアの増進

帝人グループでは、毎年メンタルヘル

ス強調月間を設定し、仕事のストレス判

定※3を継続的に実施しています。12の

質問により、上司、同僚の支援、仕事の量、

自由裁量度などを評価して全国平均100

に対する健康リスク値を自動的に割り出

し、この数値の大きさにしたがって所属

ごとに対策を講ずるもので、イントラ

ネット上で実施できます。

2006年度には、事業所の健康保健ス

タッフが事業所内の所属別の判定結果を

把握できるシステムを追加しました。こ

れにより、健康リスク値が高い職場を確

実に把握することができるようになりま

した。

分煙化の推進

2003年5月に健康増進法が施行され、

事務所等多数の人が利用する施設におい

て、受動喫煙を防止するために必要な措

置を講ずることが努力義務化されまし

た。帝人グループでは社員の健康を重視

し、2004年に統一基準を設定し受動喫

煙防止を推進しており、国内では、2007

年3月に空間分煙を達成しました。海外

では、2007年12月の目標期限を設け、

同様の取り組みをすすめています。

石綿問題への取組推進

社会問題としてクローズアップされた

アスベスト問題を重大事項として位置付

け、2005年度に石綿健康診断の導入、ア

スベスト含有材の非アスベスト化、アス

ベスト粉塵曝露防止基準の制定などを推

進しました。2005年度に開始したOB石

綿健康診断については、2008年度まで6

カ月周期で継続実施し、以後見直しを行

います。

2007年3月末現在、OBの方の健康被

害は、持株会社制移行前の帝人において

中皮腫による健康被害が5人（いずれも

逝去）、肺ガンが4人（内2人逝去）、じん

肺が1人発生しており、ご遺族が申請さ

れた労災認定、石綿健康被害救済法適用

に必要な職歴証明に対して誠意をもって

対応しています。

健康衛生対策

※3：平成7～11年度労働省「作業関連疾患の予防に関する研究班」の研究の一環として、「職業性ストレスと健康コ
ホート研究グループ」によって作成されたものをベースにしています。

ストレス判定※3実施結果

実施
年度

2003

2004

2005

2006

回答者数（人）

6,892

6,199

6,945

6,113

健康リスク（低い方が良い）

仕事リスク

105

105

105

105

支援リスク

97

99

100

99

総合リスク

101

103

105

103

メンタルヘルス電話相談を社員に徹底するために「心
のほっとライン」リーフレットを社員に配布しています。
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エコプロダクツ／エコビジネス

環境・安全報告

帝人グループは、環境配慮型の製品と

技術の開発をめざして1997年よりブラン

ド「エコ派宣言」のもと、さまざまなエコプ

ロダクツを市場に提供。3R（Reduce,

Reuse, Recycle）のコンセプトのもと

に、開発から生産、流通、消費、廃棄の

全体プロセスで環境負荷の低減をめざし

てきました。

さらに、社会の一員として、企業価値

の増大と環境保全とを調和させる新たな

経営戦略の確立を通じ、持続的な社会の

実現に寄与しなければならないと考え、

2006年4月にはCSROの指示のもとに

「環境経営」をテーマとした「環境経営研

究会」を発足させました。

この研究会では、持株会社の環境安全

室長を座長とし、社内横断的にCSR室、

CTOスタッフ室、マーケティング企画室

などの関係者をメンバーとして、帝人グ

ループの「環境経営」の基本、すなわち、

1．製造・加工・営業段階での環境負荷を

低減する環境保全活動、2．環境配慮型

製品の設計のあり方、3．環境ビジネスの

探索等を検討・協議しています。

また、2006年度には環境経営の考え

方を社員に徹底するため、「企業行動基

準」の製品と環境に関する項目を見直し、

改定しました。

環境配慮型製品の考え方

帝人グループの環境配慮型の技術、素

材、製品の提案の場として「エコプロダ

クツ」展に1999年以来毎年参加してい

ます。

2006年度はグループ9社60人が参加、

3Rをベースとした「エコ派宣言」を基本

コンセプトに、繊維to繊維のエコサーク

ル、ボトルtoボトルのPETボトルリサイ

クルシステム、エコバッグ（正式名：My

Design エコバッグ×エコサークル）、生

分解プラスチック、リサイクルパネルe-

pane、省エネ高輝度スクリーンなど、グ

ループのエコプロダクツを総合的に提案

エコプロダクツ展への出展

環境経営を推進し、環境配慮型製品・技術を提供します
「環境経営研究会」を発足し、環境保全に加え環境配慮型製品・技術の創出を強化します。

3Rの考え方を事業活動すべてに展開しています。

エコプロダクツ展などに積極的に出展し、帝人の姿勢を広くアピールしています。

エコプロダクツ国際展2006イン・シンガポール

エコバッグをつくる子供たち

1. 製品・サービスの安全性・品質の確保
私たちは、顧客に対し安全で信頼され、環境
に配慮した製品・サービスの提供に努めます。
2. 環境、防災・安全、健康
私たちは、研究開発、調達、生産、流通・販売、
使用、廃棄にわたる事業活動のすべての段階
で環境の保全、防災・安全の確保、健康の維持
に努めます。

改訂版企業行動基準より

1）グループ内の従来の製品と比べ、製造時におけるエネルギー消費が少ない
2）製品の使用時において省エネルギー効果が得られる
3）グループ内の従来の製品と比べ、耐久性がある
4）使用後におけるリユース・リサイクルのしやすさ
5）リユース・リサイクル材使用
6）環境負荷物質等の代替
7）環境負荷物質等の排出低減（製造時）
8）環境負荷物質等の排出低減（使用時）
9）環境負荷物質等の排出低減（使用後）
10）環境浄化機能
11）その他

環境配慮のポイント

ポリエステルのリサイクル技術（→P15）をはじめとする環境技術により、

以下のような幅広い分野に環境配慮型製品を提供しています。

1）衣料・インテリア・生活用品分野

2）包装材分野

3）自動車市場分野

4）電気・電子・半導体分野

5）建築・土木資材分野

6）自然浄化・保護分野

詳細は「帝人グループエコ派宣言GUIDE」冊子に掲載されています。
関連ホームページ：http://www.teijin.co.jp
本件お問い合せ先：Eメール　ekoha@teijin.co.jp

帝人グループの環境配慮型の製品・技術
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しました。同時に会場では主に小中学生

を対象に、エコバッグの製作を通じて参

加型の環境教育を行いました。子供たち

はそれぞれお気に入りの絵を描いたエコ

バッグを手にご機嫌でした。

また、環境省はじめ、企業団体の来場

者から、「帝人ブースでは、各担当から

積極的に話しかけがあり、わかりやすく

てよい」との評価もいただきました。

「エコプロダクツ国際展2006イン・シ

ンガポール」では、帝人グループのエコ

プロダクツに加え、シンガポールで事業

展開している帝人化成シンガポールの現

地の工場や、製品・技術を紹介しました。

「エコプロダクツ展東北2006」では、

エコバッグが高い関心を集め、地元企業

や地方自治体から多くの問い合わせがあ

りました。

タイヤの耐久性を増す「Sulfron®」

「Sulfron（サルフロン）」は、「トワロン」

のカットファイバーをケミカル処理した

ゴム改質材料で、タイヤのトレッド（接地

面）部分に混入するとゴムの中で均一に

分散し、ゴムと馴染むことでタイヤの耐

久性が増すという、特性があります。ま

た、転がり抵抗の低減効果により、燃費

も向上します。現在、世界中のタイヤメー

カーで開発が検討されています。「トワロ

ン」の新たなビジネスモデルとなる大型

商品に成長するものと期待されており、

2007年中の商用化をめざしています。

高透明・耐熱性バイオプラスチック

帝人は、新型耐熱性バイオプラスチッ

クを武蔵野化学研究所と共同で市場開発

を展開していくこととなりました。融点

が約210℃で、現在市場に出ているバイ

オプラスチックのなかでもっとも成長性

が高いといわれるポリ乳酸の融点を

40℃も上回り、汎用性の高いPETを上回

る高透明性をもっています。

当面の目標として、2008年中に年間

数百トン規模で市場参入をめざしてお

り、近い将来には原料から一貫体制で新

型耐熱性バイオプラスチックの量産化を

図っていくことを視野にいれています。

高透明熱線反射・断熱フィルム

「レフテル®」

帝人は、帝人デュポンフィルムのポリ

エステルフィルムを利用した高透明熱線

反射・断熱フィルム「レフテル」を開発し

ました。窓などのガラスに貼ると、貼っ

てあることがわからないほど透明であり

ながら太陽日射熱の約25～50％を遮断

します。窓際の暑熱間を和らげることで

体感温度が低くなり、夏は涼しく、冬暖

かいため、高い省エネルギー効果も期待

できます。紫外線遮断効果、電磁波シー

ルド効果などもあり、「地球にやさしく、

快適な居住空間を創出する」製品です。

環境配慮型製品・技術

従来のタイヤと「サルフロン」使用のタイヤ（右）の磨
耗度の比較

耐熱性バイオプラスチックを180℃に熱した場合（右）

ポリ乳酸を160℃に熱した場合（右） 「レフテル」が貼られた窓

■帝人グループの環境配慮型製品の詳細は

「WEBカタログ」（キーワード：環境）でご覧く
ださい。

http://catalog.teijin.co.jp/
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環境・安全マネジメントデータ

環境・安全報告

環境、労働安全、品質保証を一体化したマネジメントを実施
ISO、OHSASなどのマネジメントシステム規格の認証取得を全社的に推進しています。

環境に加えて防災・安全、健康への投資を算定したESH会計を実施し、

ESH活動の効果を定量的に測定しています。

事業エリア

内コスト

製品サービスコスト

管理活動コスト

研究・開発コスト

社会活動コスト

環境損傷コスト

計

公害防止

コスト

地球環境保全

コスト

資源循環

コスト

環
　
境

労働安全対策コスト

作業環境対策コスト

健康対策コスト

防災対策コスト

研究・開発コスト

管理活動コスト

計

※2
防
災
・
安
全
、
健
康

2006年度 帝人グループ　環境、防災・安全、健康コストの内訳（単位：億円）
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環境、防災・安全、健康投資額の推移
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環境、防災・安全、健康費用額の推移

中国の新工場建設時に公害防止のための投資、国内外
グループ会社で環境保全に関わる投資などを行ったこ
とにより、グループの環境に関わる投資は、36億円と
なり2005年度対比19％の増加となりました。防災・安
全、健康に関わる投資は、2006年度は21億円と前年
度とほぼ同じでした。

作業の安全対策や、アスベスト撤去工事を実施したこ
となどにより、防災・安全、健康に関わる費用は、
2006年度23億円となり2005年度対比25％の増加と
なりました。

項　目 投資額

12.63

21.89

1.05

0.00

－

0.41

－

－

35.98

22.17

4.92

35.43

0.78

6.69

17.03

6.10

0.91

94.05

0.00

1.80

7.78

0.82

－

－

－

－

10.40

・化学物質の環境排出量削減（→P23）
・SOx排出量、COD負荷量の管理（→P23、24）など

・地球温暖化対策、省エネルギー推進など

（→P21、22）

・非有効活用廃棄物の削減（→P24）
・土壌・地下水汚染調査、浄化費用（→P24）

－

－

－

－

・土壌・地下水汚染調査、浄化費用（→P24）

－

4.75

3.53

0.52

12.01

0.00

－

20.82

3.11

1.57

7.75

3.26

0.01

7.54

23.23

－

－

－

－

－

0.00

・労働災害の発生状況（→P27）

－

－

・防災活動状況（爆発・火災発生防止対策など）（→P25）

－

－

費用額 金額効果※1 物量効果

項　目 投資額 費用額 金額効果 物量効果

主な取り組みの内容

公害（大気・水質、土壌・地下水汚染、騒音、悪臭等）の

防止、化学物質の環境排出量削減対策など

地球温暖化防止および省エネルギー対策など

リサイクル推進など廃棄物の有効活用対策、溶剤回収

対策など

使用済製品のリサイクル推進に必要な対策など

環境マネジメントシステムの構築・維持、管理スタッフ

の費用など

環境保全技術・製品の研究・開発などの費用

情報提供のための展示会開催、SOx賦課金、環境関連
協会費など

過去の汚染（土壌・地下水等）に関する調査・対策に必

要な費用など

主な取り組みの内容

労働安全確保のための対策

換気､照明、環境測定など作業環境の維持・改善対策

健康診断など健康の維持・増進対策

建物の耐震調査、防消火システムの維持・向上などの対策

安全・防災に必要な設備システムの研究・開発

労働安全マネジメントシステムの構築・維持、ス

タッフコストほか

※1：金額効果は実質的に効果のあったもののみ計上しています。
※2：防災・安全、健康に関する活動内容は、「防災・安全・健康パフォーマンス」に記載しています。

帝人グループでは、環境省が発行して

いる環境会計ガイドラインを参考に、環

境保全や、省エネルギー、省資源・リサ

イクルなどに関わる国内外のグループ会

社が行った投資、費用と効果を算定する

とともに、環境に加えて防災・安全、健

康に関わる投資、費用も算定しています。

環境・安全会計
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ISO14001認証取得状況（赤文字：2006年度に新たに取得）

帝人グループでは、環境保全のISO

14001の認証、労働安全衛生のOHSAS

18001の適合証明、品質保証の ISO

9001の認証取得を推進しています。国

際的に認められているマネジメントシス

テムをグループで取得することで、統一

化された仕組みのもと、継続的改善を展

開していくことが可能だと考えています。

マネジメントシステム認証の取得

●国内（26社44事業所・工場）

帝人（岩国、松山、三原、大阪研究センター）、帝人ファイバー（徳山）、帝人デュポンフィルム（岐阜、宇都宮）、

帝人化成（松山、三原、千葉）、広島プラスチック、テイヨー、東邦テナックス（三島、徳島、揖斐川）、帝人モノ

フィラメント、帝人加工糸（小松、加賀、三原）、帝人テクロス、尾張整染、和興、帝人ネステックス、大塚高分子

工業、帝人テディ、帝人コードレ（島根）、帝人ファーマ（東京研究センター）、帝三製薬、ユニオンタイヤコード、

ユニセル、帝人物流（岩国、愛媛、三原）、インフォコム（本社、お台場、関西、淀屋橋、新横浜、四国）、帝人エ

コ・サイエンス（松山）、帝人興産（愛媛、三原）、エヌアイ繊維、ナップス

●海外（13社16事業所・工場）

オランダ：Teijin Twaron（Delfzijl、Arnhem、Emmen） インドネシア：P.T.Teijin Indonesia Fiber、P.T.
INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS 中国：南通帝人、帝人化成複合塑料（上海） タイ：Teijin Polyester
（Thailand）、TEIJIN（THAILAND）、Thai Namsiri Intertex（Weaving, Dyeing）、TEIJIN CORD（THAILAND）
シンガポール：TEIJIN POLYCARBONATE SINGAPORE アメリカ：Teijin Monofilament U.S. ドイツ：
Teijin Monofilament Germany、Toho Tenax Europe

ESH報告対象範囲（工場・事業所）

OHSAS18001適合証明取得状況（赤文字：2006年度に新たに取得）

ISO9001・ISO13485認証取得状況（赤文字：2006年度に新たに取得）

帝人

ポリエステル繊維

国内：帝人ファイバー、帝人テディ、帝人加工糸、
帝人ネステックス、和興、帝人テクロス、尾張整染、
大塚高分子工業、帝人興産、帝人モノフィラメント、
ユニオンタイヤコード、ユニセル
海外：Teijin Polyester（Thailand）、TEIJIN
（THAILAND）、P.T.Teijin Indonesia Fiber、
TEIJIN CORD（THAILAND）、Thai Namsiri
Intertex、南通帝人、Teijin Monofilament U.S.、
Teijin Monofilament Germany

高機能繊維

国内：帝人テクノプロダクツ、東邦テナックス、東
邦テキスタイル、東邦化工建設、東邦セールス、東
邦機械工業、トーホウダイラック、帝人コードレ
海外：Teijin Twaron、Toho Tenax Europe

フィルム

国内：帝人デュポンフィルム、岐阜興産、フィルム
加工
海外：P.T. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS

樹脂

国内：帝人化成、広島プラスチック、錦海化学、テ
イヨー
海外：TEIJIN POLYCARBONATE SINGAPORE、帝
人化成複合塑料（上海）、TEIJIN POLYCARBONATE
CHINA

医薬医療

国内：帝人ファーマ、帝三製薬、帝人在宅医療

流通・製品

国内：NI帝人商事、帝健、テイジンアソシアリテイ
ル、新和合繊、新サンニット、帝京レース、帝商産
業、テクセット
海外：FASHION FORCE NO.1 FACTORY

IT
国内：インフォコム

新事業

国内：帝人アドバンストフィルム

個別管理会社

国内：呉興業、帝人物流、帝人エコ・サイエンス、
帝人エンジニアリング

機能スタッフほか

帝人クリエイティブスタッフ、帝人エンテック

●国内

帝人（岩国、松山、三原）、帝人コードレ（三原）、帝人ファイバー（徳山）、帝人化成（松山、三原）、帝人デュポン

フィルム（岐阜、宇都宮）、帝人加工糸（三原）、ユニオンタイヤコード、ユニセル、帝人テディ、帝人モノフィラメ

ント、広島プラスチック、帝三製薬、呉興業（松山、岩国）、帝人エコ・サイエンス（松山）、帝人物流（岩国、愛媛、

三原）、帝人興産（愛媛、三原）、帝人エンジニアリング（松山駐在）、東邦テナックス（三島、徳島、揖斐川）、東邦

テキスタイル、東邦化工建設（三島、岐阜、徳島）、東邦機械工業、東邦セールス

●海外

オランダ：Teijin Twaron（Delfzijl、Arnhem、Emmen） インドネシア：P.T.Teijin Indonesia Fiber タ

イ：Teijin Polyester（Thailand）、TEIJIN（THAILAND） シンガポール：TEIJIN POLYCARBONATE
SINGAPORE ドイツ：Toho Tenax Europe

●国内

帝人ファイバー（製糸、製綿、重合第1、重合第2、松山原料、徳山原料重合、岩国工繊）、和興、帝人加工糸、帝人
テディー第1工場、帝人テクロス、帝人ネステックス、尾張整染、帝人テクノプロダクツ（コーネックス、テクノーラ）、
帝人モノフィラメント、デュポン帝人アドバンスドペーパー、帝人コードレ（三原、島根）、東邦テナックス（生産技

術本部、コンポジット事業部、炭素繊維営業部門）、東邦化工建設（三島、徳島）、東邦機械工業、ユニオンタイヤ

コード、帝人デュポンフィルム（岐阜、宇都宮、茨城、フィルム加工）、帝人化成（松山、三原、TF、LCD材料、プラ
スティックテクニカルセンター）、広島プラスティック、錦海化学、帝人エンジニアリング、呉興業（岩国、松山）、帝

人エコ・サイエンス（茨木、羽村、松山、高機能分析センター）、帝人エンテック（松山動力センター）、帝人物流（大

阪、愛媛、徳山、東京）、帝人ファーマ（医療岩国製造所、在宅医療技術サービスセンター）、インフォコム

●海外

中国：南通帝人、帝人化成複合塑料（上海）、TEIJIN POLYCARBONATE CHINA タイ：Teijin Polyester
（Thailand）、TEIJIN（THAILAND）、TEIJIN CORD（THAILAND）、Thai Namsiri Intertex インドネシア：

P.T.Teijin Indonesia Fiber、P.T. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS ベトナム：FASHION FORCE
NO.1 FACTORY アメリカ：Teijin Monofilament U.S.、Toho Tenax America ドイツ：Teijin
Monofilament Germany、Teijin Twaron（Wuppe）、Toho Tenax Europe オランダ：Teijin Twaron
（Delfzijl、Arnhem、Emmen、Arnhem Central Office, QRI）、TEIJIN KASEI EUROPE B.V. シンガポー
ル：TEIJIN POLYCARBONATE SINGAPORE

※社名は2007年5月現在のものです。
※社名の（株）、Limited、Co.,Ltd.、Ltd.、Inc.、

GmbH、Coporation、有限公司は省略しました。
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コンプライアンスとリスクマネジメント

社会性報告

帝人グループでは、コーポレート・ガ

バナンスを内側から支える内部統制の要

は企業倫理とリスクマネジメントである

と定めています。

CSRO監査の結果

コンプライアンス・リスクマネジメン

ト活動の当年実績（期間1月1日～12月

31日）について、2003年度以降、毎年2

月にCSRO（グループCSR責任者）によ

る監査を実施しています。この監査では、

各グループ会社および事業グループが提

出する調査票に基づき、コンプライアン

ス・リスクマネジメント活動の実績に加

え、重大な法令違反および事件・事故の

有無を確認しています。2006年は、国内

82社中82社、海外74社中主要会社14社

から調査票の提出があり、その結果で見

る限り、2006年における重大な法令違

反はありませんでした。ただし重大な事

件・事故としては、以下のとおりでした。

1. 帝人加工糸小松工場の火災

（→P25）

2. インフォコムにおける顧客情報の

入ったパソコンの紛失（→P18）

帝人グループでは、日本版の企業行動

基準を改定し、2007年に国内グループ

会社社員全員に配布しました（→P17）。

倫理意識調査アンケート

1999年以来、毎年実施している倫理

意識・アンケート調査を、2006年度も実

施。国内全グループ会社役員・社員を対

象に10％を無作為抽出し、約50問の質

問に答えてもらうものです。

企業倫理活動を肯定的に受け止め、支

持する声がさらに高まっていますが、こ

の間、企業倫理に関する研修会に参加し

た人の比率は若干後退していることが、

問題点として挙げられます。

CSR室では、さらに抜本的な研修機会

の拡充に取り組みます。

コンプライアンスと

リスクマネジメント

企業倫理・コンプライアンス活動

コンプライアンスとリスクマネジメントを統合して推進
コンプライアンスとリスクマネジメントを、ガバナンスを支える重要な基盤と位置付け、

2つを統合したマネジメント体制を敷いています。

企業行動基準の見直しを行い、最近のCSRとしての社会の要請を盛り込みました。

企業倫理とリスクマネジメントの位置付け

コーポレート・ガバナンス�
公正性・透明性・独立性のある経営体制�

コンプライアンス� リスクマネジメント�

内部統制�

法令、社会規範並び

に社内規則を遵守し、

健全な企業風土をつく

る活動�

企業が抱えるリスクを

評価・予防し、制御す

る仕組み・制度・教育�

企業倫理・リスクマネジメント活動のPDCAサイクル

教材の開発とメンテナンス�
■ テキスト改訂、Q＆A集・�

　 ケーススタディ集の更新�

教育の実施�
■ 企業倫理推進者向け研修会�

■ コンプライアンスEラーニング実施�

■ 階層別研修会�

リスク対策�
■ 緊急時安否確認訓練�

■ リスクの洗い出しと評価�

企業倫理月間�
■ 企業倫理ポスターの掲示�

■ セクハラ防止ポスターの掲示�

■ 全員研修会の実施�

情報発信�
■ 企業倫理Webサイトをイントラ掲載�

■ 企業倫理アンケートの結果開示�

ホットラインの運営�
■ 全グループ社員への周知と個別対応�

■ ホットライン情報の開示（期末）�

年次計画と重点課題の設定�
■ コンプライアンス・リスクマネジメント部会で承認�

当年度の反省と�

次年度への教訓�
■ 当年度の達成状況と�

　 問題点抽出�

CSRO監査 ： 年1回�

倫理意識・アンケート調査 ： 年1回�

Plan

Action Do

Check

質問　企業倫理は企業活動にとって必要ですか

■大変必要�

■どちらとも言えない

■あった方がいい�

■なくてもいい・関心がない�

（年）

2004

2005

2006

（％）

0 20 40 60 80 100
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ホットラインの運用状況

内部相談・通報制度のはじまりは、イ

ントラネット上で社員が社長に直接、相

談・提案ができる「スピークアウト」の制

度を導入した1999年に遡ります。2003

年に企業倫理ホームページにあった「ス

ピークアウト」コーナーを「企業倫理意

見箱」と改称し、CRO（グループリスク

管理責任者：現CSRO）に直接つながる

相談・通報窓口としました。また、外部

の弁護士事務所を窓口とする「コンプラ

イアンス・ホットライン」を開設。一方、

1999年より外部専門機関と契約した

「セクハラ・ホットライン」も併せて運営。

それぞれ相談・通報者のプライバシーを

守りつつ、問題解決に努めてきました。

2004年以降、相談・通報者のプライバ

シーに配慮した表現でグループ内にホッ

トライン情報を全件開示。2006年7月よ

り、取引先、サプライヤーからも通報を

受け付ける取引先通報窓口をWeb上に

開設しました。

ホットラインは、悩んでいる相談者に

解決の手がかりを与えることと、会社と

してリスクの早期発見と問題解決に大い

に役立っています。

エマージェンシー・コール（EMC）によ

る緊急時の安否確認訓練

大規模地震やテロなどの広域災害発生

時の安否確認や要員確保を目的に、2005

年に導入したEMCの訓練を、年に2回継

続しています。直近の訓練では緊急発信

から2時間以内に登録者の91％が自己の

被害状況と出社可否等の返信を完了する

など、訓練の成果が向上してきました。

鳥インフルエンザに対する帝人グループ

としての基本方針

高病原性の鳥インフルエンザH5N1A

型は、現在は鳥から家禽類へ伝染する段

階です。WHO（世界保健機関）は、人か

ら人に感染し、爆発的に感染が広まる状

況までを6段階に区分し、現在は3段階

目であるとしています。帝人グループは、

海外にも多数のグループ会社を擁してい

るため、この感染症に対しグループとし

ての対応マニュアル（基本方針）を策定

しました。

東京本社の事業継続計画（BCP）の進捗

帝人グループでは、2006年度に首都

圏直下型地震被災を想定した東京本社の

基本的な事業継続計画（BCP）※2を策定

しました。事前対策としての各種マニュ

アル整備、備品調達、訓練などの詳細は、

今後取り組んでいく予定です。

※1：米国トレッドウェイ委員会組織委員会。内部
統制の枠組みのグローバルスタンダード。

※2：事業継続計画（Business Continuity
Plan）：企業が事故や災害などで大被害を受
けても重要業務を中断させず、または中断

した場合でも可能な限り早急に復旧させ、

ステークホルダーへの影響を最小限にする

ことを目的とした計画。

リスクマネジメント推進体制

帝人グループでは、2003年度にすべ

てのグループ会社にリスクマネジメント

推進責任者を定め、COSO※1のガイドラ

インに準じて、リスクの洗い出し、頻度

と影響度によるリスク評価、リスクの予

防・制御・対応訓練など、リスク管理の

強化を推進しています。

2006年度も、ヒートマップ（リスク評

価票）の作成に基づき、各グループ会社

で抽出された2,860件のリスクは、帝人

グループの経営サイドとして管理すべき

重要リスクとしてさらに絞り込まれ、取

締役会の下にあるTRMコミティー（トー

タルリスクマネジメント委員会）に報告

されました。

リスクマネジメント活動

帝人グループのホットライン

Corporate Ethics 
Opinion Box（海外）�

企業倫理意見箱
社内イントラ、Eメール�

コンプライアンス・ホットライン�
外部法律事務所�

セクハラ・ホットライン�
外部機関�

社外通報受付窓口�
インターネットHP

グ
ル
ー
プ
役
員
・
社
員�

C
S
R
O
、C
S
R
室
長

社外�
取引先�

CSR室
担当者

送信�

送信�

電話�
E-mail�
郵便�

電話�

報告�

報告�

報告�

報告�

2006年度の社内・社外からの相談・通報内容

計37件�

会社資産使用上の問題　2件
　環境・安全上の問題　2件
　　人事・処遇上の問題　2件
　　　勤務時間管理の問題　2件�
　　　　その他　7件�

パワーハラスメント�
　8件�

経費管理上の問題�
　3件�

セクシュアル・�
ハラスメント�

6件�

不公正な取引の懸念　3件�

嫌がらせ　2件�
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品質保証マネジメント

社会性報告

製品をお客様に使用していただけるよう

にしています。

PL・品質保証活動体系の整備

継続的な改善をすすめていくための統

合的な活動体系として、製品群ごとに

「管理責任者」を置き、お客様を含めた

PDCAサイクルを可能とする「PL・品質

保証単位系」の構築をすすめています。

この「PL・品質保証単位系」は、品質

マネジメントシステムの国際規格

ISO9001に帝人グループの考え方を加

えたマネジメントシステムです。2003

年4月より構築活動を展開し、主要な国

内および欧米グループ会社での構築が完

了しており、現在は、引き続きその定着

と欧米以外の海外グループ会社への展開

を計画的にすすめています。

クレームへの対応

2006年も、PL（製造物責任）クレーム

はありませんでしたが、社内基準で定め

た重大品質クレームは6件ありました。

いずれも真摯にとらえ、再発防止のため

の対策をすすめています。

PL品質保証アセスメント

帝人グループでは、新製品の市場投入

前に、その製品のライフサイクル全体に

おける安全性や品質を審査する「PL・品

質保証アセスメント制度」を実施してい

ます。2006年は、帝人グループで、簡易

タイプのものを含めて365件の実績があ

りました。また、2007年度から、諸環境

の変化に対応するために、過去に行った

PL・品質保証アセスメントの見直しを計

画的に行うこととしています。

PL・品質保証監査

PL・品質保証単位系の運用を開始し

たすべての事業グループを対象に、

2005年度から、監査による活動体系の

定着状況や有効性の検証を開始しまし

た。PL・品質保証単位系の定着活動、ま

た主として海外グループ会社に対する

PL・品質保証単位系の構築をすすめて

製品安全・品質保証活動は、帝人グ

ループのすべての製品・サービスを対象

とした「グループPL・品質保証規程」に

基づいて実施されています。この規程に

基づき、「グループPL・品質保証部会」に

おいて、帝人グループの製造物責任

（PL）・品質保証に関する基本方針や目

標を審議し、事業グループのPL・品質保

証活動に展開しています。監査により事

業グループの活動を検証し、アクション

に結び付けるとともに、必要な場合は事

業グループに対する勧告・指導を行いま

す。これらの諸活動により、多様化する

社会環境にも迅速に対応し、より安全な

品質保証マネジメント

お客様に満足していただける品質をつねに追求
PL・品質保証を中心に、お客様とのつながりを第一に考えて安全な製品づくりを心掛けています。

アセスメントや監査によってPL・品質保証の取り組みを改善していきます。

また、REACH対応専門部会を設置し、化学物質管理体制を再構築、お客様への情報提供も充実させていきます。

帝人グループPL・品質保証活動体系

グループCSR委員会

グループPL･品質保証部会
部会長

部会長代行

事業代表委員

事務局：帝人 環境・安全室

事業PL･品質保証委員会
委員長（統括管理責任者）

委員長代行

各委員

事務局

8事業グループ
個別管理会社

事業グループPL・品質保証体系

CEO

事業グループ長

統轄管理責任者

管理責任者

PL・品質保証単位系�

CSRO 帝人 環境・安全室

PL・品質保証単位系のPDCAサイクル

見直し�
管理�
責任者�

統括管理責任者�

事業PL・�
品質保証委員会�

PL・品質保証単位系�

事業グループ�

内部�
監査�

情報�
収集�

監査�

企画�

研究�
開発� 設計�

生産�

販売�

環境�

顧客�市場�

法令�

製品のおかれている�
環境�

Action

Plan Do

Check

PL・品質保証新中期目標

PL事故・重大クレームの防止

1）PL・品質保証単位系活動の定着化
2）PL・品質保証単位系の海外グループ会社へ
の展開

3）購入品品質・製品の用途等の明確化と顧客
への積極的情報提供

4）規則・基準類の整備・充実
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います。ただし現状では、事業グループ

間、またPL・品質保証単位系間の格差が

拡大する傾向があります。しかし、主要

なパフォーマンス指標であるPLクレー

ムは0を継続し、重大品質クレームの発

生件数も減少傾向にあるなど、一歩一歩

ではありますが、着実にPL・品質保証活

動は定着しています。

今後は、PL・品質保証をより確実なも

のとするために、以下の施策に引き続き

取り組んでいきます。

データベースの活用

帝人グループの中核会社のひとつ帝人

化成では、1997年以来、情報の共有化・

業務効率化のためデータベース（DB）を

構築しています。顧客クレーム、コンプ

レインについては、このDBを活用しま

す。生産、営業、研究開発など業務に関

連する社員が必要に応じて閲覧・検索で

きる体制を整えており、2007年初頭に

は現地法人販売会社や海外工場へも適用

拡大を図っています。このDBにより、顧

客との間で新たに不具合やクレームが発

生した場合、過去のケースを検索するこ

とで迅速な対応が可能となっています。

2007年6月1日に施行される欧州新化

学物質規制（REACH規制）へ対応するた

めに、2006年6月にグループPL・品質保

証部会にREACH対応専門部会を設置し

ました。この専門部会において、

REACH規則に適切に対応するための方

針やガイドラインを作成し、グループ全

体に展開していきます。

また、REACH規制への対応を通じて

化学物質情報管理体制の再構築を推進

し、お客様への積極的な情報提供に注力

していきます。併せてお客様からのご意

見等を製品へ反映する仕組みやMSDS※

によるお客様への情報提供などもさらに

充実させていきます。

化学物質の情報管理体制整備

帝人CIO（グループ情報責任者）ス

タッフ室では、帝人グループ各社の自律

的な個人情報保護活動を促進し、帝人グ

ループ全体の個人情報保護管理レベルの

向上を図るために、グループ会社に対す

る個人情報保護監査を実施しています。

2006年度は、個人情報を含むパソコン

の紛失事故を受け、特にセンシティブな

個人情報を扱っているグループ会社12

社に対し重点的に監査を行いました。監

査の結果明らかになった関連規程の不備

の是正や各グループ会社における要改善

項目を着実に解決することにより、管理

レベルの向上を図っています。

一方、2004年より実施してきた国内

全社員を対象としたEラーニングについ

ては、パソコンを利用しているグループ

社員（派遣社員パートタイマーを含む）

のほぼ100％が2006年度に受講を修了

しました。

帝人グループ全体としての個人情報

保護教育の強化管理レベルアップ

※：Material Safety Data Sheet（製品安全データ
シート。製品に含まれる化学物質に関する危険有
害物質情報をお客様に提供するもの。帝人グルー
プでは、JISZ7250に準拠した様式のMSDSを作
成しています。

品質データベース

1. 格差是正のための特別指導やワークショッ
プを通じた定着活動の推進

2. 予防的処置としてのPL・品質保証アセスメ
ントの積極的展開

3. 簡潔かつ効果的なPL・品質保証体系とする
ための改善

個人情報保護Eラーニング

■2004年　■2005年　■2006年

（％）

0 20 40 60 80 100

2,513 6,659 863
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人財マネジメント

社会性報告

2007年4月より「チューター制度」を導入

しています。身近な先輩社員が新入社員

の悩みや不安を解消することで、職場へ

の適応と自立的な成長を促すものです。

また、新入社員を指導することにより、

チューター自身の意識向上や成長も期待

されます。

チューターは、対象新入社員と同一部

署の入社5～8年の総合職社員から所属

長が選任し、チューター育成研修やマ

ニュアルを用いて準備します。

チューターの役割は、新入社員配属後

1年半の期間中、週1回、定期的に新入社

員と面談し、悩みや問題意識を共有して

必要なアドバイス・支援をし、必要に応じ

てそのプロセスを所属長とも共有し、対

象者本人の成長を確認することです。

グローバル人財育成制度

従来の国際要員登録制度の廃止に伴

い、新体系のなかであらためてグローバ

ルコミュニケーション能力の定着をめざ

した人財育成制度を構築しています。ま

た、STRETCH I、II、SLP等、階層別で

プログラムを構成し、具体的なプランに

沿ってプログラムをすすめています。

若手の社内異業種交流会

帝人グループでは、20代後半から30

代前半の若手社員を育成し主体性を養う

ことを目的に、「社内異業種交流会」を導

入しています。

この「社内異業種交流会」を導入した

のは、持株会社制に移行した2003年で

す。持株会社制の導入で薄れがちなグ

ループ求心力の維持と若手人財育成を目

的に開始しましたが、現在では、若手社

員から経営陣へのボトムアップ型提言の

機会としても機能しています。

交流会は、国内主要グループ会社から

毎年数名ずつ選抜された6～7人を1チー

ムとして編成されます。約半年かけて提

言づくりに取り組み、具体的なプランを

経営トップ陣に提出しています。この交

流会は若手を中心とする帝人グループの

活性源になりつつあります。

帝人グループでは、2007年度の人財

育成基本方針を「創造と変革を生み出す

Speak Together～オープンで率直なコ

ミュニケーション風土づくりによる人財

育成基盤の強化」と定めました。これに

基づき、「現場力の向上」「グローバル対

応力の強化」「ダイバーシティの向上」な

ど、7項目の重点領域を設定し、研修や

活動に取り組んでいきます。

チューター制度

新入社員の育成支援を目的として、

帝人グループでは、持株会社制に移行

した2003年に「帝人グループ人事基本

方針」を策定し、「社員とともに成長しま

す」という企業理念の実現と社員の人生

の豊かさ（QOL：クォリティ・オブ・ライ

フ）向上をめざすことを掲げています。

また、2006年度より実施している中

期経営計画で、「人財の確保・育成・活用」

を帝人グループの最重要方針のひとつと

位置づけ、「最強の人財競争力」「活力あ

ふれる組織風土」「社員が誇りをもち成

長できる会社」「社会が高く評価する会

社」を人事機能のめざすべき目標として

設定しています。具体的には、ワークラ

イフバランス施策の推進、ダイバーシ

ティへの対応、コンプライアンスの視点

を強化した社員教育の徹底、円滑な技

術・技能の継承などをグループ・グロー

バル視点で確実に実践していきます。

人財開発

中長期的な課題と対応施策

多様性を活かし、すべての社員が能力を発揮する環境をめざして
「社員とともに成長します」という企業理念を実現させるべく、

全社員のQOL（クォリティ・オブ・ライフ）を重視したワークバランス施策を推進するとともに、

社員の多様性を尊重した人財開発、採用等を行っています。

帝人グループの教育研修制度と配置・異動に関する仕組み

管
理
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※1：Strategic Executive Team Challenge 管理職向けのグループコア人財育成プログラム
※2：Strategic Leader Development Program 将来の幹部をめざす中堅社員向けリーダー育成プログラム
※3：Speciality Development Program 総合職向け営業・技術・スタッフの専門能力教育プログラム
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全グループをあげての改善活動

社員一人ひとりの声をもれなくすくい

上げ、職場の活性化、業務の効率化に活

かすべく、全グループをあげて改善活動

に取り組んでいます。事業グループの特

徴を活かした施策や表彰、グループ全体

の施策や情報共有を通じて、改善活動を

推進しています。2004年4月に開始し、

この3年間で25,000件を超える改善を実

施しました。

CSR室では毎年実施の企業倫理アン

ケートの中で「人格・個性の尊重」と「ゆ

とり豊かさの実現」について社員の満足

度を調査しています。「人格個性の尊重」

については過去3年間満足度が増加して

いる傾向が見られます。「ゆとり豊かさ

の実現」については際立った変化はあり

ませんでした。また男女別では、いずれ

の項目も女性の方が満足度がやや高いと

いう傾向が見られました。

「人財需要に応じたグループ全体での

人財の適材適所活用」と「社員の適性・意

思をより反映した異動」をめざし、さま

ざまな制度を取り入れています。

人事異動に関しては、「年間人事計画」

を策定し、客観的で透明性の高い異動を

計画的に行っています。自己申告制度が

加わり、できるだけ本人の意向を尊重し

た配置・異動となるように努めていま

す。また、1988年より、社内公募制度で

ある「ジョブチャレンジ制度」の利用も

拡大しており、2006年度の利用者は25

人でした。

キャリアチャレンジ制度の導入

2007年度入社の総合職より、帝人（株）

で採用し、入社5年経過した時点でグルー

プ会社に転籍する採用・配置方法を導入

します。その際、本人が希望すれば所属部

署との合議を経て、原則として希望する事

業へ異動できる仕組みも導入しています。

現在籍社員にも2007年度の「自己申告」

時から同様の制度を導入し、「キャリアチャ

レンジ制度」として運用していきます。

労働組合は重要なステークホルダーと

位置づけ、健全な労使関係の維持・強化

に努めています。「帝人グループ（国内主

要グループ会社8社）と帝人労働組合と

は、相互にその地位を尊重し、相協力し

て事業の健全なる発展と組合員の福祉を

図り、産業平和を確立する目的をもって

ここに労働協約を締結し、双方誠意を

もってこれを遵守することを確約する」

これは、労使関係における憲法である労

働協約の前文です。

労使関係の基本は事前協議の徹底と相

互理解であり、帝人グループはこの基本

を守り、今日健全な労使関係を構築して

います。

社内満足度アンケートの実施

配置・異動 健全な労使関係

社員の人格と個性の尊重性の満足度

Topics

団塊の世代の大量退職を迎え、ベテラ

ンの技術伝承と現場力の向上をめざして、

2007年4月、帝人テクノカレッジを開校し

ました。総合職、一般職を対象に、1年単

位での研修を実施し、現場リーダーを育

成します。初年度の受講生は約80人です。

帝人テクノカレッジ

帝人テクノカレッジの教授には、OB社

員を活用していきます。2006年度は19人

のOBが教授として採用されました。なお、

教授を務めるOBには、再雇用制度（シニ

アパートナー制度）を適用します。

■十分満足�

■やや不満

「帝人グループはあなたの人格と個性を尊重していると�

思いますか？」�

■まずまず�

■大いに不満

■どちらとも言えない�

2003

（年）

2004

2005

2006
（％）
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「帝人グループはゆとりと豊かさを実現できる環境を整えて�

いる」としていますが、あなたはどう思いますか？�

まずまず　34%

どちらとも言えない　46%

やや不満　11%

大いに不満　6% 十分満足　3%

（2006年度）
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人財マネジメント

社会性報告

女性活躍推進からダイバーシティ推進へ

帝人グループでは、女性社員が能力を

最大限に発揮できる職場をめざし、

1999年から女性の活躍推進に取り組ん

できました。2006年度からは、この活

動をさらに発展させて「ダイバーシティ

推進」に取り組み、男女両方のワークラ

イフバランスの推進に努めています。性

別、年齢、障がい、国籍、人種によって

差別することなく、あらゆる社員が能力

を発揮できる職場を目標としています。

そのために、企業風土の改善、活性化

をおしすすめ、「多様な価値観を尊重す

る企業風土」の醸成を行っていきます。

女性活躍推進の実施状況

女性が活躍できるよう、さまざまな施

策を行っています。採用に関しては、新

卒総合職の女性比率30％以上という目

標を立て、2006年度には34％を達成し

ました。また、2007年度末に女性管理職

（課長相当職以上）を60人（2002年度対

比3倍）にするという目標に対して、

2006年度末時点で52名となっています。

帝人グループでは、求人、雇用、昇進

などあらゆる局面で、属性（性別・年齢・

国籍・人種・障がいなど）にとらわれず、

多様な価値観・発想を尊重し、多種多様

な人財に働きがいとやりがい、真に活躍

する場を与え、社員がその能力を最大限

に活かすことのできるよう、ダイバーシ

ティへの取り組みに注力しています。

採用の際には、キャリア採用の増加や

インターンシップ制、通年採用などの施

策を導入。障がい者雇用に関しても積極

的に推進し、2007年3月31日現在、国内

グループ会社82社で必要とされる法定

雇用数211名に対し、230名を雇用して

います。

また、60歳以上の雇用システムの再

設計を行っています。

一方、昇進や配置にあたっては、管理

職への多様な人財の積極的な任用をすす

めており、すべての事業領域で具体的な

目標を設定し、着実な取り組みを続けて

います。

社員の多様性推進

帝人グループでは、CSRの要請や社員

の就業意識の多様化などに応え、社員が

充実感・達成感・幸福感を感じながら仕

事に取り組めるよう、ワークライフバラ

ンスに関する活動に力を入れています。

なかでも、実労働時間短縮のため、以下

のような取り組みを行っています。

これらの取り組みの結果、国内主要

12社の2006年度上期の平均残業時間は

17.4時間となりました※1。

男性の育児休職取得促進

帝人グループ国内主要12社では、次

世代法に基づく行動計画（2005～2006）

に、男女社員の育休取得促進や子育て期

間中の勤務時間の配慮などを盛り込んで

います。この計画の達成には男性社員の

育児参加が鍵となるため、男性社員の育

児休職取得の促進を図る各種施策を実施

しました。

ワークライフバランス施策の推進

女性新卒総合職採用数と割合の推移※2
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女性管理職割合の推移※2
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女性管理職割合：管理職数全体に占める女性管理職の
割合。

2007年度は2007年4月入社者数

※1：国内主要グループ会社12社平均。ただし管
理職およびみなし労働の一部営業職を除き

ます。

※2：2002年度までのデータは、帝人（株）の社員
数を、2003年度以降は主要グループ会社12
社（国内グループ会社社員総数の80％）を母
数としています。

・時間外労働の事前申請制
・効率アップのため、職場単位の業務改善
・ノー残業デーの徹底
・タイムマネジメント研修等による意識改革
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名の再雇用実績があります。結婚・出産・

育児・介護・配偶者の転勤など、家庭の事

情で退職し、原則として退職後3年以内に

退職事由が解消した人を対象として、採

用ニーズと合致した場合に退職時と同じ

待遇で正社員として再雇用します。

また、配偶者の転勤に際し本人が同居

を希望する場合、配偶者が帝人グループ

社員であるかどうかに関わりなく、配偶

者の赴任先近辺で転勤先を探し、できる

だけ退職させずに帯同転勤を可能にする

よう努めており、これまでに数名の実績

があります。

サポート労働力（正社員以外）の適正活用

契約社員、パートタイマー、派遣社員

などのサポート労働力の適正活用に努め

ています。サポート労働に関しては、帝

人グループ内での自主点検を実施し、業

務内容の領域をすべて見直して関係法規

を遵守するよう、今後も努力を続けます。

帝人グループの国内主要8社では、

2006年4月に育児休職取得の要件を緩

和することで男性社員の取得促進を図り

ました。さらに、帝人グループの男女社

員を対象にキャンペーンを実施し、育児

休職を2日以上取得した社員に、子育て

に役立つテイジン製品をプレゼントしま

した。このキャンペーンの結果、2006

年度中に、帝人グループ合計で43人の

男性が育児休職を取得しました。

ボランティア休職制度

帝人グループは、ワークライフバラン

スとボランティア活動促進の観点から、

国内主要グループ会社8社を対象に、

2002年度よりボランティア休職制度を

導入しています。2007年3月末現在、ボ

ランティア休職の利用者は25人です。（参

考→P43ボランティア休職制度）

退職者再雇用制度「HELLO-AGAIN」

帝人グループ国内主要8社では、社員

の多様化の一環として、家庭の事情での

退職者を正社員として再雇用する制度

「HELLO-AGAIN」を2001年に導入し、4

育児休職の取得者数推移※2
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育児・介護支援に関する制度

育児休職期間延長
（2005年4月改定）

勤務時間の短縮等の制度

育児支援インフラ

介護休職（2005年4月改定）

「HELLO-AGAIN」制度

1歳半または1歳を過ぎた最初の4月30日までの、いずれか長い期間
のうち本人が希望する期間※3

育児：小学校1年まで、1日2時間以内で短縮可能※4

介護：1年間、1日2時間以内で短縮可能※4

社外保育施設・ベビーシッターサービスの法人契約※5

対象者1人につき、最大365日（分割取得可）※3

本文参照※4

※3：主要グループ会社11社　※4：主要グループ会社8社　※5：国内グループ会社77社

2006年度退職者内訳※2

全体

416

定年

211

自己都合

205

Topics

私は2003年4月1日よりボランティア

休職制度を利用し、特定非営利活動法人

大阪NPOセンターでボランティア活動を

はじめました。

いざ休職するとなると、年齢や定年時期

のことなどいろいろな不安が頭をよぎりま

したが、あえて決断した最大の理由は、数年

前に母が病気になり私が休職し介護するし

かなかったことでした。その後家族や親族

の協力で何とか乗り切ることができました

が、それを機会に介護やボランティアを真

剣に考えるようになりました。

ボランティア休職を終えるにあたり振り

ボランティア休職を終えるにあたり

返ってみると、この制度の発展のためには、

たとえばボランティア休職の方々のネット

ワークをWeb上につくっていただくと相互

の励みになり、帝人の社会貢献の何たるか

を発信する場になるのではと思います。活

動の内容を発表する場があれば、後続の

方々の指針にもなり、情報の共有化にもな

るのではないでしょうか。加えて、健康診断

など会社の提供するサー

ビスも可能な限り享受で

きれば、さらに制度の活

用が広がると思います。

山田栄喜
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産業界・大学・政府機関との協動

社会性報告

CSRの理念に基づいた調達、物流、研究開発をめざして
これまで実施してきたグリーン調達から、取引先の社会的側面にも配慮するCSR調達へ展開しています。

また、産官学との連携を通じて、さまざまな研究活動を行うほか、

フォーラムの開催、次世代の研究者に対する支援を行っています。

2006年度より、取引先のCSR推進状

況についてアンケートを開始しました。

取引先の負担を軽減するため、Webサイ

トからのアクセス回答方式を採用した

CSR取引先アンケートシステムを開発。

2007年4月現在、主要取引先90社を対象

とした回答を「CSR取引先評価基準」に

より分析し、データベース化しています。

CSR取引先アンケートシステムの開

発により、各取引先の時系列的な実態の

把握が可能となるなど、データの運用度

が高まりました。これらの情報は調達先

にもフィードバックし、取引先のCSR活

動改善に役立てていただいています。今

後、CSR調達の持続的な発展のための基

礎としていきます。

グリーン調達・グリーン購入

これまで、「グリーン調達ガイドライン」

に基づき、対象品目の取引先に対して環

境マネジメントシステムの構築確認およ

び構築要請を行うグリーン調達を実施し

てきました。現在、帝人グループの製品に

含まれうる原料・資材中の化学物質のグ

リーン管理に取り組んでいます。化審法

物質、RoHS規制対象物質等化学物質の

管理について、帝人グループの化学物質

自主管理指針の改訂により、購入管理を

強化するとともに、2006年度に化学物質

データベースシステムを開発し、帝人グ

ループで購入する原料・資材中の規制化

学物質の一括登録管理を開始しました。

文具・事務用品、オフィス用品は、「グ

リーン購入ガイドライン」を定めて購入

しています。2006年度のグリーン購入割

合は76％でした。

グリーン物流

物流分野では、帝人グループ地球環境

憲章にそって、環境負荷の低減に取り組

んでいます。省エネではモーダルシフト、

帝人グループは、さまざまな原材料、

機器、部品などを世界中の企業から調達

しています。近年高まるCSR要請に応え

るべく、帝人グループの原料・資材調達

に関する考え方や基準を公開し、公正で

透明な購買・調達活動を展開しています。

2006年度、帝人グループWebに「帝

人グループの購買・調達活動について」

のサイトを作成しました。帝人グループ

の購買・調達活動の基本方針をはじめ、

購買・調達の流れ、新規お取引開始まで

の手順などを公開しています。

調達における社会的信頼性を高めるた

めには、取引先のCSR取り組みと協働し、

両者一体となった活動をすすめることが

必要です。そこで「CSR調達ガイドライ

ン」を定め、取引先との公正な関係の再

構築をすすめています。

CSR調達

帝人グループの購買・調達方針について
http://www.teijin.co.jp/japanese/about/about06_04.html

化学物質管理データベース

Topics

帝人グループの物流における中核会社

である帝人物流では、全社一丸となって

グリーン物流と安全・顧客満足に取り組

んできました。2004年に安全性優良事業

所認定、2005年にグリーン経営認定と

ISO9001を取得。また、トラック輸送か

ら環境負荷の少ない鉄道輸送への転換も

すすめており、2006年には徳山支店と岩

国営業所でモーダルシフト優良荷主表彰

を受けました。

一方、トラック輸送についても車両更新、

デジタルタコメーターの導入、エコドライ

ブ教育などの成果で、燃費効率は年々上

帝人物流（株）におけるグリーン物流

昇しています。これらの活動は帝人グルー

プ外の企業からも高く評価され、グループ

外企業からの受注額割合は現在40％まで

に高まっています。

デジタルタコメーター搭載車の燃費実績表
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トラックへの積載率向上による運行便の

適正化等の諸施策を、省資源では製品輸

送時に使用するパレット等の包装材料に

ついてリサイクル、リユースを実行して

います。

2006年度はとくにグローバル化で増

大する海外生産品の輸入物流について、

大幅な環境負荷の低減を達成しました。

従来、海外で生産した中間製品を一旦松

山に陸揚げし、その後トラックで三原の

加工工場に輸送していましたが、加工工

場の最寄港に直接陸揚げする体制に変更

し、国内トラック輸送量（トンキロ）を前

年対比70％削減しました。また、最寄港

揚げをすでに実現している生産品につい

てはコンテナの大型化により輸送便数を

前年対比13％削減しました。

環境負荷の管理体制の強化にも取り組

んでいます。環境負荷データ算定システム

を構築し、グループ主要会社について帝人

グループが手配する国内輸送貨物の輸送

トンキロおよびCO2排出量を定量的に把

握できるようになりました。このシステム

を活用し、環境負荷低減を目的にPDCA

のサイクルで管理していく予定です。

第一線で活躍する大学の研究者や学生な

どを招待し、講演やパネルディスカッ

ションなどを実施。若手研究者に対する

表彰なども行われました。

日中大学合同プログラムを支援

帝人は、東京工業大学・清華大学（中

国・北京市）大学院合同プログラムのス

ポンサー企業となり、清華大学からの留

学生の支援を行っています。このプログ

ラムは、日中両国の学術・産業界をリー

ドする人財を輩出させることを目的とし

たものです。

2007年3月に行われた2大学の合同シ

ンポジウムでは、バイオテクノロジーの

分野における両大学の最先端の発表に加

え、帝人から再生医療研究のトピックス

紹介を行いました。

帝人グループでは、たゆまぬ研究開発

活動が事業の持続的成長をもたらすと認

識しています。産官学連携への取り組み

も1970年代からさまざまな分野ではじ

めており、大学、政府機関や民間企業と

の共同研究を通じて技術戦略を推進、加

速しています。たとえば、基礎研究・未

来技術分野では大学や公的研究所と協

働。商品化・応用化技術では顧客と共同

開発を行っています。また、研究技術者

の能力深耕を図るため、学会・研究会等

に積極的に参加させ、また、国内外の大

学に研究者を派遣しています。

産学連携強化を目的に

「帝人21世紀フォーラム」を開催

帝人グループでは、中期経営計画

「STEP UP 2006」の技術戦略として、産

学連携を強化した「オープンイノベー

ション」戦略をすすめています。2007年

2月には、高分子・バイオ関連分野の研

究者とのネットワーク構築および若手研

究者の育成を目的とした「帝人21世紀

フォーラム」を開催しました。国内外の

産官学での共同研究

Topics

環境省Webサイトに続き、チーム・マイ

ナス6％のWebサイトにも帝人グループの

エコバッグが掲載されました。有限責任中

間法人ロハスクラブと協働で取り組んだ

「My Design エコバッグ×エコサークル」

の活動について、アースデイ東京などのイ

ベントの写真入りで紹介されました。

「チーム・マイナス6％」Webサイトに帝人のエコバッグ掲載

日中大学合同プログラム（東京・日野市の東京研究セ
ンターで）

帝人21世紀フォーラム
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社会貢献・コミュニケーション

社会性報告

企業市民として社会とのコミュニケーションを推進
「環境」「社会教育」「国際交流」を重点領域にし、グループ共通の社会貢献プログラムとして

自然保護活動を展開しています。

また、事業所、グループ各社においても独自の社会貢献を推進しています。

グループ共通の社会貢献プログラム

「環境」「国際交流」「社会教育」を重点

領域に設定していますが、2006～2008

年度の中期計画においては、とくに自然

保護活動をテーマにプログラムを策定

し、グループ社員のボランティア活動を

軸にすすめています。2006年度は、ボラ

ンティア活動をすすめる社員の啓発を目

的に、まず、社員を対象にして、日本自然

保護協会、日本野鳥の会との共同プログ

ラムとして、社員を対象とした「自然観察

会」「探鳥会」等の“自然に親しむ会”を10

カ所で開催しました。また、これらの実

施に先立ち、「自然観察会リーダー講習会」

「探鳥会リーダー講習会」を実施していま

す。2007年度は、社員がボランティア

リーダーとして、NPOと共同で環境教育

のプログラムを実施できるようリーダー

研修を推進していく予定です。さらに、

緑化・里山保全活動の運営、海外の植林

プロジェクトにも取り組みます。

■社会貢献については、帝人グループ企業行動

規範、企業行動基準に明記。また、2006年度
には社会貢献の目的、基本方針を設定。

・「企業行動規範」「企業行動基準」

http://www.teijin.co.jp/japanese/about/
about04_04.html
・社会貢献の目的、社会貢献基本方針

http://www.teijin.co.jp/japanese/eco/
eco07.html

帝人グループは企業行動規範、企業行

動基準に則り、2006年度より社会貢献

の基本方針等を設定しました。2003年3

月に日本経団連の1％クラブに入会し、

以後、経常利益の1％以上を目標に社会

貢献費用に充てています。

また、個々の社員が社会貢献や地域貢

献等の公共活動に取り組めるように、ボ

ランティア休職制度、骨髄提供者・消防

団員登録者への公認休制度等、社員のボ

ランティア活動を支援しています。実際

の取り組みとしては、事業所、グループ

会社が個別に推進する企業市民活動に加

え、2006年度よりグループ共通の社会

貢献プログラムを推進しています。

社会貢献活動の推進

グループ社員のボランティア活動を
ベースにプログラムを実施
【実施内容】
1. 自然に親しむ会の企画・運営

1）自然観察会の企画・運営
2）探鳥会の企画・運営

2. 緑化里山保全活動の実施
3. 海外植林プロジェクトの実施

【社員のボランティア活動育成】
1. 自然観察会リーダー講習会
2. 探鳥会リーダー講習会

帝人グループ共通プログラム（06年度～）

Topics

2006年度は、講習会を通じて、グルー

プ社員の方に“自然観察からはじまる自然

保護”を学んでいただきました。また、貴

社主催の「自然観察会」を地域の自然観察

指導員がご案内して実施し、参加者には、

忙しくて見過ごしがちな身近な自然を題

材にして自然に親しんでいただきました。

2007年度は「自然観察指導員講習会」（東

京、山口）に共催いただき、自然観察会も

協働で継続・拡大する予定です。

自然観察指導員は私どもの独自の人財

育成制度ですが、自然を守る社会をつくる

には、NGOだけでなく、自治体や大学、そ

してCSRに意欲的な企業とも連携してい

共同プログラムを実施している日本自然保護協会（NACS-J）志村様より

ます。そのひとつが帝人です。近年の自然

保護事情として、生物の多様性を損なう開

発を事前に回避したり、持続可能という

キーワードで未来の社会を考えようとい

う試みもはじまっています。NACS-Jも、

帝人のみなさんと一緒に地域貢献として

力強い活動を展開していきたいと思って

います。

志村智子

日本自然保護協会

（NACS-J）

普及広報部・部長

ボランティア休職制度

青年海外協力隊への参加時
の休み

骨髄提供（骨髄バンク）時の
休み

地域消防団出動時の休み

月次給与の85％の支給を受けながら、満50歳以上で勤続10年以上、
ボランティア活動に従事したい人が休職できます。50歳以上は最長3
年間、55歳以上は最長4年間です。

勤続2年以上で、終了後も帝人で勤務する意思のある人が「青年海外
協力隊」への参加をされる場合は、一定期間休職できます。

骨髄バンクへのドナー（骨髄提供者）登録から骨髄採取をするまでの
間、必要に応じて公認休を取得できます。

居住地区の消防団に所属し、天災地変時などに出動を要請された場合、
業務に支障のない範囲で公認休を取得できます。
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帝人の取り組み

芸術・文化・スポーツ等の支援

オランダに本拠を置くテイジン・トワ

ロン社がメインスポンサーとなっている

オランダ・アーネム・フィルハーモニー

管弦楽団が、2006年2月下旬から3月上

旬にかけて初の日本公演を行いました。

帝人は特別協賛として全国各地で行われ

る公演を積極的に支援しました。

また、アマチュアスポーツを支援する

ため、全国高校サッカー選手権大会、日

本車椅子バスケットボール選手権大会を

はじめ、日本テニス協会が主催する「テ

イジン全日本ベテランテニス選手権'06」

「幼稚園・小学校マナーキッズテニスプ

ロジェクト」についても協賛しています。

インドネシアの子どもたちへ

絵本を贈る活動

2006年5月、安居相談役（当時）から

の「日本の絵本を翻訳してインドネシア

の子どもたちに贈ろう」との呼び掛けに

対応してグループ社員より約1,000冊の

絵本が集まりました。帝人グループから

約30名が、絵本に翻訳シールを貼るボ

ランティアとして協力しました。これら

の絵本は、現地の教育財団を経由して図

書館や小学校に贈られます。

若き科学者育成のための奨学金制度

日本における化学繊維工業のパイオニ

アである久村清太氏の偉業を称え、国際

社会・文化の発展に貢献する若き科学技

術者を育成することを目的に、1954年

より帝人久村奨学金として貸与を行って

います。

大規模災害への支援

2006年5月に発生したインドネシアの

「ジャワ島中部地震」、2007年3月に発生

した「能登半島地震」に対して義援金を

拠出しました。

探鳥会（2007年1月、茨木市の耳原大池）ではグルー
プ社員・家族23名が参加しました。日本野鳥の会大阪
支部の方から説明をいただきました。

アーネム・フィルハーモニー管弦楽団の来日公演で
は、小林研一郎氏が指揮を務め、ソリストにピアノの
清水和音氏、ヴァイオリンの千住真理子氏を配して、
クラシックファンから絶賛されました。

自然観察会（2006年11月、東京・野川公園）では自然
観察指導員東京連絡会のご案内のもと、社員・家族19
名が参加しました。

「日本レーヨン工業の父」久村清太氏。帝人久村奨学
金は、これまでに約1400名もの学生に利用されてい
ます。

大規模災害への支援（2006年度実績）

ジャワ島中部地震

能登半島地震

帝人

TIFICO社

帝人

支援先

インドネシア政府

ジャパン・プラットフォーム

日本赤十字社

インドネシア国社会省

石川県庁

支援内容

1,000万円

50万円

50万円

60万円相当

物資60万円相当

500万円
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社会貢献・コミュニケーション

社会性報告

す。その他、清掃活動、森林ボランティ

ア活動、お祭り等、地元に密着した活動

も継続しています。

グループ会社の活動においても事業特

性、地域性に応じた社会貢献活動を実施

しています。たとえば、国内では帝人

ファーマにおける研究助成、学術振興を

目的とした寄付、帝人ファイバーの環境

教育、インフォコムのパソコン教室等が

挙げられます。

海外においても南通帝人有限公司（中

国）による上海市慈善基金会を通じた高

校生への奨学金提供、帝人によるアムス

テルダム市立美術館の新館増設に対する

寄付をはじめ、タイ、インドネシア、シンガ

ポール、アメリカ等の現地法人による社会

貢献活動も地道に行われています。

また、帝人労働組合等、帝人連合労働

組合協議会に所属する労働組合において

も各職場を通じた社会貢献活動を実施し

ています。

帝人グループでは、事業所、研究所、

グループ各社においても独自の社会貢献

活動を推進しています。たとえば、各地

のボランティア休職者等により実施され

る福祉活動や、松山事業所での「帝人

サッカースクール」、岩国事業所におけ

る「ミニ駅伝大会」等のスポーツ振興に

も積極的に取り組んでいます。インター

ンシップ受け入れも各所で実施していま

事業所、グループ各社等の取り組み

2006年5月14日に、秋の「第30回全国育樹祭」開催に
向けて、「ひろしま森林づくりフォーラム」と「里山林
育成の集い実行委員会」の共催で、会場周辺の森林整
備を実施しました。帝人グループ（三原事業所）から
60名の社員がボランティアとして参加しました。

「帝人サッカースクール」（松山事業所）には、小学生
190名が在籍しており、社員・OBはボランティア活動
で運営指導にあたっています。この4月には当スクー
ル主催で「帝人少年サッカー大会」が事業所南地区グ
ランドで開催されました。当スクールの生徒は「エコ
サークル」により再生された新ユニフォームを着て試
合に臨みました。

アムステルダム市立近代美術館。帝人は新館増設に対
して、総額約200万ユーロ相当のパラ系アラミド繊維
「トワロン」（テイジントワロン社生産）と、炭素繊維
（トーホー・テナックス・ヨーロッパ社生産）の複合材料
を寄贈します。

帝人ファイバー徳山事業所では「ゴミゼロクリーン
デー」として、毎年2回、事業所周辺から会社正門近く
にある陸橋や、最寄りの「櫛ヶ浜」駅周辺までの歩道
を清掃しています。

Topics

帝人労働組合においても職場を通じて

社会貢献活動を積極的に推進しています。

たとえば、ジャワ島中部地震に対して「緊

急義援カンパ」を実施し、インドネシアの

TIFICO労組へ410,500円送金しました。

また、難病に苦しむ、旭化成グループ

労働組合連合の組合員のご子息、逸郎く

んに対する支援カンパとして、242,478

円寄付しました。CSA（アジア連帯委員

会）が行っている、タイ王国やラオス人民

帝人労働組合が推進する社会貢献活動（2006年度活動事例）

民主共和国で貧しい生活を送っている

人々へ中古衣料を送り支援する活動とし

て段ボール数34箱分集め、併せて海外輸

送費カンパ41,248円寄付しました。その

他、上部団体のUIゼンセン同盟化学部会

の「愛の一円玉募金」活動（10月末・3月末

集約）に参加し、235,385円（10月末）、

248,193円（3月末）集約し、年2回、福祉

団体に寄付しています。
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製品・技術交流会

「ビジネスマッチング2006」

2006年10月、松山事業所は「ビジネ

スマッチング2006」に参加しました。こ

の交流会は高い技術などを持つ企業と、

開発や展開に意欲のある企業とがマッチ

ングさせることにより、愛媛県内の経済

を活性化することを目的としたもので

す。帝人グループでは「エコバッグ」（→

P18、42）や耐候性、防水性に優れた難

燃原着テント素材「シャガール」などを

展示しました。

睡眠時無呼吸症候群に関する

全国セミナー開催

帝人ファーマと帝人在宅医療は、日中

の眠気から交通事故の原因になり、生活

習慣病やメタボリックシンドロームとの関

係が深い、睡眠時無呼吸症候群（SAS）に

関する社会の認知度を高め、正しい知識

と予防・治療方法について普及啓発を行

うため、2007年2～3月、全国各地20会場

で市民公開セミナーを開催しました。

第33回国際福祉機器展への参加

2006年9月に帝人グループは、ヘルス

関連製品の統一ブランド“WELLIFE”の

もと、断熱性ウィンドゥフィルム、オゾ

ン消臭殺菌器、吸水性抜群の安心ショー

ツ、患者さん移動マット、転倒骨折防止

プロテクターなど、独創的な商品を展示

しました。

インターネット通販ショップ

「くらし＠サイエンス」リニューアル

NI帝人商事が運営するショップ「くら

し＠サイエンス」は開店2周年を迎えま

した。売上は初年度の2.2倍に増え、会

員数はメルマガ・買い物会員を合わせ約

1万人に到達しようとしています。これ

を機に「アレルギー対策ページ」を新設

する等、利便性向上を狙い、リニューア

ルを行いました。

コミュニケーション活動

ビジネスマッチング2006 国際福祉機器展（H.C.R2006） http://www.kurashi-science.com

Topics

2006年度PRアワードグランプリ・ルー

ティン部門賞を受賞

「PRアワードグランプリ」は日本パブ

リックリレーションズ協会が主催するも

ので、PR技術の質的向上およびPR業務

に対する社会各方面の理解向上と関心の

拡大を図るために設けられています。

「ルーティン部門賞」は日常の広報活動で

大きな成果を上げた活動を対象としてい

ます。

わかりやすい広報・IR活動をめざして

「帝人技術フォーラム―Innovationで未

来を拓く！」開催

2006年11月にマスコミ関係者やアナ

リストを対象に帝人グループの技術力や

技術戦略の方向性を紹介する目的で開催

されました。リクルートの技術系大学生

を含め約400名に参加いただきました。

今回は中期経営計画で設定している注力

4分野に焦点を当て、パネルとサンプルを

展示。また、山岸隆CTO（グループ技術責

任者）よりグループ全体の技術戦略を紹

介しました。

「だけじゃない、テイジン」シリーズ広告

が「日経BP広告賞」優秀広告賞を受賞

「日経ビジネス」に4回にわたり掲載し

た「だけじゃない、テイジン」のシリーズ

広告が2007年の同賞を受賞しました。当

社の素材や事業について、テレビCMでは

伝えきれない特長や優位性、また用途の

幅広さをインパクトのあるビジュアルで

紹介したもので、B to B企業の広告とし

て、わかりやすさや今ある姿をきちんと

伝える姿勢が評価されました。
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専門家からのご意見

第三者意見

慶應義塾大学文学部卒、シカゴロヨラ大学大学院博士
課程修了。慶応大学商学部准教授、哲学博士。わが国
における企業倫理学、応用倫理学の第一線の研究者で
あるとともに、経営倫理実践研究センターを通じて多
くの企業の企業倫理教育やコンサルティングも手がけ
ている。著書『ビジネスの倫理学』（丸善）ほか。

トップメッセージで長島社長が、「ガバナ

ンスと事業戦略とCSRは三位一体である」

と明言している点に大変共感できます。トッ

プがこのような哲学を持って、CSRに取り

組んでいることが改めて印象的でした。

「行動基準」を9年ぶりに大幅改定し、

CSRに対応させた新しい企業倫理ハンド

ブックを配布したことは大きな意味がある

と思います。ステークホルダーを意識し、

CSRの実践を業務と一体化して「新しい行

動基準に集約する」という設定は、非常に合

理的です。会社によっては環境というと組

織ができ、企業倫理やCSRが出てくるとま

たその組織ができ、それぞれが別個に活動

しているところもありますが、帝人には合

理的に統合化してゆく文化を感じます。

CSR的観点から新たに国際的な視野での

「多様な文化・慣習の尊重」を取り入れてい

ますが、これはユニークな発想だと思いま

す。また注目したいのは、「ワークライフバ

ランスの向上」を盛り込んだ点です。ワーク

ライフバランスについては、CSR報告書で

触れている会社はありますが、このように

きちんと行動基準に取り入れている例は珍

しいといえましょう。来年は、特集のテーマ

にしてみてはどうでしょうか。特集で現状

を把握し、これが5年後、10年後どうなるか

という定点観測をすると面白いと思います。

特集の「ステークホルダーダイアログ」で

は、リサイクル推進のためには法整備まで

しなくてはいけないという意見もあり、専

門的なところに踏み込んだ読み物として興

味深い内容になっています。

アメリカでは、CSR報告書の簡易版や

Webへの掲載が潮流となってきています。

帝人グループにも今後は、Webでさらなる

情報拡充を期待したいと思います。

慶應義塾大学経済学部卒、東京海上火災保険（株）、慶
應義塾大学経済学部教授を経て現職。環境問題全般を
専門とし、IPCC第3作業部会リードオーサーや、
OECD貿易と環境合同委員会日本政府代表、産業構造
審議会等政府の各種委員会の委員、ISO/TC207気候
変動対応委員会委員長等を務める。著書に『環境マネ
ジメント』（放送大学教育振興会）、『地球環境問題と企
業』（岩波書店）ほか。

帝人のCSR報告書は、極めて真面目な内

容であるというのが第一印象です。すべて

の事業活動を的確に把握し、社会に対する

企業の責任を一生懸命に果たそうという気

持ちが全体から伝わってきます。帝人グ

ループのCSRの備えは、ほぼ万全であると

いった感です。例えば、温暖化の問題、化学

物質管理、廃棄物問題、それから原料のグ

リーン調達、環境教育と、企業として関連の

ある範囲はほぼすべてをカバーしています。

あえて言えば、何か思いもかけない事態

が発生したときの危機管理が気になります。

ISOの品質管理も環境管理も、システムの規

格にすぎません。具体的な危機管理システ

ムを確立していることを期待します。

冒頭の社長挨拶では、一番重要な課題と

して地球温暖化が挙げられています。最近

では、G8サミットでも毎年取り上げられて

おり、誠に時宜を得た認識と思います。企業

の地球温暖化対策としては、私は経団連によ

る自主行動計画の確実な実施が最も重要だ

と思いますが、帝人グループも自社が属す

る業種の状況とそこでの自社の役割という

視点で記載があるとなお良いと思います。

また、特集の完全循環型リサイクルシス

テム「エコサークル」で紹介されている繊維

to繊維事業は、帝人が合繊業界のリーダー

としてぜひ世界に発信してほしいと思いま

す。ところで今回は、世界初のボトルtoボト

ルの技術開発についての記載が少ないのが

残念です。次回はその成果とともに、本当

にリサイクルさせていくシステムを問題提

起されてはいかがかと思います。

さらに帝人グループの役割のひとつは、

技術開発・革新を活かしたCSRだと思いま

す。次回、この面で特筆すべきことがあれば、

ぜひ詳細に記載を願いたいと思います。

主としてガバナンス、企業倫理について改訂版『企業倫理ハンドブック』にCSRを盛り込んだ合理性を評価
慶應義塾大学商学部　准教授・哲学博士　梅津 光弘 様

主として環境マネジメントについて地球温暖化対策の一翼を担う帝人グループの技術開発・革新

東京大学先端科学技術研究センター　客員教授　山口 光恒 様
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自治体職員として労働行政・消費者行政に約30年間携
わる。NGO／NPO活動では、1991年、企業の環境へ
の責任について研究・提言するバルディーズ研究会に
参画。2004年同会メンバーによる「CSR研究会」を設
置した。主著として『効果が見えるCSR実践法』『CSR
経営』『グリーンコンシューマーになる買い物ガイド』
（いずれも共著）など。

帝人グループは雇用･労働のシステム改革

に意欲的であり、特に女性の採用や登用、

ワークライフバランスの実現に積極的であ

ることがこの報告書からうかがわれます。

CSRとは「社会問題を起さず、社会的課題

を解決することである」と考えますが、労働

分野では、労働時間、女性労働、ワークライ

フバランス、賃金体系、正社員･非正社員の

賃金･教育格差、請負労働など数多い社会的

課題に向かい合う企業の姿勢が問われてい

ます。この報告書では、ダイバーシティ対応、

ワークライフバランス、社員満足度調査結果、

人財開発諸制度などが重点的に4ページの中

に集約され、前年より一歩すすんだ活動の情

報が示されています。

「女性活躍推進」では、総合職採用での高

い女性比率が維持され、管理職登用が計画

的に推進されている状況が分かります。ワー

クライフバランスについては、子育て問題に

限定せず、労働時間、子育て支援、ボラン

ティア活動支援などの幅広い枠組みによる

記述となっています。

法的責任を果たしている障がい者雇用は、

社会的責任としてさらに雇用率向上を図る目

標値設定が望まれます。

別立て2ページの労働安全衛生の分野で

は、安全成績での数値目標の達成を評価し、

休職者増加と対策強化の記述があるメンタ

ルヘルス問題の改善を期待します。

おわりに、CSR課題を基本的・拡張的･選

択的と3区分されていますが、国連グローバ

ルコンパクトが人権･労働･環境･腐敗防止の

4分野・10原則の提唱をしているように「人

財・労働」はCSRの「基本部分」であると認

識していただくこと、また、現ページ数によ

る情報開示の制約を乗り越えるための増

ページをされるよう期待します。

京都工芸繊維大学工芸学部卒、大阪府立社会事業短期
大学専攻科修了。大阪ボランティア協会事務局長。
NPO法人日本NPOセンター副代表理事。関西CSR
フォーラム、CSRを応援するNPOネットを立ち上げるな
ど、市民活動の立場からCSRの推進に取り組んでいる。
著書『NPOがわかるQ＆A』（岩波書店）ほか。

今回のCSR報告書で一番注目にあたいす

るのは、やはり特集の「ステークホルダーダ

イアログ」でしょう。完全循環型リサイクル

システム「エコサークル」を推進していく上

での苦労や課題が分かり、各界からの意見

を受けての白熱した議論は、非常に面白い

と思いました。帝人グループの「社会と対話

している」姿勢がよく伝わってくるとともに、

「開かれた企業」という印象を受けました。

できれば、ステークホルダーダイアログを

継続してやっていただきたいと思います。

二番目の大きなポイントは、「自己評価表」

です。全体の活動状況がよく分かり、かつ

CSR中期活動目標の一つひとつの項目に対

して自己評価をしている点は大変すばらし

いと思いました。

さらに特筆すべきことは、人財マネジメ

ントでボランティア休職制度利用者が、同制

度発展のためのアイデアを提案しているこ

と。同制度利用者間のネットワークづくりな

ど、次なる目標が見えてくるようなメッセー

ジが面白いと思いました。

社会貢献の活動そのものに関しては、緑

化や国際協力など活躍のフィールドも増え、

ステップアップしている様子が伺えます。

帝人グループは化学製品製造をベースにし

ているメーカーなので、自然環境を重視す

るのは当然だと思うのですが、実際、社員の

皆さんにはいろいろな個性があってさまざ

まなボランティア活動に関心をもっている

ことでしょう。

ボランティア活動は、無償の行為という

点で恋愛に似ています。選ぶ基準は「好きで

あること」。そこで社員の皆さんにボラン

ティア活動をわかりやすく情報提供し、参加

しやすくする工夫が大切だと思います。

主として人財・労働安全マネジメントについてパフォーマンスの向上を評価し、一層の情報開示を期待

バルディーズ研究会　共同議長（CSR研究会世話人） 緑川 芳樹 様

主として社会貢献・コミュニケーションについてステークホルダーとの対話を大切にする「開かれた企業」として期待

社会福祉法人大阪ボランティア協会　理事・事務局長　早瀬 昇 様



49 TEIJIN CSR Report 2007

第三者審査報告

第三者意見

昨年度に引き続き、CSR経営のグローバルな展開

を中心とした視点から審査手続を実施しました。

環境パフォーマンス指標に関しては、化学物質の排

出量・移動量の把握・集計において、帝人グループの

ルールが浸透していない事業所が本年度も一部認め

られ、引き続きその浸透に向けての取り組みが期待さ

れます。一方で、廃棄物排出量の集計シートをより海

外拠点にも分かりやすいフォーマットに変更するなど

により、集計データの精度向上に努められています。

社会性パフォーマンスに関しては、すでにコンプラ

イアンスリスクマネジメント、品質保証マネジメント

など広い領域でグローバルな管理が実践されていま

すが、一部、人財マネジメントなどの領域においては

多くの指標の集計・開示範囲がグループ中核の国内

10社程度にとどまっています。特にこの領域におい

てはその諸施策の拡大には困難が伴うものではあり

ますが、引き続きこれに努められ、関係する指標の

より広い範囲での集計、開示が望まれます。

あずさサスティナビリティ（株）

マネジャー

牧 多恵様

第三者審査の手続き

審査計画の策定

審査手続き

最終原稿チェック

審査判断

第三者審査報告書提出

第三者審査実施報告会

●事前準備および
　審査計画

●作成・開示方針に
　係る質問

●審査対象原稿の入手

●帝人本社、
　グループ会社における
　審査諸手続の実施

●事業所往査

●CSR報告書の
　最終原稿のチェック

●判定会議

●第三者審査報告書提出

●第三者審査実施報告会

前年度指摘事項の対応状況について質問。
報告対象範囲、把握・集計方法の変更について確認。
審査日程、視察する事業所を選定。

審査対象となるCSR報告書の原稿を入手。

CSR報告書の作成・開示方針について質問。
帝人における社会的責任（CSR）の考え方について質問。

データの把握・集計・開示について帝人の定める基準を検討。
データの把握・集計プロセスについて質問。その内部統制を評価。
分析的手続、証憑突合、計算突合、閲覧等の手続を実施。
データの表示の妥当性について検討。�

海外2工場での現場視察及び審査手続を実施
（Teijin Polyester（Thailand）、Teijin（THAILAND））�

最終原稿のチェックとともに修正依頼事項の反映のあり方を最終原稿から評価。�

あずさサスティナビリティの品質管理規定に則り、審査チームの実施した手続と
審査結果を判断し、判定会議にてあずさサスティナビリティの審査の結論として確定。�

第三者審査の結果である「第三者審査報告書」を帝人に提出

第三者審査の実施した概要及び実施過程において気づいた事項を報告書としてまとめ、
帝人に報告。
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読者からのご意見

第三者意見・第三者審査報告を受けて

Q.3.1.情報のボリューム�

多すぎる　14人

物足りない　0人

無解答　2人�

やや少ない　4人� 適切　54人�

よく満たしている
26人�

不十分　0人

無解答　1人�

やや不十分　11人� 満たしている
36人�

Q.3.2.情報の充足度�

非常に探しやすい
9人�

物足りない　1人

無解答　1人�

やや探しにくい　17人� 探しやすい
46人�

Q.3.3.情報の検索性�

十分信頼できる
43人�

まったく信用できない　�
0人

無解答　1人�

やや信用できない　4人�
ほぼ信頼できる�
26人�

Q.3.4.内容の信頼度�

Q.3.5.内容の理解しやすさ�

非常に理解しやすい　�
11人

とても理解しにくい�
2人

無解答　2人�

やや理解しにくい　9人� 理解しやすい�
50人�

非常に読みやすい�
16人�

読みにくい　2人

無解答　2人�

やや読みにくい　11人� 読みやすい
43人�

Q.3.6.誌面の読みやすさ�

非常に深まった
21人�

わからない　1人 わからない　1人

無解答　1人�

変わらない　6人� ある程度深まった　�
45人�

Q.3.7.帝人グループへの理解�

非常に高まった�
27人�

無解答　1人�

変わらない　7人�
ある程度高まった�
38人�

Q.3.8.帝人グループへの信頼感�

主なご指摘事項

■企業理念が「Quality of Life（生活の質？）」
というのはおかしいのでは？

■現場の声や商品の環境配慮などの具体的な

例がもう少し欲しいように思われます。

■CSR会計、目標計画の一覧表、グローバル
情報があるとよいのでは。

■それぞれの項目に対する自己評価をされて

はどうか？

■有名なボトルtoボトルなどのエコサークル
に興味があったが、記述が少なく満足な情

報は得られなかった。2005年のトピックで
はないかもしれないがやはり載せて欲しい。

■ビスフェノールA等環境ホルモン物質の排
出に関する記述がほしい。

■サプライチェーンの箇所で、具体的にどうい

う方法で、児童労働を阻止しているのか、

チェックしているのかを知りたかった。

■海外の採用状況が欲しい（賃金等）

■出来る限り、日本語で表現して欲しい。カタ

カナ、アルファベット表現はレベルが高いと

勘違いしているのでは？

■ESHとかCSROとか社内略語が多い

「2006年 帝人グループCSR報告書」

をお読みいただいた方々から2007年3

月末現在74通のアンケート回答をお寄

せいただきました。皆様からいただいた

ご意見を、今後のCSR活動の推進と報告

書の改善に活かしていきたいと考えてい

ます。ここでは、皆様のご意見をいくつ

かご紹介します。

2007年版CSR報告書として特に以下の点

に注力しました。

①CSR報告書として何が重要な報告事項

なのかの絞り込み② 可能な限りの指標化③

ステークホルダー意見の反映④一般読者に

も分かりやすい記述⑤2006年版報告書との

連続性などです。

2006年度は、CSR中期計画の1年目にあ

たりますが、前年にご指導いただきました

分野別専門家のご意見や、監査法人の指摘

事項、また熱心な読者の皆様からいただい

たアンケート等は報告書だけではなく、

CSR活動そのものの質的な改善に大いに役

立ちました。

ステークホルダーダイアログの実施や、

NPOのご協力のもとに実現した「自然に親

しむ会」の運営、自己評価表の導入などが、

まさにそれにあたります。

ご覧のとおり、ステークホルダーダイア

ログでは、私たちが想像もできなかったア

イデアや戦略をご提案いただき驚かされま

した。加えて今回も分野別専門家の皆様か

ら多くの御指摘や助言をいただきました。

また、監査法人ご指摘の「社会性報告の一

部にはデータと施策の対象範囲がグループ

全体を代表できてない部分がある」について

は、今後の課題として受け止めています。つ

まり、2003年の持株会社移行後、異なる歴

史を持つ会社が混在する中で、グループ共

通の人事基本方針のもとで各社独自の制度

運営が行われていますが、今後はグループ

共通の指標を持つことも検討したいと思い

ます。

最後に、今回も少なからぬ取引先企業、自

治体、NPO等諸団体、また個人の実名を記

述させていただきましたが、皆様にCSR報

告書の趣旨をご理解いただき、情報開示に

ついては多大なご協力をいただきました。

この場を借りて心から御礼申し上げます。

帝人株式会社　CSR室



〒100-8585 東京都千代田区内幸町2-1-1（飯野ビル）
お問い合わせ先：CSR室
TEL：03-3506-4508 FAX：03-3506-4037
ホームページ http://www.teijin.co.jp

環境報告書審査・登録マークは、当
該CSR報告書に記載された環境情
報の信頼性に関して、日本環境情報
審査協会の定めた環境報告書審
査・登録マーク付与規準を満たして
いることを示すものである。�印刷サービスのグリーン購入に取り組んでいます� レスポンシブル・ケア�

この報告書は再生紙および大豆インキを使用しています。

植物が生きるために重要な役割を果たしてい

る気孔。晴れている時に開き、葉から水を蒸

散させ、根から水や養分の取り込みを促しま

す。同時に光合成に必要な二酸化炭素を取り

込み、光合成によって生まれた酸素を放出し

ます。帝人ファイバーの「MRTファイバー」は、
汗に反応して生地の目が開き、通気性が約2
倍に向上する自己調節機能繊維です。自然に

変化して、快適な着心地が維持できるのです。

さらにナイキ社と手を結び、「ナイキ スフィア

リアクト」として、世界に向けた販売展開を行

っています。汗をかいても汗をしっかり吸い

取り、すばやく乾いてしまうウェアとして好評

です。

自然の中のお手本に学ぶ。

・・・それが帝人グループの考え方です。

2007年6月発行


