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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周年に当たる1993年6月に「企業理念」を制定。

持株会社制に移行した2003年4月、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。

CSRの基本方針（2012-2015）

企業理念

社会と共に成長します
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

社員と共に成長します
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.社員と共に、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

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

ブランドステートメント

「Chemistry」「Solutions」は、それぞれ21世紀の帝人グループが目指す「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。

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

Quality of Life

1. 事業戦略とCSR経営を共通価値として認識し、社会の持続的発展へのドライビングフォースとする。  
2. 社会の経済環境変化にスピーディーに対応しつつ、「帝人らしいCSR」を希求して、「CSR先進企業」との社会的認知を
グローバルに獲得・維持して、帝人が世界に存在感のあるグローバル・エクセレンスを獲得することに寄与する。 

3. 環境経営を積極的に推進し、「地球環境との共生」を図る。  
4. 安心・安全な製品やサービスの提供を通じて、クオリティ・オブ・ライフの向上を実現する。 
5. コンプライアンス、リスクマネジメントなどの基本的CSR活動を徹底し、他社の模範となる。 
6. 社内外のステークホルダーとの双方向対話やその発展への積極的関与により、ステークホルダーの満足度向上に努め、
Win-Winの関係を構築する。

1 TEIJIN CSR Report 2012

30



CONTENTS

ホームページURL http://www.teijin.co.jp

お読みいただくに当たって
「2012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）活動について、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して
います。特に帝人グループにとって重要で、かつ社会にとっても重要なテーマ
についての取り組みは特集としてまとめました。

〈参考としたガイドライン〉
・「環境報告ガイドライン2007年版」（環境省）
・「サステナビリティ レポーティング ガイドライン2006」
 （Global Reporting Initiative）

GRIガイドラインの項目に対応する報告には、　　　　のように該当番号を記
載しています。

冊子とWebの連携
誌面の制約で掲載できない情報はWebサイトに掲載し、本冊子の関連する
ページの上段に記載するとともに、最終ページに一覧を掲載しています。

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、分かりやすさ、見やすさ
に加え、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、
検索性にも配慮しました。

信頼性への配慮
帝人グループは、経営全般にわたり透明性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。この観点により、本報告書の記
述内容については、KPMGあずさサステナビリティ（株）による独立保証を受け
ています。なお、保証対象指標には★マークを表示しています。

報告対象範囲
報告対象期間は、原則として決算期（2011年4月～2012年3月）ですが、一部、
暦年（2011年1月～12月）のもの、2012年4月以降の活動も含みます。報告
対象組織は、原則として全ての帝人グループ（帝人（株）と国内グループ会社67
社、海外グループ会社81社）を対象としています。ただし、環境・安全マネジメン
ト、人財マネジメントなどの一部の項目については、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サイトでは、紙面の制約で本冊子に掲載できなかった関連情報（事業を通
じた社会への貢献、財務情報、環境配慮型製品に関する詳細情報等）を掲載し、
随時更新しています。その他、以下の資料がありますので参考にしてください。
・CSR Report（英語）
・帝人グループ会社案内（日本語／英語）
・Annual Report（日本語／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）

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

発行年月および次回発行予定
2012年6月発行（次回発行予定：2013年6月）  ・年1回発行

発行責任部署および連絡先
帝人株式会社　CSR企画室
TEL：03-3506-4508　FAX：03-3506-4037
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　帝人グループでは、持続的な発展のための中長期経営戦略を

2年近くかけて検討し、中長期経営ビジョン「CHANGE for 

2016─持続的成長を実現するための革新と実行─」として取り

まとめ、2012年2月に発表しました。長期課題として、2020年

に世界が抱える経済的課題、社会的課題、環境課題をシミュレー

ションし、これらの課題に対するソリューションを提供することに

こそ、帝人グループの持続的発展の機会があると考えています。

従来、帝人グループは素材ビジネス、ソリューションビジネスと

いう事業区分をしてきましたが、今後は素材ビジネスといえども、

ソリューションの提供に寄与するものでなければ成長は難しいと

考えています。帝人グループは、世界が直面している難題に正

面から取り組んでいきます。

　2011年度の帝人グループの収益力は、売上高で8,544億円、

営業利益では340億円ですが、今後は成長分野への集中的な投資

とM&A、効果的なアライアンスの推進などによって世界の課題解決

により多く貢献し、5年後には売上高は1.3兆円、営業利益では1,000

億円、2020年近傍ではそれぞれ2兆円、2,000億円を目指します。

グループの持続的発展に向けて
世界が直面する難題に正面から取り組んでまいります

世界的な課題に対するソリューションを提供することで
成長を目指します

中長期経営ビジョンの概要

グル
世界

トップ
メッセージ

世界的な課題に対するソリューションを提供することで
成長を目指します

中長期経営ビジョンを発表されましたが、
そのポイントはどのようなことですか

中長期経営ビジョンとCSR課題

　帝人グループは2007年に「環境経営宣言」を発表しました。

環境経営とは、原料調達から生産、製品の使用、廃棄まで、あら

ゆるプロセスを含む製品のライフサイクル全体で環境負荷を低

減させる経営であり、その3本の柱として「環境保全」「環境配慮

設計」「環境ビジネス」を掲げてきました。「環境保全」は日常の事

業プロセスにおいて環境負荷を低減する取り組み、「環境配慮設

「環境保全」「環境配慮設計」「環境ビジネス」の３本柱で
環境経営を推進します

　昨年3月11日に起きた東日本大震災では、在宅医療事業とフィ

ルム事業で大きな被害を受けました。在宅医療事業では、多くの

患者様が、地震、津波、原発事故などで深刻な被害を受けておら

れる状況でした。被災地で事業に関わる社員の懸命な努力と被

災地以外の社員による応援に加え、被災地域の皆様からも多大

なご協力を賜った結果、6月中旬には事業活動を定常状態に戻

すことができました。今回の在宅医療事業の震災対応では、

1995年の阪神淡路大震災や2004年の新潟県中越地震などの

経験が生かされました。フィルム事業では、宇都宮と茨城の事業

所で製造設備が損壊するなど深刻な被害を受け、生産ラインが

復旧したのは６月末でした。それまでの期間、お客様、お取引先の

皆様には大きなご迷惑をおかけいたしました。

　また、昨年10月に始まったタイの洪水では、ポリエステル繊維

事業の3工場が冠水するなど甚大な被害を受けました。日本から

駆けつけた応援部隊が今年3月末には帰国できる状態になりま

したが、まだ復旧途上であり、今後もさらに努力を続けます。

　こうして振り返ると、この1年間、国内外で大きな自然災害に

遭遇したわけですが、私は何度も帝人グループの企業理念を思い

起こしました。「Quality of Lifeの向上」「社会とともに成長する」

「社員とともに成長する」──これが私たちの企業理念です。事故

や災害に遭遇しても、お客様をはじめ、社員とその家族など、ス

テークホルダーの皆様の安全を守ること、また事業者として供給

責任を果たすことの重さを痛感いたしました。帝人グループは早く

からリスクマネジメントと事業継続計画（BCP）に取り組んできま

したが、この1年の教訓を生かして、その内容を再点検し、より一

層災害に強い企業体質を構築していきます。

事業継続計画（BCP）を再点検し、
より一層災害に強い企業を目指します
事業継続計画（BCP）を再点検し、
より一層災害に強い企業を目指します

CSRに関する課題に対しては
どのように取り組んでいきますか

※ 幾つかの世界トップクラスの事業を持ち、グローバルに事業展開し、
社会から認められ、またそこに働く者が誇りを持てる企業であること。

① 顧客が必要とするソリューションを提供し、利益を伴う持続的成長
を実現する

② 社会と価値の共有を図り、先端技術を基盤とした事業活動を通じ
て社会の発展に寄与する

③ 世界に存在感のあるグローバル・エクセレンス※を獲得する

長期ビジョン

① グリーンケミストリー、ヘルスケア、およびその融合領域での成長
戦略推進

② 既存事業の「幅出し・深掘り」による高度化・拡大
③ 新規事業育成に向けた研究開発の強化
④ 戦略遂行のための組織改革
⑤ 徹底的・継続的なコスト構造改善の推進

基本方針

業績目標

2016年度

（売上高） （営業利益）

2020年近傍

1.3兆円・・・・・

・・・・・

1,000億円

2兆円 2,000億円
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計」は環境負荷低減に貢献する製品と生産プロセスについて自

社基準を設けて設計する取り組みです。また、「環境ビジネス」は

環境改善への貢献自体を目的としたビジネスです。

　この3本の柱に沿って、われわれ帝人グループの取り組みにつ

いてご紹介します。

　「環境保全」への取り組みの一例としては、地球温暖化防止に

向けたCO2削減が挙げられます。2020年目標として「1990年

対比20％のCO2削減（国内）」を定めましたが、これはすでに

達成したため、現在は新たに「帝人グループ全体の生産量あたり

のCO2排出量を前年対比１％以上改善する」という目標を掲げ、

さらなる削減に取り組んでいます。

　次に「環境配慮設計」の一例として、在宅医療用酸素濃縮装置

「ハイサンソ7R」についてご説明します。機器の運転状況を自動

的にモニタリングするシステムに対応するなど、高い機能を備え

ながら、消費電力は業界最小を実現し、省エネルギーに貢献する

製品です。帝人グループには、このほかにも約30種類の「環境

配慮設計」基準を満たす製品・プロセスがあります。

　そして「環境ビジネス」では、われわれが蓄積してきたケミストリ

技術をベースとしたさまざまな製品やサービスが挙げられます。

具体的には、植物由来原料を使ったバイオプラスチック（高耐熱性

ポリ乳酸「バイオフロント」やポリカーボネート系樹脂「PLANEXT」、

植物由来PET「PLANTPET」など）、製品の軽量化や長寿命化に

貢献する素材（炭素繊維やアラミド繊維）などがあります。また、

ポリエステル製品を高純度の原料に再生するケミカルリサイク

ル技術も「環境ビジネス」の1つです。2012年3月には、中国化

学繊維工業協会との間で、中国の化学繊維産業と関連産業の発

展、および中国における帝人の繊維産業の発展に向けた相互連

携について基本合意しました。合意項目には中国での「循環型リ

サイクルシステムの構築」に帝人グループが中国の有力企業と

協力して推進していくことが含まれており、今後、中国での化学

繊維産業の持続可能な発展に貢献できると考えています。

　このように、環境経営がグループ全体の事業に波及し、その

フィールドがグローバルに拡大してきたことに対応して、2012年度

には「帝人グループ環境経営推進部会」を立ち上げました。今後は

この部会が中心となって、帝人グループ全体の成長戦略との統合

を図りつつ、環境経営への取り組みをさらに進めていきます。

と掲げてきました。

　2000年当時、海外のグループ会社では女性が男性と対等に

活躍しているのに対し、国内ではそこまで至っていなかったので、

「女性活躍推進室」を設置し、女性が活躍する上で障害となって

いた職場での性別役割分担意識の改革や、結婚や出産などライフ

イベントに際しても活躍し続けられる人事制度への改革など努

力を続けてきました。

　同時に、総合職の新卒採用においては30％以上を女性とし、また

女性管理職の増員目標を設定して取り組んできました。2000年

当時分社化前の帝人の女性管理職は10名程度でしたが、2011年

には分社化後のグループ主要12社で約80名までになりました。

今や女性は重要な戦力として存在感を高めており、5年後の2016年

には160名に倍増することを目標に育成していきます。

　「女性活躍推進室」は2007年度に「ダイバーシティ推進室」と

改称して役割を拡大し、2009年度には「グローバル人事室」を設置

しました。これらの組織が中心となって、性別・年齢・国籍・人種・

障がいの有無を問わず、世界中の優れた人財を公平に採用・育成・

配置し、思い切り活躍できる場所を提供できるよう、グローバル

視点での人事制度改革を進めています。

　また、2009年度に設置した「健康管理室」を2012年に8名体制

に増強し、予防的観点から社員の心身の健康づくりに努めます。

　これらの人財強化の施策が、中長期的に必ずや帝人グループ

の成長を支えてくれるものと期待しています。

　これからも帝人グループは、こうした取り組みを通じて世界中で

「Quality of Lifeの向上」を推進してまいります。皆様には引き

続きご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

　帝人グループは企業理念の1つとして「社員と共に成長します」

グローバルで人財を強化して社員と
グループの成長を図ります

2012年6月

代表取締役社長執行役員CEO
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帝人グループの事業展開

“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。

多彩な事業をグローバルに展開
“Hum
ソリュソリュ

多彩帝人
グループの
概要

グループ社員数の推移

2011年度 連結売上高の割合（2012年3月31日現在）

■ 帝人（株）の概要（2012年3月31日現在）

1918年（大正7年）6月17日
70,816百万円
〒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 東京都千代田区霞
が関3-2-1（霞が関コモンゲート
西館）
TEL：03-3506-4529（代表）
代表取締役社長執行役員CEO
大八木 成男（おおやぎ しげお）

インターネットホームページ
http://www.teijin.co.jp

創 立
資本金
大阪本社

東京本社

代 表

■ グループ概要（2012年3月31日現在）

持株会社 1社
国内グループ会社 67社
海外グループ会社 81社
　合計 149社

国内社員数 9,708人
海外社員数 7,111人
　合計 16,819人

・臨時社員は含まない。

一般生活者

素 材 原 料

製 品 サービス

お取引先企業
（お客様）

お取引先企業
（お客様）

流通・リテイル
2,246億円（26.3%）

その他
408億円（4.8%）

高機能繊維
1,207億円（14.1%）

医薬医療
1,430億円（16.7%）

化成品
2,154億円（25.2%）

事業セグメント別割合 顧客所在地別割合

売上高
8,544億円

ポリエステル繊維
1,099億円（12.9%）

日本
5,190億円（60.7%）

欧州他
703億円（8.2%）

米州
710億円（8.3%）

中国
1,219億円（14.3%）

売上高
8,544億円アジア

722億円（8.5%）

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（人）
国内 海外

（億円）
連結売上高　 連結営業利益

（%） （%）

（年度）2010

7,588

17,542

9,954

2007

8,668

19,125

10,457

2008

8,785

19,453

10,668

2009

8,581

18,778

10,197

2011

7,111

16,819

9,708

10,366

652

8,157

486

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

1,200

1,000

800

600

400

200

0

8,544

（億円）

（年度）20102007 2008 2009 2011

9,434

7,658

180 134

6.5

0.83 6.1

0.94

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

1.2

0.9

0.6

0.3

0.0
（年度）20102007 2008 2009 2011

1.18 1.18

1.9 1.6

連結売上高・営業利益の推移 主要経営指標の推移

有利子負債株主資本比率（D/E）
総資産営業利益率（ROA）

340

4.5

0.89

2.1 2.2 2.3 2.4

2.6 2.7 2.8 LA1

　1918年に日本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148社のグルー

プ会社が「合成繊維」「化成品」「医薬医療」

「流通・製品」「IT」などの多彩な分野で事業

活動を展開しており、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。社員数は事業の再編などによって

変化していますが、現在のグループ社員数

16,819人のうち、7,111人が海外法人で

働く社員で、そのうち日本からの出向社員

数は187人です。なお、2011年度の国内・

海外を合わせた臨時社員の年間平均雇用

数は2,412人でした。

　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持たない業種

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

生活者の暮らしに深く関わっています。
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①緊急連絡

②安否確認

高機能繊維事業本部 炭素繊維・複合材料事業本部

タッチパネル用フィルム「エレクリア」

　医薬品の製造・販売と在宅医療機器の製
造・サービス提供などを展開。高尿酸血症治
療薬や在宅医療においては海外展開も推進
しています。

　高強力、高弾性を有するパラ系アラミド繊
維と耐熱性や難燃性に優れたメタ系アラミド
繊維を展開しています。特にパラ系アラミド
繊維は世界シェア約50％を占めています。

2012年2月に発表した中長期経営ビジョン｢CHANGE for 2016｣の実行に当たり、2012年4月に事業グループを再編しました。

　炭素繊維「テナックス」と、それを使用した
炭素繊維複合材料（CFRP）を展開しています
（→P13-14）。炭素繊維としては世界第2位
の生産能力を持っています。 　2012年4月、安

心・安全・省エネタ
イプの在宅医療用
酸素濃縮装置「ハイ
サンソ3S」を発売し
ました。停電・故障
時に音声メッセージ
で対処方法をご案
内する機能を備え
ており、患者様に安
心してお使いいた
だけます。

　「テナックス」は、高強度・高弾性による軽量特性を
活かし、航空機用途や風力発電用のブレード（羽根）
などに活用されています。また、帝人（株）複合材
料開発センターは、
CFRPに熱可塑性樹
脂を使用することで、
世界で初めて1分以
内に成形可能な技術
を確立し、CFRPによ
る成形部品の用途開
発に注力しています。

　軽量で優れた強度を
誇るパラ系アラミド繊
維「トワロン」は、防護衣
料、自動車のブレーキ
パッドなどの摩擦材や
タイヤの補強材、光
ファイバーケーブルの
補強材などに広く使わ
れています。

災害発生を一斉通報
一斉通報通　報

事
務
局

登
録
者

ユーザーの安否を確認
安否登録安否状況

登
録
者

事
務
局

エマージェンシー
コール

携帯電話・PHS・メール・
一般電話・ポケベル・FAX・

衛星携帯電話

「エアロシェルターⅡ」

「エマージェンシーコール®」の仕組み

高機能繊維・複合材料事業グループ ヘルスケア事業グループ

IT事業グループ

新事業開発推進グループ

フィルム事業本部 　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。　太陽電池のバックシートや液晶TVのディス

プレイに使われるポリエステルフィルムの
生産能力は世界トップクラス、自社開発のポリ
エチレンナフタレートフィルムの世界シェアは
ほぼ100％です。

樹脂事業本部

　主力のポリカーボネート樹脂の生産能力は
アジアナンバーワン。コンパウンド技術、加工
技術などを生かし、新幹線や自動車の樹脂窓、
LED照明、タッチパネル用フィルムなど、幅広
い分野に製品を供給しています。

　「エマージェンシーコール」は、安否確認や迅速・
確実な相互連絡のために開発されたシステムで
す。天災や犯罪被害などのリスクから子どもを守
るという有効性が認められ、多くの私立小学校で
採用されています。

　タッチパネル用フィルム「エレクリア」を市場に
供給展開しています。これは、帝人化成（株）が製
造するポリカーボネートフィルムと、帝人デュポン
フィルム（株）が製造するポリエステルフィルムの2
材料をベースとして用いた薄くて軽い透明導電性
フィルムです。

電子材料・化成品事業グループ

流通・製品事業本部 ポリエステル繊維事業本部

「エルク」

　帝人（株）に設置された新事業開発推進
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。

　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。

　衣料、インテリア生活資材、産業資材などを
製造・販売するほか、循環型リサイクルシステム
「エコサークル」をグローバルに展開しています。 　革新的セパレータ「リエルソート」は、リチウムイ

オン2次電池（LIB）の安全性向上や長寿命化、高
容量・高出力化を実現します。急増するタブレット
PCや自動車などに向けた次世代LIB仕様のデファ
クトスタンダード化を図ります。

　「エルク」は、弾力性・耐久性・通気性に優れた高
機能クッション材です。使用後に「エコサークル」を
活用することでリサイクルも可能です。燃焼時の
有毒ガスの発生も最小限に抑えます。

　超軽量・コンパクトな大型仮設テント「エアロ
シェルターⅡ」は、軽量・高強力なポリエステル織物
「パワーリップ」をベースにしています。外気を通し
にくく、難燃性も有していることから、仮設避難施
設やイベントなどに活用されています。

革新的セパレータ
「リエルソート」

製品事業グループ

オール熱可塑性CFRP
車体骨格コンセプトカー

「トワロン」が
使われている
光ファイバーケーブル 「ハイサンソ®3S」

TEIJIN CSR Report 2012 6



災害時のCSRを考える

東日本大震災での在宅医療支援

災特  集 1

東日本大震災発生
（14時46分）

酸素濃縮装置 603台

酸素ボンベ 17,173本

マスク式人工呼吸器 74台

人工呼吸器用バッテリー 284台

東北地方へ投入された医療機器（2011年3月末現在）

3   11月　　　日

3   13月　　　日

3  15月　　　日

3  16月　　日

3  18月　　日

3  31月　　  日

3  12月　　　日
福島第一原発で爆発事故発生、
半径20km圏内に避難勧告

東北地方全域で停電。

災害対応支援マップシステム「D-MAP」
を活用して、地震発生から10分後に、
被災地域に居住する約25,000人の患
者様リストを作成。本社災害支援本部
のスタッフ約50人が、電話による患者
様の安否確認を開始。

帝人在宅医療（株）石巻駐在所が津波
により浸水。

石巻赤十字病院に避難し
てきた患者様用に酸素濃
縮装置50台を設置。そ
のほかにも宮城県下で
17施設に112台を設置。

東京電力が翌日からの計画停電実施を発表

東北電力が
翌日からの計画停電の実施を発表

地震発生の4分後、帝人
在宅医療（株）は「災害対
策マニュアル」に基づき、
仙台支店に災害対策本部
を、東京本社に災害支援
本部を設置。

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

〈安否未確認患者数〉
（人）

2011年3月31日までの被災全地域の安否確認進捗状況

3/11 3/13 3/19 3/25 3/313/25 3/31

3月末で の
安否を確認

99.8%

98.8%確認
91.6%確認

52.3%
確認

災害対策本部では、安否確認の電話連
絡と同時に、酸素ボンベ充填所の被災
状況を確認。神奈川支店を酸素ボンベ
集積地とし、患者様、医療機関に酸素
ボンベ・酸素濃縮装置の手配を開始。

応援要員の第一陣が仙台に到着し、停電エリア内の緊急度の高い在宅酸素
療法の患者様に酸素ボンベを配送。

福島地域では、放射線量計
で被曝量を確認しながら活動

コールセンター

全国各地からの応援要員が東北の被災地に次々に到着。

計画停電エリアの営業所とボンベディーラーが協力し、
酸素ボンベ配送体制を強化。

東京電力より計画停電が発表されたため、計画停電予定地域への周知連絡を開始。

臨時物流拠点を設置。

仙台営業所で、自宅や避難所を直接訪問して在宅酸素療
法の患者様の安否確認を本格化。

患者会「東北白鳥会」と連携して、テレビ・ラジオ・新聞などの
メディアによる安否確認の呼びかけを開始。

3月末で99.8％の安否を確認。

山梨県に酸素濃縮装置などの臨時物流拠点を設置。

援援

回 ステークホルダーダイアログ（医師、患者会の皆様との対話）第6回

3   14月　　　日
東京電力が計画停電を実施

2011年3月11日に東日本大震災が発生。その直後から、帝人在宅医療（株）は被災地で医療機関や患者会と
連携しながら、在宅酸素療法の患者様の安否確認や患者様への携帯用酸素ボンベの配送などに奔走しました。
あれから約1年。今回の大震災への対応を振り返り、在宅医療事業が災害時に果たすべきCSRを考えました。

被災地支援計画を策定。東
北6県と茨城県への応援要
員派遣とコールセンターの
増員を実施。物流会社が被
災地への荷受を中止したた
め、トラック便をチャーター
し、酸素ボンベの輸送を開始。

4.17
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　帝人グループ・医薬医療事業の中核会社である帝人ファーマ
（株）の子会社、帝人在宅医療（株）。在宅酸素療法（HOT：Home 
Oxygen Therapy）用の酸素濃縮装置などを提供しているこの
会社は、東日本大震災の発生直後から仙台、福島の営業所を中
心に、総力を挙げて被災地の患者様を支援しました。
　在宅酸素療法とは、体の中に酸素を十分に取り込めない患者
に対し、長期にわたって自宅で酸素吸入をする療法で、家庭生活
や職場への復帰を可能とし、生活の質(Quality of Life)の向上を
図るものです。日本での患者数は、約15万人と言われています。
　今回のステークホルダーダイアログでは、石巻赤十字病院の
矢内先生、呼吸器疾患の患者会である東北白鳥会の高橋会長、
大友副会長をお招きして、あの大震災への対応を振り返るととも
に、将来の大災害への備えとして何が必要なのか、在宅医療事業
が災害時に果たすべきCSRとは何かを話し合いました。

岸田（司会）： 東日本大震災発生から約1年が経過しました。今後

も、いつ、どこで大災害が起きるか分かりません。南海地震や東

南海地震への警戒も必要です。そこで本日は、被災地でご尽力

いただいた皆様にお集まりいただき、将来の大災害に備えて何 

ができるか、何が必要かを考えてみたいと存じます。皆様には、

開催日時 2012年3月28日（水） 午後3時～午後5時

会場 帝人在宅医療（株） 仙台支店 仙台営業所 会議室

帝人ファーマ（株）
在宅医療営業部門長付

担当部長

岸田 遼生
きし  だ りょうせい おおとも りょう

東北白鳥会
副会長

大友 良
たかはし あきら

東北白鳥会
会長

高橋 昭
や  ない まさる

石巻赤十字病院
呼吸器内科部長

矢内 勝
まつもと ただあき

帝人在宅医療（株）
仙台営業所
所長

松本 忠明
みやざき としろう

帝人在宅医療（株）
福島営業所
所長

宮崎 敏朗

患者会と協力してマスコミに働きかけ
患者様の安否確認情報を発信してもらう

ご自身の経験や、私ども帝人ファーマや帝人在宅医療へのご要

望、今後の課題などをお聞かせ願います。

松本： 帝人在宅医療・仙台営業所の所長として、まず、石巻赤十

字病院の矢内先生、東北白鳥会の高橋会長、大友副会長に御礼

を申しあげます。地震発生当日の3月11日、矢内先生と電話で

お話させていただいたことで、遠く離れた石巻の状況も把握でき

ました。高橋会長、大友副会長には、患者様の安否確認にお力添

えをいただきました。私どもでは、震度5弱以上の地震が発生す

ると、独自に開発した災害対応支援マップシステム「D-MAP」が

帝人の医療機器を使用しておられる被災地の患者様リストを自動

的に作成し、それに基づいて安否を確認して対応方法を決めてい

きます。しかし、患者様の中にはなかなか連絡が付かない方もい

らっしゃいましたので、ご協力にとても感謝しております。

大友： 当時、私も安否確認のためにあちこち飛び回っていたの

ですが、限界を感じていた、ちょうどその時に帝人の東京本社か

ら「患者様の安否確認でご協力をお願いしたい」という電話が入

りました。それで私は「テレビなどマスコミを通じて呼びかけよ

う」と提案し、「ぜひ、お願いします」ということになりました。3月

18日のことです。当時は交通手段もなく、自宅から一番近い

NHKの仙台放送局まで歩きました。NHKには、その種の要望が

たくさん寄せられていたそうですが、「呼吸疾患の患者会なら」と

いうことで、審査委員会からOKが出て放送してくれることになり

ました。また、宮城県庁に出向いて、県庁からも報道機関に協力

要請してもらえるようお願いし、19日には新聞に掲載され、新聞

社系の局でも放送されました。その後すぐに患者たちから「放送

で聞いた」「新聞で見た」と連絡が入り始めました。こうして、東北
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岸田: 高橋様は、患者会の代表として、今回の震災を通じて何を

お考えになりましたか。

高橋: 私が一番問題だと考えるのは、いわゆる「震災関連死」です。

今回の大震災では、避難生活をしているうちに体調を崩すなどし

て亡くなった「震災関連死」が話

題になりました。これら死亡者

の中には、在宅医療を受けてい

た患者も含まれていると思われ

ます。避難所の一角に救護所

が設けられておれば、速やかに

治療を受けて“関連死”を免れ

た方もいらっしゃったのではな

いでしょうか。こういうことを、

これから行政に理解してもらわ

ねばならないと思っています。

大友: 仙台市で問題だと思ったのは、呼吸器障害の患者が二次避

難所に入れなかったこと。二次避難所というのは、介護などを必

要とする方々を一時的に受け入れ保護する施設で、看護師さんが

受け付けて関係部長さんが承認すれば入れるのですが、在宅酸

素療法の患者は対象外でした。つまり、この病気への認識は極め

て低いのです。私は仙台市の相談員をしておりまして、市長から

の「何か問題があるか」という照会に対して、「二次避難所の入所

対象者に、酸素を吸いながら生

活している人もぜひ加えてほし

い」と伝えました。

岸田: 矢内先生、こうした状況

について、医師としてのご意見

をお聞かせいただけますか。

矢内: 在宅酸素療法をしている

患者さんのことを理解している

方々は、残念ながら非常に少な

いと思います。福祉避難所※に

は看護師や理学療法士が常駐し、医師が巡回して要介護の方々

に対応していたのですが、在宅酸素療法の患者さんを市職員は

把握していませんでした。どこかできちんと把握しておいてほし

いのですが。人工透析の患者さんの場合は、それができていま

す。在宅酸素療法の患者さんについても、各業者さんや各医療

機関を超えた立場から、患者さんの緊急度も含めた状況を把握

しておかねばなりません。有事の際、地域の民生委員や患者会な

どにその情報が伝わるようにし

て減災につなげる。災害を完全

には防げなくても、被害を最小

限にするために、いろんな場合

を想定し、また想定以上のこと

が起きても対応できる準備をし

ておくべきです。準備をすれば

するだけ被害が少なくなること

を今回十分に学んだのですか

ら。それが、災害死を減らすこ

とにつながります。

高橋: 地域によっては民生委員に行政が情報を伝えることになっ

ていますが、行政が普段から患者の状況を把握しておいて関係

者に伝える、というのは個人情報の問題もあって難しい面があり

ます。また、患者本人が町内会に登録するという試みもやってみ

たのですが、自分から登録する人はほとんどいなかったですね。

今のところ、患者を一番詳しく把握しているのは、酸素濃縮装置

や酸素ボンベを供給している業者さんではないでしょうか。

岸田: 実態は、そういうことかもしれません。しかし、矢内先生の

ご指摘のように各医療機関や各事業者を超える立場から、地域に

各医療機関や各事業者を超えた立場から
在宅酸素療法患者を把握しておく仕組みが必要

高橋 昭（たかはし あきら）

呼吸リハビリの重要性を説き、これま
でに多くのリハビリ教室を開催。今
回の震災では、身に付けた呼吸法で
危機を乗り越えた患者が大勢いた。

東北白鳥会 
会長

大友 良（おおとも りょう）

東日本大震災では、呼吸器疾患を有
する患者様の安否確認の呼びかけに
マスメディアを利用するため奔走。

東北白鳥会 副会長

矢内 勝（やない まさる）

地域の医療機関のうち唯一大きな
被害を免れた石巻赤十字病院で、在
宅酸素療法患者のためにHOTス
テーションを設置して対応。

石巻赤十字病院
呼吸器内科部長

6県の患者に、私たちが安否確認していることを周知することが

できたのです。

松本： マスコミへの働きかけが成功したのは、東北白鳥会様のご

協力があってこそです。NHKの放送が18日深夜に流れ、翌19日

には約92％、1週間後には約99％の患者様と連絡を付けること

ができました。後日、患者様宅に酸素濃縮装置などの点検に伺っ

た際、「テレビを見て安心した」「自分には東北白鳥会がついてい

るんだ、と感じた」という声をお聞きしました。

岸田: 今回の経験を通して学んだのは、大災害が発生した時、私

たち事業者は患者会様と連携してマスコミに働きかける必要がある、

ということ。そういった面でも、普段から各地の患者会の方々との

コミュニケーションを密にしておくことが大事である、と社内で話

し合っています。

※ 福祉避難所：二次避難所の一種。介助を要する高齢者、障がい者、妊産婦な
どへの特別な配慮がなされた避難所。

特  集  1
災害時のCSRを考える

第6回 ステークホルダーダイアログ（医師、患者会の皆様との対話）特集:第
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岸田: 矢内先生の石巻赤十字

病院では、院内の「リハビリテー

ション室」を「HOT（在宅酸素療

法）ステーション」として利用な

さったようですが、それについ

てお聞かせ願えますか。

矢内: 災害時には、帝人在宅医

療さんなど業者さんが患者

さんに対応する̶そんな動

きが阪神・淡路大震災で始ま

り、それがシステムとして、ある

程度うまく機能することが実証され、新潟県中越地震、新潟県中

越沖地震、宮城県内陸地震でもよく機能しました。一方、我々病

院も想定されていた宮城県沖地震への備えはしていたのです

が、あれほどの広域災害になり、呼吸器障害の患者さんが次々と

酸素を求めて病院にやって来る事態は予想していませんでした。

最初の日は10人、次の日は26人、その次は29人と、どんどん増

えて対応できなくなったのです。そんな中で考えたのが、リハビ

リテーションセンターには電気が通っていたので、ここをHOTス

テーションにすれば、かなりの人数の在宅酸素療法の患者さんに

利用してもらえるということ。そこで帝人在宅医療の松本さんに

相談して酸素濃縮装置を入れてもらうことにし、3月15日に50台

が設置されました。

松本: すぐに対応できたのは、以前から矢内先生といろいろお話

しさせていただいてきたことが功を奏したのだと思います。

岸田: 呼吸リハビリテーション※（以下、呼吸リハビリ）が今回の震

災で大変役に立ったという話を伺っています。その点について、

お聞かせください。

高橋: 東北白鳥会では、会員へのアンケートや、総会に来ていた

だいた方との懇談会で、呼吸リハビリについて尋ねました。そう

すると「白鳥会のリハビリ教室で習った呼吸法を実行しながら、静

会社の壁、組織の壁を超えた連携で実現した
病院内のHOT（在宅酸素療法）ステーション

いざというときに役立つ呼吸法を身に付けるためにも
呼吸リハビリを普及させたい

岸田 遼生（きしだ りょうせい）

28年間、在宅酸素事業に従事。日
本産業・医療ガス協会の在宅酸素部
会で部会長も務める。

帝人ファーマ（株）
在宅医療営業部門長付
担当部長

松本 忠明（まつもと ただあき）

宮城県における在宅酸素事業の責
任者として各方面と連絡・連携をと
りつつ、職場のリーダーとして社員
のメンタル面に配慮しながら陣頭指
揮をとった。

帝人在宅医療（株）　
仙台営業所 
所長

いらっしゃる全ての患者様を把握しておく必要もあります。私は

日本産業・医療ガス協会の在宅酸素部会の長を仰せつかってい

ることもあって、先日、東京都の薬務課に赴き患者登録の実態を

聞いてきました。その結果、人工透析が必要な患者様や筋萎縮

性側索硬化症の患者様は登録されているのに、呼吸器系の患者

様の登録はなされていないことが分かりました。

宮崎: 私は、行政の方々に何らかの方法で呼吸器疾患の患者様の

苦しさを理解してもらうことも大切だと思います。例えば、血中酸

素飽和度を指先で簡単に測る装置などを使って、90％を下回った

時の負担を体感してもらう、といったような方法も考えられます。

矢内: 各業者さんには、とても感謝しています。帝人在宅医療さん

も、ほかの業者さんも、病院に酸素濃縮装置や酸素ボンベなどを

可能な限り持ってきてくれましたし、空になったボンベがたくさん

あれば他メーカーのボンベも持って帰って全部充填してきてくれま

した。医療機器のメーカーや代理店は、緊急時には会社の壁を超

えて協力し、患者さんのためにできる限りのことをしてくれるとい

うことが分かり、安心しました。

岸田: 在宅酸素療法に関しては、医療関連サービス振興会の「マ

ル適マーク制度」というものが20年前からあり、全国で約220社

が認定されています。認定の条件に「24時間対応できること。対

応できない事由が生じた場合には地域内の他社に協力を仰ぐ『代

行保証』をする」という一項があって、そのことも機能したのだと

思います。

松本: 最近、多くの病院様から、当社が把握している地域の在宅

酸素療法患者数を知りたいと言われます。当社の災害対応支援

マップシステム「D-MAP」は患者

様の分布地図を出せますので

「個人情報を入れていないもの

ならお渡しできます」と説明してい

ます。私は、今回の震災で、今後

の対策のキーワードは「連携」だ

と感じました。事業者間の連携、

事業者と病院との連携、事業者

と患者会との連携、患者と患者会

の連携など。当社の「D-MAP」

を病院様に活用していただくこ

とも連携の一つですね。

矢内: 今後も、大規模災害が起こった時は、会社の壁や組織の壁

を超えて協力し、連携することが大切だと思います。
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かに落ち着いて家族の帰りや救援を待つことができた」という回

答がたくさんありました。嬉しかったですね。

岸田: 矢内先生、あらためて呼吸リハビリの意義をお教えいただ

けますか。

矢内: 特に慢性閉塞性肺疾患の患者さんにとって、呼吸リハビリ

は薬物療法と同じくらい重要です。呼吸法を身に付ければ、歩い

た時の血中酸素飽和度の低下がかなり防げます。今回も、酸素

ボンベなどが無い状況でも何とかしのげた患者さんが少なから

ずいた̶それほど重要です。だから、患者会が呼吸リハビリ教

室を開くのは素晴らしいことです。それに、患者どうしが話し合い

ながらリハビリするのは、励みにもなります。

大友: 最近、患者間で「呼吸リハビリはいいらしい」という認識が

広まってきており、例えば、山形市内でリハビリ教室を開いて欲し

いという声があがっています。東北白鳥会としても、十分にPRし

て教室参加者を増やしていきたいと考えています。

高橋: 東北白鳥会では5月から呼吸リハビリ教室の受付が始まる

のですが、「呼吸リハビリに参加しませんか」というチラシを作り

たいと思っています。そのチラシを帝人在宅医療さんが患者を

訪問する際に配布していただけると助かるのですが・・・・。

松本: はい、協力させていただきます。

岸田: 今秋も、日本呼吸器疾患患者団体連合会の定期総会が開

催されます。呼吸リハビリの有効性について、被災地以外の患者

様の関心も高まっていますので、東北白鳥会からご発言いただい

て、呼吸リハビリの普及につながっていくといいですね。

岸田: 実は本日、初めてドクター、患者会様、帝人在宅医療（株）

の3者が集まって対話する機会を持ったわけですが、このダイア

ログへの皆様のご感想をお聞かせください。

災害時のCSRを考える
第6回 ステークホルダーダイアログ（医師、患者会の皆様との対話）特集:第

一層の安心と信頼のために
̶キーワードは「連携」

宮崎 敏朗（みやざき としろう）

地震に加えて原発事故が発生した
福島では、“精神力との戦い”が今も
続いている。社員の健康に配慮しな
がら患者様のフォローを確実に遂行
できるよう指揮をとっている。

帝人在宅医療（株）　
福島営業所 
所長

矢内: 仙台の患者さんがどんなふうに震災に対処したのか、お話

が聞けて良かったです。これまでも石巻の患者さんのお話は聞い

ていたのですが、仙台での状況も詳しく知ることができ、医療従

事者、患者さん、業者さんが連携することや、行政に働きかけるこ

との大切さを再認識しました。

高橋: 今回の大震災では、地域

のクリニックの多くが機能停止

に陥りました。だから患者は、

相談するために大病院に殺到し

たのです。これからは、地域の

クリニックにも自家発電を導入

したり、クリニック同士の連携を

進めたり、といったことが必要

になるのではないでしょうか。

大友: 今回の震災では帝人在

宅医療さんの誠実な行動を目

の当たりにし、我々患者会も「何かしなければ」という思いを強く

し、問題に立ち向かっていくことができました。また本日は、みん

なで連携しあうことの大切さを実感しました。

松本: 帝人在宅医療のテーマは「安心と信頼」です。3月11日は、

第一歩をどう踏み出したらいいか、はっきり言って分かっていま

せんでした。でも、このダイアログで、患者様のために試行錯誤

したことは間違っていなかったんだと思いました。今後は、今回

のことを教訓に、皆様との連携を深め、一層の「安心と信頼」を

実現できるよう努めてまいります。

宮崎: このダイアログは、私たち事業者が防災・減災のために

果たすべき責任を考える貴重な機会になりました。矢内先生や

東北白鳥会様からのご教示を今後に生かしてまいります。

岸田: 私は、一事業者として、またこの業界の方々と連携して、よ

り良い在宅医療の実現のために努めていきたい、という決意を新

たにいたしました。本日は、お忙しい中、貴重なお話を聞かせて

いただき、ありがとうございました。

「在宅医療に携わる社員」によるダイアログも開催
在宅医療事業の東日本大震災対応に関するダイアログとして、

「医師、患者会の皆様」にお集まりいただいたこのダイアログの

ほか、「社員」によるダイアログも開催しました。その内容は

Webサイトに掲載しています。ぜひご覧ください。

※ 呼吸リハビリテーション：呼吸困難を改善するために、内科治療に加え、
理学療法（呼吸訓練、運動療法）、食事療法を組み合わせたもの。

特  集特  集 11
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　帝人グループでは、「トータル・リスクマネジメントの基本原

則」に基づきグループ全体のリスク管理を実施しています。中で

もBCPとBCM̶事業継続計画とその継続的見直しを中心課

題の一つに据えており、それらの遂行状況やグループ全体のリ

スクマネジメント計画およびその進捗は取締役会に報告されて

います。

　今回紹介した帝人在宅医療（株）は、「事業継続こそ患者様の 

安全確保に直結する」との基本認識に基づいてBCPを策定すると

ともに、「D-MAP」など独自システムをつくっています。こうした

TPL

TJTTJT

TCTTCT

約90約900人0人

約50約500人0人

約10約10約 0人0人

従業員数
（被災当時） 事業内容 操業停止 人的被害 洪水後の生産の

一部再開時期

被害状況

ポリエスポリエステルチッテルチッテ プ、ポリプ ポリリエステルエステル
長繊維・長繊維・短繊維・短繊維・工業繊維工業繊維の製造の製造

20112011年年
10月110月16日6日

20112011年年
10月110月12日2日

20112011年年
10月810月88日日日

なし

なし

なし

2012年2月9年 日日

2012年2月2年 月 9日

20 22012年 月年5月3日日産業用伝産業用伝動ベルト動ベルトのの
芯体コー芯体コー芯体 ドの製造ドの製造製造

ポリエスポリエステルチッテルチップ、プ
ポリエスポリエステル長繊テル長繊維・短繊維・短繊維の製造維の製造

略称

タイ水害での帝人グループの対応 ～冠水による操業停止から復旧、生産再開へ～

Teijin inn
(Thailand) (Th aand)na
LimitedeLimited
─TJT

TeiTeijinjin PoPolyelyestesteerr
（（ThaThailailandnd
jj

）Li）Limitmiteded
yy

TeiTeiTeijinjin（Th（Thailaila andandand））
LimLimiteitedd
j

TeiTeijinjin CoCordrd
（Th（Thailailandandand）Co）Co., LtdLtdd.
jj

社名

・タイの水害に関する最新情報はWebサイト（http://www.teijin.co.jp/floods_thailand.html）に掲載しています。

rd dd TeiT ijinjin CoC r
dd)))(Th(Thailailandand
─TTCTCT─T─TCo.Co , LLtd.td  ─

バンコク

TTeijin PolyesterTeijin PolyeTeijin PolyeeT esterei nT ijiij
((Thailand)((T ai((ThahaTh(T
LimitedL itL it demiteLimitmL mLLLL
─TPL──TPL─TPLT─ PPLLT────TPL

タイでは2011年7月から記録的な大雨が続き、河川の氾濫などにより国土の約3分の1が被災し
ました。帝人グループの生産拠点も4社のうち3社（TPL、TJT、TCT）が冠水して操業を一時停止
しましたが、人的被害はなく、復旧作業を進め、順次、生産活動を再開しています。

帝人のBCP、BCMについて ～東日本大震災、タイの水害を振り返って～

タイの生産拠点3社の概要と被害状況

現地と本社が一丸となって復旧に取り組む
　冠水被害が拡大した2011年10月14日、本社に「タイ地区水

害対策会議」を設置し、現地で立ち上げたタイ地区水害対策本部

の活動を支援する体制を構築しました。対策本部は事業・部門別

に主担当を置き、人命を最優先に、現地指揮、顧客対応、原料供

給支援、機材調達、技術的・人的支援、現地従業員支援、感染症・

健康対策などにあたりました。

　被災した現地3社は、現地社員・日本からの応援者による協力

体制の下、構内清掃、設備分解・洗浄などの復旧作業を経て、

TPLは2012年2月11日に、TJTは2012年2月29日に洪水被害

後の初出荷を実施し、その後も順次生産の再開を進めています。

代替生産によりお客様への販売・納品をカバー
　現地3社の操業停止後は、代替生産と他社からの調達による顧

客対応を早急に検討しました。ポリエステル長繊維・短繊維・工

業繊維は、帝人ファイバー松山・徳山・岩国の各事業所に加えて、

インドネシアや台湾のメーカーで代替生産を行い、顧客に対する

製品供給への影響を最小化しました。TCTでも、日系ゴムメー

カー向けに他社での代替生産によるカバーを実施しました。

TJT 浸水した工場内部
（2011年10月21日）

TCT 設備の試運転
（2012年3月9日）

TPL 浸水した工場
（2011年10月24日）

TPL 生産再開後の初出荷
（2012年2月11日）

日頃の備えが、東日本大震災に

おいても適切かつ迅速な対応を

可能にしました。それぞれの持ち

場で責任を全うした社員の皆

さんを誇りに思う次第です。

　また、タイ水害では直ちに現地および帝人本社に対策本部を

設置し、グループの総力を挙げて復旧に努めました。今後も、

BCP、BCMを含むトータル・リスクマネジメントを重要なCSRの

一つとして推進し続けていきます。

帝人株式会社
リスク管理室長

小山 保
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　炭素繊維は鉄の約10倍の強度を持ちながら重量は鉄の約４分

の1と極めて軽く、酸・アルカリにも強いなど、優れた特性を備えた

素材です。そんな炭素繊維と合成樹脂の複合材料である「ＣＦＲＰ

（Carbon Fiber Reinforced Plastics）」は、航空機や風力発電用

風車の構造材などとして普及しつつあります。

　自動車業界でも「安全性を保ちながら車体を極限まで軽くで

きる新素材」として、ＣＦＲＰが注目されています。これを使うことで、

現在、自動車の中で最大重量を占めているボディを軽量化すれば、

エンジンやトランスミッションなども小型化・軽量化でき、自動車

全体が大幅に軽量化する（軽量化スパイラル）ことで燃費がグンと

向上します。さらに、ハイブリッド自動車や電気自動車についても、

動力源である電池やモーターを小型化・軽量化でき、走行距離を

大きく伸ばすことができます。
軽量化の切り札として
期待を集める新素材「CFRP」

ボディ軽量化による波及効果

「熱可塑性CFRP」が開く未来への扉 ──
自動車の骨格重量を1/5にする

製品・技術での環境負荷低減

熱可塑性CFRPを使った
コンセプトカーの車体骨格

大人2人で軽々と
持ち上がる、

と
重量わずか

当社が開発した「世界初のＣＦＲＰ１分
成形技術」は、グローバル市場調査会
社フロスト＆サリバン社主催のアワー
ドや、化学業界の有力専門誌ＩＣＩＳの
「Innovation Awards 2011」で大賞・
部門賞を受賞するなど、世界中の専
門家から高く評価されています。

米国政府が、2025年モデルの燃費を現在平均の約２倍となる１L当たり23.2ｋｍ相当に引き上げる規制案を発表するなど、
「自動車の消費エネルギー削減」が世界的な課題となっています。そんな中にあって帝人グループは、強くて軽い新素材「炭素
繊維複合材料（ＣＦＲＰ）」を、わずか１分で成形する新技術を世界で初めて確立。これまで難しかった「量産自動車へのＣＦＲＰ採用」
を実現し、車体の大幅軽量化による燃費向上への扉を開きました。

軽量化の切り札として

「熱
自

製品

特  集  2

1,100kgの
自動車

710kg 減

合計

軽量化スパイラル

トランス
ミッション

ステアリング
ブレーキ

サスペンション
　

エンジン

電気部品

その他部品 

ボディ 

35%

47kg
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　しかし、従来のＣＦＲＰには量産型自動車には向かないという問

題がありました。量産車の製造工程では「タクトタイム（１工程に

要する時間）１分以内」が求められますが、従来のＣＦＲＰは製造プロ

セスが複雑になること、熱硬化性樹脂（加熱で硬化するタイプ）を

用いるために成型に時間がかかることから、この条件を満たせな

かったのです。当然、コスト高であることも課題でした。

　そんな中、帝人グループは2011年３月、これまでＣＦＲＰに用い

るのが難しかった熱可塑性樹脂（加熱すると軟らかくなるタイプ）

を使った「熱可塑性ＣＦＲＰ」の開発に成功。これによって製造プロセ

スを大幅に簡略化することで、世界で初めて「タクトタイム１分以

内」を実現し、量産車への採用の道を開きました。また、成形後の

形状変更が容易な熱可塑性ＣＦＲＰは、リユースやリフォームにも適

しており、自動車の走行時だけでなく、使用後を含めた製品ライフ

サイクル全体で環境負荷低減に貢献できる可能性を秘めています。

「タクトタイム１分」の壁を世界で初めて超えた

骨格重量を１/５に軽量化したコンセプトカー

量産車への本格採用に向け
米ＧＭとの共同研究開発を開始

オール熱可塑性ＣＦＲＰカー

・ 一方向性基材

中間材料の開発

成形技術の開発

①

②

接合技術の開発

炭素繊維の強度を最大限に
利用

・ 等方性基材
形状自由度と強度の物性
バランスに優れる

・ LFT※
射出成形用の高強度長
繊維ペレット

※ LFT：Long Fiber Thermoplasticpellet

・ 世界初の1分以内でのCFRPを
　成形する技術
・ LFTを用いた射出成形

・ 異素材間の
  接合技術

・ 熱可塑性CFRP
  同士の接合技術

CFRP CFRP CFRP 鉄・
アルミ

環境負荷低減に向けた熱可塑性CFRPの可能性

帝人とのパートナーシップにより、これまで一部のラグジュア
リーカーに限定的に使われ
ていたCFRPが、自動車業界
における新たな技術革新に
なると考えています。この技
術は、自動車業界の地図を
塗り替える可能性と、GMの
長年の技術革新を実証する
ことになるでしょう。

GM社副会長 スティーブ・ガースキー氏のコメント

帝人（株）複合材料開発センター　

誰も経験したことのない世界なので多くの苦労はあり
ますが、大きな技術革新を起こしつつあることを思う
と、大変やりがいを感じています。今後は熱可塑性
CFRPを多様な部品に適用することで地球環境負
荷を低減していきたいです。

熱可塑性CFRPを用いた成形品の設計と解析を担当しています。

新井 司

帝人からのコメント ～開発に携わって～

廃棄ロス
減少

CO2排出
量抑制

地球環境の負荷低減

部品点数
大幅削減

EV・HEV化
の加速

軽量化 1分成形

燃費向上 製造工程
短縮

熱可塑性ＣＦＲＰイノベーション

亀井炭素繊維・複合材料事業グループ長（左）、
GMスティーブ・ガースキー副会長（右）

　熱可塑性CFRPが量産車に本格採用されるには、車体構造材と

してのさらなる信頼性・安全性の確保とともに、修理・メンテナンス

など周辺技術の開発も求められます。

　2011年12月、当社は米国の大手自動車メーカー・ゼネラル

モーターズ（GM）社と、熱可塑性樹脂を使ったCFRPによる各種

部材などの量産技術に関する共同開発契約を締結、量産車での

本格採用に向け大きな一歩を踏み出しました。

　熱可塑性CFRPの事業化に向け、松山事業所（愛媛県）内に建

設中のパイロットプラントを2012年半ばに稼働させるとともに、

2012年3月に米国北東部に用途開発拠点として設立した「Teijin 

Composites Application Center」で部品開発を加速していきます。

　今後は、自動車用途を中心に熱可塑性CFRPが本格的に採用

されるよう国内外メーカーとの取り組みを進めていきます。また、

自動車部品のみならず、その他産業向け部品にも適用範囲を広

げ、軽量化によるCO2削減に貢献していきます。

　帝人グループでは自動車ボディに必要な強度や成形性を分析し、

「熱可塑性ＣＦＲＰ」を各部位のニーズに応じて使い分けられるよう、強

度特性が異なる３種類の中間材料を開発。合わせてＣＦＲＰ同士の強

固な接合や、鉄、アルミなどの異素材との接合技術も開発しています。

　2011年３月には、これらの新技術を組み合わせた電気自動車

のコンセプトカーを製作しました。

金属を極限まで削減した「オール

熱可塑性ＣＦＲＰカー」の車体骨

格重量は47kg。従来の鉄製

骨格の約５分の１という飛

躍的な軽量化を実現して

います。
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受賞

受賞

帝人グループにおける2011年度CSR活動に関する主なトピックスを紹介します。

ニュースフラッシュ

帝人コードレ（株）島根工場が
「大田市子育て優良企業等表彰制度」の
表彰企業第１号に選ばれました

タイの繊維グループ会社3社が
安全賞を受賞しました

帝人グループにおける2011年度CSR活動に関する主なトトピックスを

SRI（社会的責任投資）の構成銘柄に
継続選定されました

社会

社会 中国における奨学金事業を
拡大しました

　帝人（株）は、世界的に著名なSRI（社会的責任投資）の指標で

ある「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス」

の構成銘柄に3年連続で採用されました。さらに「ダウ・ジョーン

ズ・サステナビリティ・アジアパシフィック・インデックス」「FTSE4 

Good Index」「エティベル・サステナビリティ・インデックス」およ

び日本国内の代表的なSRI指標「モーニングスター社会責任投

資指数」の構成銘柄にも選定されており、帝人の社会的責任に対

する取り組みが、世界的に高く評価されています。

　また、世界を代表するSRI評価会社であるSAM（Sustainable

Asset Management）のCSR評価で「Bronze Class」を獲得。

帝人は、化学セクターで格付けを獲得した唯一の日系企業です。

　帝人グループで人工皮革事業を展開する帝人コードレ（株）の

島根工場が、大田市が主催する平成23年度「大田市子育て優良

企業等表彰制度」における表彰企業の第1号となり、表彰状と

「子育て優良企業ステッカー」を授与されました。育児などにより

出社困難な従業員の在宅勤務制度や育児休業後の職場復帰など、

会社を挙げて子育てを応援していることが評価された理由です。

　帝人グループでは表彰を契機として、子育て支援を含め、

グループ社員のより一層のワークライフ･バランス向上を推進。

今後も在宅勤務制度の

「場」と、子育てや介護を

支援する「時間」を幅広

く提供することにより、

企業として社員を全面

的にバックアップして

いきます。

　タイでポリエステル繊維の製造販売を手がけるTeijin 

Polyester（Thailand）Limited（TPL）とTeijin（Thailand）

Limited（TJT）、および伝動ベルト補強用ポリエステルコードの

製造販売を手がけるTeijin Cord（Thailand）Co., Ltd.（TCT）の

3社は、2011年8月、タイの安全賞として最も権威のある「National 

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

　TPL、TJT、TCTの3社は、安全強化週間を設けて各部署の

安全運動を推進し、経営陣による安全巡視を実施するなど、ESH

（環境保全、安全・防災、健康）活動を通じ、安全意識の浸透・高揚

に全力を挙げて取り組んでいます。

　今回、権威ある安全賞を受賞したことにより、タイ国内でESH

活動に力を入れている企業として、より高い信頼感を得られるも

のと期待しています。

　（公財）帝人奨学会（→P34）は、中国における奨学金給付事業

を拡大し、2012年度の年間給付人数を2011年度の1.5倍に相

当する36人にすることとしました。

　帝人グループは、成長戦略の一つとして中国やブラジルをはじ

めとするアジア・新興国を重点地域として業容拡大を図る「地域

ポートフォリオの変革」を掲げています。このたびの奨学金事業

拡大により、中国の優秀な人財の育成支援にさらに貢献すること

で、今後のグループ全体のプレゼンス向上につながることを期待

しています。
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受賞

社会

社会 被災地復興支援のために、さまざまな
プロジェクトをスタートさせました

開発途上国の子どもたちに給食を贈る
「TABLE FOR TWOプログラム」を導入しました

帝人ファイバー（株）が
「第13回グリーン購入大賞 優秀賞」を
受賞しました

　帝人グループは、社員が気軽に取り組むことができる社会貢献

プログラムとして、開発途上国の飢餓と先進国の肥満や生活習

慣病などの解決に取り組む社会貢献運動「TABLE FOR TWO※」

に参加しています。

　本プログラムは、社員食堂に寄付金付きメニューを導入して1

食につき20円を寄付し、この20円が「TABLE FOR TWO」を通

じて開発途上国の学校給食事業に寄付されるものです。2011

年10月から帝人（株）松山事業所、2012年4月から岩国事業所、

2012年5月から大阪本社の食堂で導入しています。

　この寄付金付きメニューは、低カロリーでヘルシーに調理され

ているため、社員の肥満対策や生活

習慣病対策などにも役立っています。

　帝人ファイバー（株）の「環境負荷低減への取り組み」が、グリーン

購入ネットワークが主催する「第13回グリーン購入大賞」において

「優秀賞」を受賞しました。

　帝人ファイバー（株）は、「バイオマテリアル」「リサイクル」「機能

素材」「製造プロセス革新」を融合させた「ハイブリッド戦略」により、

ビジネスを通じて環境負荷低減に取り組んでいます。

　今回の受賞は、ポリエステル製品の循環型リサイクルシステム

「エコサークル」の構築による異業種との連携・商品開発など、多

岐にわたる実績が高く評価されたことによるものです。

　メンズ・レディスウェアの小売専

門店を中心とした事業展開を行って

いる（株）テイジンアソシアリテイル

は、東日本大震災で被害を受けた地

域の工場で生産した約1万点に及ぶ

商品を「From 東北Factory」プロ

ジェクトとして、2011年6月から全

国小売店ネットワークでの販売を開

始しました。

　さらに帝人グループでは、福島大

学災害復興研究所と共同で立ち上

げた「ふくしま住空間研究会」の活動第一弾として、2012年2月

1日から「応急仮設住宅の居住環境改善プロジェクト」を開始

しています。

　また、震災復興支援のため「気仙沼～絆～プロジェクト」におけ

る企業連携体である「産総研スマートライフケアコンソーシアム」

に参画。排水処理装置とカーテンを寄付するなど、帝人グループ

全体で各プロジェクト総額で5億円以上（2011年3月～2012

年1月の期間）の支援を行っています。

献

習

にわたる実績が高く評価されたことによるものです。岐に

環境 生物処理による排水処理装置「MSABP®」
の有用性が国内外で認められました

　帝人（株）は日本下水道事業団と共同で、生物処理による排水

処理装置「MSABP」（→P44）のパイロット試験を約2年半にわ

たって実施してきました。その結果、2011年7月には、小規模下

水処理場で採用例の多いOD（オキシデーションディッチ）法と比

べ、余剰汚泥発生量を78％、電力使用量を12％削減（汚泥処理

分を含む）できる有用性を実証しました。

　また帝人（株）は、この「MSABP」を東日本大震災で被災した気

仙沼市の下水道復旧のために無償提供。下水処理場の暫定復旧

装置として採用されました。

　このほか「MSABP」は、中国・瀋陽市の下水処理にも採用され

ており、2012年3月には、複数箇所に分散した下水処理場の集

中管理を可能にしたとして、「第

5回中国環境産業大賞」におい

て「2011環境企業競争力大賞」

を受賞しました。

受賞 CSR報告書が「サステナビリティ
報告書賞優良賞」を受賞しました

　帝人（株）が発行した「2011年帝人グループCSR報告書」が、

（株）東洋経済新報社が主催する「第15回 環境報告書賞・サステ

ナビリティ報告書賞」の「サステナビリティ報告書賞」において、

「優良賞」を受賞しました。これにより当社は、第14回の「優秀賞」

の受賞に続き、4年連続で高い評価を獲得することができました。

2.10

※ TABLE FOR TWO：NPO法人「TABLE 
FOR TWO International」による日本
発の社会貢献運動。
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2.10

商品タグ

寄付金付きメニュー



CSR推進活動 グループCSR委員会

帝人グループでは、CSR最高責任者※1を定め、その強力なリーダーシップの下でグループ全体のCSRを推進。
また、さまざまなCSR課題を3つの分野に分け、それぞれの分野にふさわしいマネジメント体制を構築しています。

CSRマネジメント体制 4.8 4.9 4.12 4.13

拡張的CSR

選択的CSR
基本的CSR

帝人グ
またまた、

CSビジョンと
戦略

帝人グループにおけるCSRピラミッド

● 長期方針：企業理念、
企業行動規範、企業行動基準

● 環境方針：環境中長期目標
● 実施計画：CSR中期計画、
CSR短期計画

● CSR最高責任者が
 次年度課題を設定

● グループCSR委員会へ報告

● 持株会社のプログラム：環境
保全、安全・防災、PL・品質保証、
コンプライアンス、
リスクマネジメント、人財・労働、
購買・調達、社会貢献の各部署
が短期計画の施策を実行

● グループ会社のプログラム：
自社の個別計画を実行

● 持株会社のCSR関連部署が
自己チェック
（CSR報告書に掲載）（→P19-22）
● グループ会社の自己チェック
● 監査法人系機関による保証
● CSR最高責任者レビュー
（→P25）
● 社外専門家4人の評価と指導
（→P51-52）
● SRIの評価

Plan

Action Check

Do
選択的CSR
社会貢献活動

拡張的CSR
人財・労働・購買・調達

基本的CSR
コンプライアンス・リスクマネジメント・
ESH（環境保全、安全・防災、健康）・

製造物責任・品質保証

CSR活動のPDCA

帝人（株）は、グローバルな観点を踏まえ、質の高いCSR経営を推進していくために、2011年3月より「国連グローバル・コンパクト」に参加しています

　CSRを企業経営の重要な要素と見なし、

経営と一体のものとして推進するために、帝

人グループでは、2005年にCEO（最高経営

責任者）の代理人としてCSRを管理する

CSRO（グループCSR責任者：現CSR最高責

任者）を定めました。以来、その強力なリー

ダーシップの下で、活動を推進しています。

　また、CSRマネジメントをグループ全体

で統合的、効率的に進めるために、さまざ

まなCSR課題を「基本的」「拡張的」「選択

的」の3分野に整理し、それぞれの主幹部

署・担当組織を明確にして、中長期および

単年度の計画（P）を立て、実行（D）、評価

（C）、改善（A）を実践しています。

　拡張的CSRの分野には、（1）人財・労働

（人事・総務本部長※1直轄）と、サプライ

チェーンへの対応として（2）購買・調達

（CFO：グループ財務責任者）が含まれて

います。

　最近では、高度な社会的要請に応えるた

めに、CSR最高責任者が人事・総務本部長、

CFOに対して助言・支援をしながら推進し

ています。

　企業の社会的責任の中では、特に法令な

どの定めがなく、企業の自由意志で自主的

に取り組む分野です。

　帝人グループでは、こうした分野にも積

極的に取り組んでおり、さまざまな社会貢

献活動に注力しています。

　帝人グループが社会的責任の「基本」と

位置付けている分野で、CSR最高責任者※1

が直接管理・指導しています。

　この分野には、（1）企業倫理・コンプライ

アンス、（2）リスクマネジメント、（3）ESH活

　帝人グループは、CSRに関するグループ

全体の重要課題・取り組みについて審議・

推進するグループCSR委員会を設置して

います。委員会は1年に2回開催しており、

2011年度は4月と10月に開催しました。

その主な内容は、東日本大震災に関連した

放射性物質対応、在宅勤務体制、義援金・

救援物資寄付などに関する確認および方

針の決定と、ISO26000のCSR経営への

生かし方に関するものです。

　グループCSR委員会の下には6つの部

会・会議体を置いています（→P18帝人グ

ループのCSRマネジメント体制）。そのう

ち4つの部会・会議体は、帝人グループが

重視している「基本的CSR」の具体的課題

を審議し、取り組みを推進しています。「拡

張的CSR」「選択的CSR」に関する課題につ

いては、持株会社の関連スタッフと、5つの

事業グループと新事業開発推進グループ

の代表をメンバーとするグループCSR推

進部会が、審議・推進しています。

動（環境保全、安全・防災、健康）、（4）製造

物責任・品質保証、（5）安全保障輸出管理

などが含まれ、法令や国際的な基準を遵守

しながら、これらが定める水準を超えるレ

ベルを目指して活動しています。
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リスク管理室を事務局として、全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

リスク管理室を事務局として、全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

リスク管理室を事務局として関連グループ会社を対象に啓発と管理・運営

帝人グループのCSRマネジメント体制

　私は帝人グループのCSR最高責任者として、毎年、年度末に全事
業グループの責任者に対して各事業グループのCSRに関するヒア
リングを実施しています。このヒアリングを通じて2011年度の
CSR活動全体をふり返り、前進した事柄として下記の3つを報告し
ます。
１） 事業継続計画（BCP）の整備
　帝人グループは大規模地震や鳥インフルエンザなどのパンデ
ミック、その他の大規模災害に備えて、2006年に経営中枢のBCP
を構築し、以降各事業グループにおいても事業特性に沿ったBCP
を策定してきました。そして2011年度には、全ての事業グループ
でのBCPの策定が完了しました。今後は、昨年3月11日の東日本
大震災で得た大きな教訓を踏まえてBCPを見直していくとともに、
定期的な教育と訓練を行い、BCPの実効性を高めていきます。
２）リスクマネジメント体制の強化
　従来、CSR部門はCSR企画室と環境・安全室の2室体制としてき
ましたが、リスクマネジメントとBCPの重要性が高まっていることか
らリスクマネジメント担当を増員し、新たにリスク管理室を設置し
ました。
３）環境経営推進部会の設置
　帝人グループでは環境経営実践の場がグローバルに拡大し、そ
の対象がグループ全体の事業に関係してきたことに対応して、

2011年度のCSR活動をふり返って

2012年4月1日より

CSR最高責任者

環境・安全室

リスク管理室

グループコンプライアンス・
リスクマネジメント部会

＜委員＞
技術最高責任者
マーケティング最高責任者
人事･総務本部長
CSR最高責任者補佐（防災担当）
5つの事業グループ長
新事業開発推進グループ
広報室長
法務室長
経営監査室長
ＩＲ室長

グループCSR委員会

環境保全活動、安全・防災活動、労働安全衛生活動

CSR企画室 環境経営（環境配慮設計を含む）、社会貢献活動、通報・相談窓口の運営、CSR報告書など

環境・安全室を事務局として、全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

グループCSR推進部会
CSR企画室を事務局として、持株会社のスタッフ室長（人財・労働、購買・物流、
広報、マーケティング、経営監査、環境・安全）と5つの事業グループと
新事業開発推進グループの代表で構成

CSR最高責任者
技術最高責任者
マーケティング最高責任者
人事・総務本部長

CSRO（グループCSR責任者）
CTO（グループ技術責任者） 
CMO（グループマーケティング責任者）
CHO（グループ人財責任者）

リスクマネジメント、企業倫理・コンプライアンス、PL（製造物責任）・品質保証、
安全保障輸出啓発活動

グループPL・品質保証部会

グループ環境経営推進部会

※1 帝人グループは、2012年2月8日に中長期経営ビジョン「CHANGE for 
2016」を発表しました。全体戦略を強力に推進するため、4月1日より、全
社統轄機能の強化策として、これまでのチーフオフィサー制度を改組して
「機能統括責任者」を設置する体制に変更しています。

※2 ESH：Environment（環境保全）、Safety（安全・防災）、Health（健康）の略称。

責任者の新名称 責任者の旧名称

2012年度からグループ全
体を対象にした「帝人グ
ループ環境経営推進部会」
を設けました。これによっ
て、グループの成長戦略と
環境経営の整合性を図りながら、環境ビジネスが一層拡大していく
ことを期待しています。
　このように前進した事柄があった一方で、猛省しなくてはならな
い事故もありました。帝人グループは化学メーカーとして、防災・安
全活動には特に注力してきましたが、2011年8月、グループ会社の
松山事業所で原材料の輸送中に化学物質（劇物）を路上に落下・漏
えいする事故を起こしました。当局に報告して落下物を回収したの
ち、事故の内容を公表しました。幸い環境や人体への被害はありま
せんでしたが、地域の皆様にはご心配をおかけしました。直ちに事
故対策委員会を設置して再発防止対策をとるとともに、グループ内
にも水平展開しました（→P46）。
　2012年度は、社会的責任に関する国際規格として2010年末に
発行されたISO26000の社内への浸透を図るとともに、帝人グルー
プにおけるCSRのあるべき姿を見直していきます。CSR最高責任
者として、引き続き帝人グループのCSR経営の前進に努めてまいり
ます。

西川  修
帝人株式会社 
専務取締役 
執行役員
CSR最高責任者

グループESH※2部会

グループ安全保障輸出管理会議

CSR企画室を事務局として、5つの事業グループの代表と新事業開発推進
グループ長および関連部署代表（マーケティング、環境・安全、技術戦略、
知的財産、広報、エンジニアリング、購買物流、原料重合）とで構成
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2011年度の計画・目標と実績・自己評価20ビジョンと
戦略

帝人グループでは、さまざまなCSR課題を「基本的」「拡張的」「選択的」の３分野に整理しています。それぞれ
について、中長期と単年度の達成目標を定め、成果について自己評価し、次年度の目標に反映させています。

法令の改正に伴うガバナンスの計画的な見直し
金融庁・企業会計審議会による「財務報告に係る内部統制の評価及び
監査の基準並び実施基準の改訂に関する意見書」の公表への対応（有効
性維持と効率化推進）

ステークホルダーダイアログの開催による課題抽出

ＣＳＲ管理指標における管理項目・指標の見直し、および国内グループ
会社への展開
環境フォーラムの継続開催

企業倫理ハンドブックの改定

国内グループ会社における全社員が「企業倫理全員研修」に参加
（「企業倫理全員研修確認シート」の回収率100％）

コーポレート主催のコンプライアンス会議を開催（年2拠点以上）

国内外における活用推進の継続

ヒートマップによるリスク管理　
（ヒートマップ提出率　国内：90％以上、海外：50％以上）

地震マニュアルの見直し

地震訓練の継続実施
（グループ全体のEMC訓練を年２回実施）

事業・開発グループにおけるBCP策定

PLクレーム　ゼロ
重大品質クレーム　ゼロ

ワークライフ・バランス向上のための意識啓発活動の充実
制度利用者・登録者の増加・拡大

新卒採用総合職女性比率　2011年度との合計で30％以上
総合職女性比率・管理職女性比率の向上
課長ポジション就任数28人以上

帝人クリエイティブスタッフ(株)グローバル人事室による人事システム
の拡充
コア人財研修への海外人財選抜数の増加

定年退職者のうち、再雇用希望者の雇用率向上

国内グループ企業全社での法定障がい者雇用率（常用雇用者の1.8％
以上）達成

労働関連法令改正時、帝人グループ各社の人事関連規定・人事制度の
点検実施

取引先CSR管理のグループグローバル展開拡大

国内グループ各社での、正社員と、契約社員・派遣社員など正社員以外
の人員配置状況の定期点検

コーポレート・ガバナンス

CSR共通

基本的
CSR

拡張的
CSR

企業倫理・
コンプライアンス

リスクマネジメント

PL（製造物責任）・
品質保証

人財・労働

購買・調達

社会貢献

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
（ステークホルダーダイアログの継続開催）

CSR管理指標によるCSR活動の浸透と向上

CSR共通教育の推進

国内での企業倫理・コンプライアンス教育の推進

海外での企業倫理・コンプライアンス教育の推進

ホットラインの運営

リスクマネジメント活動の周知と向上

事業継続計画（BCP）の整備と改善

グローバルで高い実効レベルを確保

中長期目標CSR課題 2011年度の目標

金額換算で経常利益の１％以上の寄付金拠出

社員のボランティア活動を支援する制度の導入

海外へ絵本を贈る活動の継続

グループ全体の寄付金等拠出と社員のボランティア活動
支援

ワークライフ・バランス意識の定着と推進

女性総合職の母数増加、女性管理職の登用促進
課長ポジション就任数2008年度末19人を1.5倍増（28人）

グローバル人財マネジメントの確立
グループ企業すべてにおける帝人ウェイの浸透、
海外人財の採用促進

定年後再雇用の促進

国内グループ企業全社での障がい者雇用推進
法定障がい者雇用率（常用雇用者の1.8％以上）達成

国内グループ各社での人事関連規定・人事制度の
公正性担保

国内グループ各社での人員の適正配置

調達CSR活動の定着化、レベルアップ

選択的
CSR
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自己評価の基準　A：達成した　B：概ね達成した　C：不十分であった

帝人グループのグループ会社を含む組織再
編に的確に対応し、ガバナンスの一層の充実
と向上を図る

ステークホルダーダイアログの継続開催（年
に１回以上）による課題抽出

CSR管理指標を中核会社全社（100％）へ展開

ISO26000の理解促進

企業倫理ハンドブックを2012年7月に発行

国内グループ会社における全社員が「企業倫理
全員研修」に参加
（「企業倫理全員研修確認シート」の回収率100％）
コーポレート主催のコンプライアンス会議を
開催（年2拠点以上）

国内外における活用推進の継続

ヒートマップによるリスク管理　
（ヒートマップ提出率　国内：90％以上、海
外：50％以上）
大規模地震対応マニュアルの周知

地震訓練の継続実施
（グループ全体のEMC通報訓練および全拠
点の避難訓練を年2回実施）

個別管理会社への展開

グローバルで高い実行レベルを確保するた
めの組織編成と活動強化

中長期経営ビジョン「CHANGE for 2016」
における人財ポートフォリオ変革「グローバル
化とダイバーシティの加速」の基礎となる
ワークライフ・バランスの推進
ワークライフ・バランスの定義・意識啓発の展開
各種制度の拡充と利用者増加拡大

新卒採用総合職女性比率30％以上
総合職女性比率、管理職女性比率の向上

中国におけるCSR調達活動の導入・展開

「EaGLES」の開講地域の拡充と受講者人数
の増加
コア人財研修への海外人財選抜数の増加

定年退職者のうち、再雇用希望者の雇用率
向上

国内グループ企業全社での法定障がい者雇
用率（常用雇用者の1.8％以上）達成

労働関連法令改正時、帝人グループ各社の
人事関連規定・人事制度の点検実施継続
国内グループ各社での、正社員と、契約社員・
派遣社員など正社員以外の人員配置状況の
定期点検継続

A見直した結果、変更なし

2012年3月末時点の財務報告に係る内部統制は有効

東日本大震災の被災地地域（仙台）で、BCPと在宅医療支援に関
するダイアログを開催（2012年3月28日）し、課題を抽出
環境配慮設計に関するダイアログを開催（2012年3月26日）し、
課題を抽出
CSR管理指標におけるISO26000への適合を検討
グループ会社への展開は未実施
東日本大震災の影響により開催できず
企業倫理ハンドブックを改定
ただし、2011年度中には発行できず

「企業倫理全員研修確認シート」の回答率96％

コンプライアンス会議をオーバーブルク（独）、アーネム（蘭）、上
海（中国）で実施
国内：通報相談件数44件に対応し、運営状況の社内情報開示を継続
海外：米国で通報相談件数0件

2012年3月にTeijin Aramid B.V.で活用開始。

ヒートマップ提出率　国内：91％、海外：37％

大規模地震対応マニュアルを改訂
東日本大震災ではEMCを活用し、24時間以内に98％の社員安
否を確認
グループ全体の通報訓練は2011年12月～2012年1月に1回実施
地震避難訓練を実施（国内全237拠点から9,240人が参加）

PLクレーム　0件
重大品質クレーム　7件
運用強化策（アセスメント、事業PL・品質保証組織、教育の徹底）
を本格運用

5つの事業グループと新事業開発推進グループにおけるBCPの策定

ダイバーシティハンドブック『together』（年１回発行）、帝人グ
ループ報（年6回発行）などでの意識啓発
在宅勤務制度登録者29人（うち男性7人）
［2010年度は16人（うち男性5人）］
育児休職取得者数201人（うち男性39人）
［2010年度は171人（うち男性38人）］

定年退職者のうち、再雇用希望者の雇用率95％
［2010年度は78％］

帝人グループ標準のリーダーシップ研修「EaGLES」を新任管理
職研修として導入
EU、米国、中国、日本の4地域で88人が受講
コア人財研修への海外人財選抜数11人（153人中）
［2010年度10人（146人中）］

通年で障がい者雇用採用窓口を設置し、応募者とグループ企業
間のマッチングを実施
法令で雇用が義務づけられている33社での法定雇用数200人
のところ212人を雇用（ただし、法定雇用率未達成が11社）

新卒採用総合職女性比率　2011年との合計で31％（2012年
41％）、［2011年は19％］
総合職女性比率16％［2010年16％］
管理職女性比率3.45％［2010年3.15％］
課長ポジション就任数24人［目標28人］

労働関連法令の改正が少なかったため、今年度は社員数や制度
利用状況の確認と、各社課題の調査実施

正社員と、契約社員・派遣社員など正社員以外の人員配置状況
の点検実施

中国語版CSR調達ガイドラインの作成、海外取引先へのアン
ケート調査試行

A

A

A

C

C

B

B

A

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

C

B

B

A

A

B

A

組織統治

組織統治／消費者課題

組織統治

環境

人権／公正な事業慣行

組織統治

消費者課題

労働慣行

人権／公正な事業慣行

コミュニティへの参画
及びコミュニティの発展

P23

P23

P7-12

P17

P42

P18

P25-26

P26-27

P25

P27

P27

P27

P27

P27

P28

P30

P29-30

P30、31

P30

P29

P30

P30

P32

P33

P33

P34

自己評価 2012年度の目標 ISO26000中核主題 参照ページ2011年度の実施内容と成果

金額換算で経常利益の１％以上の寄付金拠
出の継続

ボランティアサポートプログラムの拡大

海外へ絵本を贈る活動の継続

社会貢献費用換算11.6億円　経常利益の3.4％

ボランティアサポートプログラムを導入
4つの社員参加ボランティア団体に各10万円を寄付
日本で109,378円分の古本を収集
インドネシアの図書館に52冊贈呈
タイの図書館活動運営資金として5万円を寄付
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選択的CSR

拡張的CSR

基本的CSR

帝人グループにおけるCSRピラミッド

社会貢献活動

人財・労働・購買・調達

コンプライアンス・リスクマネジメント・ESH
（環境保全、安全・防災、健康）・製造物責任・品質保証



2011年度の計画・目標と実績・自己評価ビジョンと
戦略

※1 CO2にはメタン、一酸化二窒素を含む。
※2 化学物質：化管法（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）に定める第一種指定化学物質（462物質：2010年4月改訂）と
日本化学工業協会が指定する化学物質（433物質）から重複指定分を除いた575の化学物質。

国内外におけるESH研修
　国内：1年に1回以上　海外：2年に1回以上

物流環境負荷低減対策のさらなる強化による目標達成

海外プラントの防災診断レベルアップ

2006年に改正された耐震改修促進法に基づいて19棟の対策推進

防火管理連絡会活動の充実

個別相談機能強化の体制検討

規則の変更に伴うナノ材料取り扱いガイドラインの見直し

「全職場ストレス診断」の実施と健康リスク値推移の評価

3大労災防止ガイドラインの国内事業所への運用拡大
休業災害度数率0.25以下

高リスク工場の地震・津波対策強化

防災管理の推進

化学物質排出量を2011年度までに2005年度比30％以上削減
2010年度の排出計画量をモデルにして、生態系に大きな影響を及ぼす
化学物質を定め、関係事業と調整の上削減目標を設定
2011年基準の中期計画あるいは、2020年までの長期計画（1998年度
比化学物質80％削減）については、各事業の中・長期計画を確認のうえ、
原単位（生産効率向上）の考え方も、化学物質排出削減の概念に付加して
行くべきか否かについて検討を完了

環境配慮設計のさらなる浸透（ブランド力の強化、事業グループの開発シ
ステムへの浸透）
自社製品のLCA検討

グループ＞2011年度までに非有効活用廃棄物を2005年度比50％以上
削減

国内＞年間総量500トン以上廃棄物を排出する事業所・工場は、2011年
度までにゼロエミッションを達成

CO2削減に貢献する最先端技術素材のや資源・水の循環を実現するため
の技術の開発、製品の普及

グループ＞2012年度からのCO2※1排出原単位目標に対する準備
国内＞CO2※1 排出量を2020年度までに1990年度比20％以上削減

国内外におけるESH監査
　監査Ⅰ：22拠点で実施
監査Ⅱ：8事業グループ、新事業開発グループ、原料重合部門を対象に

年1回実施
監査Ⅲ：8事業グループ、新事業開発グループ、原料重合部門、3個別

管理会社を対象に年1回実施ESHマネジメントの強化

気軽な相談環境づくりと面談機会の拡充による早期予防対
応の強化

有害化学物質による健康障害の防止

グループ＞CO2※1排出原単位を毎年１％以上改善
（生産影響を除く省エネプロジェクト等の効果を評価）

国内＞CO2※1排出量を2020年度までに1990年度比20％以上削減
海外･欧米圏＞CO2※1排出量を2020年度までに2010年度

比10％以上削減
海外･アジア＞CO2※1排出原単位を2020年度までに2010
年度比10％以上改善

物流に関するCO2排出原単位を毎年、対前年度比で１％以上
改善

化学物質※2排出量を、2020年度までに1998年度比80％以
上削減
LIME2（日本版被害算定型ライフサイクル環境影響評価第二
版）手法を利用し、生態系に大きな影響を及ぼす化学物質に
ついて重点的に削減

グループ＞非有効活用廃棄物※3を2020年度までに1998年度
比85％以上削減

グループ＞国内外のすべての主要な事業所で、ゼロエミッショ
ン達成をめざす

国内＞石炭灰などを除く国内の廃棄物発生量抑制を図り、国
内グループはゼロエミッション※4を達成

国内＞総排出量を生産量原単位で毎年1％改善

サステナブルなソリューション提案として、環境配慮製品・技
術・システムの普及に努める

よりサプライチェーンを意識した開発へのシフト

重大事故ゼロ

グループ全体の防災力の向上

年間の休業災害度数率を0.3以下に維持

ESH共通
Environment：環境
Safety：安全・防災
Health：健康

環境

防災

安全

健康・衛生

地球温暖化
防止

化学物質の
管理・
排出量削減

廃棄物削減

環境配慮
設計

環境
ビジネス

基本的
CSR

環境ビジネス指標設定の検討

ESHコンプライアンス内部監査員養成講座の開催（年1回以上）

中長期目標 2011年度の目標CSR課題
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※3 非有効活用廃棄物：単純に焼却や埋立処分する廃棄物。
※4 ゼロエミッション：非有効活用廃棄物を廃棄物総発生量の1％以下に削減した状態。

国内外におけるESH監査
監査Ⅰ：31拠点で実施
監査Ⅱ：8事業グループ、新事業開発グルー

プ、原料重合部門を対象に年1回
実施

監査Ⅲ：8事業グループ、新事業開発グルー
プ、原料重合部門、3個別管理会社
を対象に年1回実施

国内外におけるESH研修
　国内：1年に1回以上　海外：2年に1回以上

グループ＞CO2排出原単位を毎年１％以上
改善（海外目標はグループ目標に統合）

国内＞CO2排出量を2020年度までに1990
年度比20％以上削減

CO2排出原単位対前年度比１％以上改善

グループ化学物質排出量の適正管理の維持
LIME2手法活用による化学物質削減推進を
継続

グループ＞非有効活用廃棄物を2020年度
までに1998年度比85％以上削減

国内＞総排出量を生産量原単位で毎年1％
改善

環境配慮設計の社内外への浸透
環境貢献度の定量化と拡大
新しくグループ環境経営推進部会を設置し、
環境経営活動全般の推進体制を見直し

CO2削減に貢献する最先端技術素材のや資
源・水の循環を実現するための技術の開発、
製品の普及

防災管理の強化
地震・津波対策を中心とした緊急時対応の見
直しと訓練

防災診断を1プラントで、ミニ防災診断を6
事業所で実施

防火管理連絡会活動の充実

2006年に改正された耐震改修促進法に基
づいて残り18棟の対策推進

規則の変更に伴うナノ材料取り扱いガイドラ
インの見直し

3大労災防止ガイドラインの認知度向上
休業災害度数率0.25以下

「全職場ストレス診断」実施後の職場環境改
善活動の継続

社内外の個別相談体制の充実

A

A

C

B

A

A

B

C

B

B

A

B

C

A

A

A

監査Ⅰ：国内17、海外5事業所で実施
監査Ⅱ：8事業グループ、新事業開発グループ、原料重合部門で

実施
監査Ⅲ：8事業グループ、新事業開発グループ、原料重合部門、

3個別管理会社で実施

国内：7月に大阪本社で開催
海外：11月に中国で開催

グループ＞新たな原単位目標の基準年としてのデータ整理実施
国内＞1990年度比49％削減

東日本大震災、タイ洪水被害等によりサプライチェーンの切断で計
画していた環境負荷低減対策が実行できず原単位対前年度比で悪
化。ただ、その中で可能な環境負荷低減策を実行し、増加を抑制

化学物質排出量2,279トン（2005年度比34％削減）
生態系に大きな影響を及ぼす化学物質を定め、削減目標を設定

グループ＞非有効活用廃棄物を2005年度比74％削減
国内＞2010年度に続き、該当事業所・工場でゼロエミッション
を達成

環境配慮設計のさらなる浸透
　海外での「アース･シンフォニー」商標取得（EU、中国、シンガポール）
　主な拠点で再教育（10カ所11回、約250名参加）
認定製品の拡大5件
生物多様性への影響評価を強化した「環境配慮設計ガイドライ
ン」の運用開始
業界を通じたLCA活動
炭素繊維、ポリカーボネート樹脂のモビリティー分野への普及
バイオプラスチックの開発、普及
「エコサークル」のグローバル展開
水処理事業の推進　など

環境ビジネス指標設定の検討Bグループ環境経営推進部会設置の立案
１件の化学物質漏洩事故発生
地震・津波による危険物等の火災・漏洩リスクが高い5工場に関
して、リスク低減対策を計画し対策を実行
国内4プラント、海外1プラントで防災診断を実施
・防災専門チームが専門的・客観的見地から、海外工場も含めて
全ての工場で現地指導を行いリスク低減効果をあげた
火災事故0を達成
・防火管理連絡会に15の事業所・会社が参加
・同連絡会において、新たに防火防災体験教育を導入

1棟の対策完了

2011年5月より、3大労災防止ガイドラインを帝人グループ内
にて正式運用開始
休業災害度数率0.32

健康管理室内に臨床心理士やカウンセラー・保健師を配備する
ことを決定
カウンセラーの出張対面相談体制を整備

健康リスク値の高い職場は2010年度の63から61に減少

見直した結果、2011年度は変更なし

A

組織統治

環境

労働慣行

労働慣行

労働慣行

P35

P35

ESHコンプライアンス内部監査員養成講座
の開催（年1回以上）1月に大阪本社で開催（1級：38人、2級：14人認定） A P35

P36-37

P37

P37-38

P40

P41-42

P43-45

P43-45
P46

P46

P46

P46

P46

P47

P48

P48

P48

自己評価 2012年度の目標 ISO26000中核主題 参照ページ2011年度の実施内容と成果

自己評価の基準　A：達成した　B：概ね達成した　C：不十分であった
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コーポレート・ガバナンス
強化の歩み

内部統制

意思決定、業務執行、
監視・監督の分離と強化

トータル・リスクマネジメント

帝人グループのコーポレート・ガバナンス体制

帝人グループは、コーポレート・ガバナンスを、株主価値の持続的向上と、社員・取引先・地域住民・地域社会な
どの各ステークホルダーに対する責任を果たすために不可欠なものと位置付け、その強化に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス
帝人グ
どの各どの各

コー

CEO
グループ経営戦略会議
グループマネジメント会議

（全社機能統轄、事業グループ長）

2012年6月22日時点

高機能繊維・
複合材料事業
グループ

電子材料・
化成品事業
グループ

ヘルスケア
事業

グループ

製品事業
グループ

IT事業
グループ

新事業開発
推進グループ

TRMコミティーグループ監査役会

監査役会
（計5人／社外3人）

アドバイザリー・ボード
（指名・報酬委員会機能）
社外メンバー主体

取締役会
（計10人／社外4人）

・帝人グループは、さらなるグループ総合力の発揮と成長戦略実行の促進を図るため、これまでの事業グループ
を再編し、2012年4月1日より新組織に変更しています。

ビジョンと
戦略

4.1 4.2 4.5 4.6 4.104.7

　コーポレート・ガバナンスの基本である

「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」を実現するた

めに、1999年以来、アドバイザリー・ボー

ド（経営諮問委員会）の設置、取締役数の削

減、執行役員制の導入、連結ROA（総資産

営業利益率）に連動させた役員報酬制度な

ど、先駆的な経営改革を推進してきました。

　コーポレート・ガバナンスの仕組みはそ

の時点で会社の目的達成に最適と思われ

るものを採用することとしています。現時

点においては「監査役会設置会社」として、

経営に対する監視・監督機能において、「独

立社外取締役を含む取締役会と執行役員

制」、「独立社外監査役を含む監査役体制」

およびアドバイザリー・ボードによる指名・

報酬委員会機能を加えたガバナンス体制

が適切であると判断しています。

　2003年には、帝人グループのコーポ

レート・ガバナンスとこれをサポートする

　帝人（株）は、意思決定の迅速化と業務

執行責任の明確化を目的に、定款で取締

役を10人以内と定めるとともに、業務執行

は執行役員が大幅な責任・権限を委譲さ

れて行う執行役員制を導入しています。業

務執行を担うCEOの意思決定審議機関と

して、グループ経営戦略会議、グループマ

ネジメント会議を設置して、常勤監査役出

席の下、迅速かつ透明性の高い意思決定

プロセスを確保しています。

　取締役10人のうち4人は独立性を確保

した社外取締役とし、監視・監督と社内的

業務の分離のため、取締役会の議長は業

務執行に関わらない会長が務めることとし

ています。

　監査役会は5人で構成し、独立性を確保

した社外監査役を過半数の3人として、経

営に対する監視・監査機能を果たし対外透

明性を確保しています。また、帝人（株）監

査役およびグループ中核会社の監査役で

構成するグループ監査役会（2カ月に1回

開催）では、グループ監査方針・監査情報の

共有化などにより、連結経営に対応したグ

ループ全体の監視・監査の実効性を高め、

公正な監査を推進する体制を整えています。

　帝人グループが直面する不確実性に対

する予防手段として、経営戦略リスクと業

務運営リスクを対象とする「TRM（Total 

Risk Management）コミティー」（統合リス

ク管理委員会）を取締役会の下に設置し、

リスクに対する統合管理を行っています。

　内部統制システム整備に関する取締役

会決議を毎年行い、これに基づいた体制の

構築・運用・改善に取り組んでいます。

　特に、財務報告の信頼性の観点からは、

金融商品取引法に基づき、体制の整備・

運用状況について会計監査人の適正意見

を得て、内部統制報告書を毎年提出して

います。

　さらに、内部統制活動の実効性を高める

ために、CEO直轄の経営監査室を設置し

て取り組んでいます。

コンプライアンス・リスクマネジメントを包

含した指針である「コーポレート・ガバナン

スガイド」を他社に先駆けて制定し公表し

ました。その後も社会環境や法的要請の

変化に伴い、独立社外取締役の選任や独

立社外監査役の増員など内容の見直しを

行い、現在は「帝人グループ コーポレート・

ガバナンスガイド」として公表しています。

ガバナンス体制図
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指名委員会機能、報酬委員会機能を有する
アドバイザリー・ボード
　帝人（株）のアドバイザリー・ボードは、独立性を確保した

国内外の社外有識者5～6人（日本人3人、外国人2～3人）

と会長、CEOで構成されており、“社内と社外”“日本人と外

国人”の目から、多元的かつ客観的な判断が可能となるよう

にしています。

　アドバイザリー・ボードは、「経営全般に対する助言・提言」

をはじめ、「CEOの交代および後継者の推薦」（指名委員会

機能）、「帝人グループの役員の報酬・評価に対する助言・

提言」（報酬委員会機能）など、７つの機能を有しています。

定例会合は年2回（国内、海外で各1回）開催しており、

2011年度は5月に東京で、11月に米国で開催しました。

長島 徹〈委員長〉 帝人（株）取締役会長 

大八木 成男 帝人（株）代表取締役社長執行役員 CEO 

John W. Himes 元デュポン社 上席副社長 

Lord Leon Brittan UBSインベストメントバンク副会長 
鈴木 邦雄 （株）商船三井 相談役

澤部 肇 TDK（株） 取締役 取締役会議長 

飯村 豊 日本国政府代表（中東地域および欧州地域関連）

帝人（株）は、経営の透明性をより一層向上させることを目的に、1999年6月にアドバイザリー・ボードを設置しました。
以後、取締役会の諮問機関としての役割を果たしています。

アドバイザリー・ボードを設置し、助言・提言を事業活動に反映

アドバイザリー・ボード構成メンバー

定例会合の写真

小　　特　　集

2012年3月末時点

※ 特定案件の例：経営のベンチマーク、主要なM&Aのその後の結果、R&D戦略など。

アドバイザリー・ボードにおける審議事項の例

開　催　時　期

開　　催　　地

議　　　　　題

春季（4月～5月）

日本

■前年度の実績報告
■新年度の経営計画報告
■CEOの前年度実績に関する評価および賞与額に関する討議
■CEOの新年度目標に関する審議
■前回までに要請を受けた特定案件※に関する報告
■次回以降の会議で報告を期待する特定案件※

審議事項（指名委員会機能）
１．CEOの交替および後任者の推薦（決定は取締役会）※

２．CEOの後任候補者の選定及びCEO策定の後任候補
者育成計画の審議、進捗状況のレビュー 

３．CEOの提案に基づく会長の選任に関する審議 
４．CEOの提案に基づく代表取締役候補者の審議 

審議事項（報酬委員会機能）
５．帝人グループ役員の報酬制度の審議 
６．帝人グループ役員の報酬水準の審議※

７．CEOの業績評価※

８．CEOの提案に基づく代表取締役の業績評価
※ 上記、1、6および7の事案については、CEOは原則として退席
し、審議に参加しない。 会長に関する事案については、会長
は退席し、審議に参加しない。

秋季（11月）

海外（欧州・米州で交互開催）

■上期の実績報告
■下期の見通し報告
■後継者プラン
■前回までに要請を受けた特定案件※に関する報告
■次回以降の会議で報告を期待する特定案件※
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社会性
報告

コンプライアンスとリスクマネジメントはコーポレート・ガバナンスを支える内部統制の柱であり、切り離せない
両輪であるという考えの下、国内外グループ会社への企業倫理の浸透と事業継続計画の展開に努めています。

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・リスクマネジメントの推進
コンプライアンス、リスクマネジメント

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
● 推進者向け研修
● コンプライアンスe-ラーニング実施
● 階層別研修 
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
● 事業継続計画の策定
● 地震訓練
企業倫理月間
● 企業倫理ポスターの掲示
● パワハラ防止ポスターの掲示
● 全員研修の実施
● 全員研修確認シートによる調査を実施
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（半期ごと）

CSR最高責任者レビュー：年1回
倫理意識アンケート調査：年1回

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

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確認

Action

Check

Do

Plan

法令、社会規範ならびに
社内規則を厳守し、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

内部統制

コンプライアンス リスクマネジメント

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活動のPDCA サイクルコンプライアンスとリスクマネジメントの位置付け

S02

S03

S07

S04

　CSR最高責任者を委員長とするグループ

CSR委員会（→P17-18）の下に、グループ

コンプライアンス・リスクマネジメント部会

を設置。リスク管理室長を部会長、事業

グループ代表および機能スタッフをメンバー

として、帝人グループにおけるコンプライ

アンス・リスクマネジメントの推進を支援

するとともに、方針・目標・戦略について、

グループCSR委員会に提言しています。

　また、全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と推進責

任者を定め、各職場での活動を管理・運営し

ています。部会は年に2回開催し、推進責任

者に対しては年に1回研修を行っています。

　海外グループ会社のコンプライアンスとリ

スクマネジメントについては、帝人グループの

基本方針を堅持しつつ、各国の文化や伝統に

配慮して推進しています。各事業グループが

独自に教育を実施するほか、コーポレートが主

コンプライアンス・リスクマネジメント体制

海外グループ会社での推進活動

　コンプライアンスは健全な企業風土を

形成する活動であるという考えから、業務

関連法令や社内規程だけでなく、企業倫理

を周知徹底する教育を実施しています。

　また、帝人グループ内で法的・倫理的に

不適切な問題が発生した場合に、組織の自

浄作用を働かせて組織内で解決すること

を目的として、相談・通報制度（ホットラ

イン）を運営しています。

　帝人グループは、1993年に「企業行動

規範」を制定、1998年には業務に関する

行動の基準として「企業行動基準」を定め、

　2003年度以降、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、毎年2月にCSR最高責

任者によるレビューを実施しています。この

レビューでは、各グループ会社および事業グ

ループが提出するCRM（コンプライアンス・

リスクマネジメント）活動調査票に基づき、活

動の実積と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。2011年度の調査

票は国内グループ会社57社中53社、海外グ

ループ会社67社中35社から提出がありました。

　2011年度にCEOおよびCSR最高責任者

に報告されたグループ内の主要な事件・事

故のうち、重大なものとして帝人テクノプロ

ダクツ（株）松山製造所での劇物漏えい事故

（→P46）がありました。本件の対応として、

松山事業所長を委員長、当該製造所の製造

所長を副委員長、事業グループESH担当者を

CSR最高責任者によるレビューの結果
（法令違反および事件・事故の有無）

企業倫理ハンドブックの改定

催するコンプライアンス・リスクマネジメント会

議を、毎年、主要な海外地域で開催しています。

2011年度は、9月にオーバーブルク（独）、アー

ネム（蘭）、10月に上海（中国）で開催しました。

事務局長、コーポレート環境安全室および関

連部署メンバーを委員とする事故対策委員会

を設置し、再発防止対策を計画・実行するとと

もに、他事業所への水平展開を図りました。

　また、夜勤の通勤途上に酒気帯び運転

などの道路交通法違反を犯した社員に対し

て、諭旨解雇処分（1件）としました。
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TOPICS 帝人化成（株）の全海外現地法人で
「企業倫理全員参加研修」を実施

　帝人化成（株）では、全ての海外現地法
人で、毎年10月の企業倫理月間に全員参
加の研修を実施しています。
　2011年度は、CEOメッセージ、企業行
動規範を読み合わせしたほか、過去のコン
プライアンス違反を例に挙げてディスカッ
ションを行うなど、参加型のプログラムとし
ました。ディスカッションでは、「各署のリー
ダーが率先垂範を示すことでメンバーへ
の周知および意識共有の高まりを感じた」
「企業倫理は全員の問題なのだということ
を感じた」などの意見が出るなど活発で、
研修後には、国内同様、全員研修確認シー
トを提出しました。　　

企業倫理月間研修の様子
上：Teijin Kasei America, Inc.
下：帝人化成複合塑料（上海）（TCS）

● 倫理意識調査アンケートの実施

経
済
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

① 階層別研修

　CSR企画室が、国内グループ会社の新

入社員、中堅社員、新任管理職、新任部長、

グループ会社新任役員に対して、階層別研

修の一環で教育を実施しました（2011年

企業倫理月間ポスター

環

社
会
性
報
告

Web

これらをまとめたハン

ドブックを作成しまし

た。以降、企業の社会

的要請の変化に対応

し、改定しています。

　2011年度は帝人

グループの「環境経

営」への取り組み姿勢や国連グローバル

コンパクトなどの国際基準への対応を明確

にするために、「企業行動規範」と「企業行

動基準」を見直しました。日本語版の改定

は2012年7月の予定です。海外版（米国・

欧州・中国・タイ・インドネシア）について

は、2012年度中に改定する予定です。

企業倫理・コンプライアンスの
浸透に向けた活動

企業倫理全員研修
確認シートによる調査

度参加者合計284人）★。

② 推進責任者研修

　CSR企画室が主催し、東京・大阪本社で

開催。推進責任者94人が参加し、活動方針・

計画や重大リスクを確認しました。また、外

部講師を招いて公益通報者保護法のケー

ススタディを実施しました★。

③ 各職場での教育

　国内外の推進責任者が、国内外の各職

場で年1回以上の教育を実施。各職場で自

主的に教育・学習しやすい環境を整えるた

めに、常時、イントラネット上に教材や事例

集を掲載しています。

　また、毎年10月の企業倫理月間では、

日本語、英語、中国語、タイ語、インドネシ

ア語、ドイツ語の6カ国語によるCEOメッ

セージの発信と、企業倫理月間告知ポス

ターの掲示をスタートとして、国内外の各

職場で「企業行動規範」などの再確認を行

います。2011年度のポスターの標語は社

員からの公募で「倫理違反 見ないふりはあ

なたも共犯者です」となりました。

　企業行動規範・企業行動基準への関心・

理解を一層深めることを目的に、2007年

度から「企業倫理ハンドブック全員記名

アンケート」を実施し、2009年度からはそ

れを改良した「全員研修確認シート」による

調査を実施しています。

　シートには役員・管理職用9問と一般社

員用9問があり、「全員研修」への参加率を

調査するとともに、「違反を見つけたら報告

しますか」「行動規範・行動基準を遵守しま

すか」などの設問により、企業倫理への

関心・理解を調査しています。

　2011年度は国内グループ会社の役員・

正社員・非正規社員（合計12,128人）を対

④ e-ラーニング

　国内グループ会社の新任管理職などを

対象に、コンプライアンスe-ラーニングを

実施。2011年度は受講者200人に対し、

70点以上の合格者は182人でした★。

　2012年度からは、受講者の拡大を図る

ため、新入社員、中堅社員、新任管理職ご

との教材を用意し、各階層にe-ラーニング

を取り入れる予定です。

企業倫理ハンドブック
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リスクマネジメント活動

コンプライアンス、リスクマネジメントコンプ

計44件

11件

処遇、労務管理、
福利厚生

8件
パワハラ

3件

6件

個人情報取り扱い

その他の
ルール違反
（疑い）

6件
人間関係

2件
セクハラ

事業継続計画（BCP）の進捗

象に実施し、合計11,631人の回答を得ま

した（回答率約96％）★。

　全員研修への参加率は役員・管理職が

88％、一般社員が92％であり、「参加でき

なかったが自習した」人を加えると、どの社

員区分においてもほぼ100％の人が企業

倫理を学んでいます。また「行動規範・行

動基準の遵守に自信がない理由」として

「現実はルールどおりでは難しい」が多く挙

げられました。今後は、そうした場合に参

考となるような教材を提供していきます。

社会性
報告

2011年度の社内・社外からの相談・通報内容 ★

8件

業務上の不正、
ルール違反

相談・通報制度（ホットライン）の運営

大規模地震対応マニュアルの改定

　帝人グループの相談・通報制度（ホット

ライン）は、1999年にイントラネットおよ

び外部委託機関を窓口として開始したもの

で、正社員に限らず非正規社員、派遣社員

も利用することができます。さらに、2006

年からは社外取引先向け窓口をWebサイ

トに設けています。

　相談・通報者のプライバシーやその他の

個人情報を保護すること、相談・通報に対

する不利益な扱いをしないことを企業倫理

規程に定めた上で、CSR最高責任者の裁

定の下に運営しています。重大なリスクと

なり得る案件はTRMコミティー（→P23）に

も報告され、トップマネジメントが対処しま

す。また、教育的見地から、社員からの相

談・通報については、プライバシーを守り

つつ、その内容と対応の概要を半期ごとに

　帝人グループでは、2003年度から

COSO※のガイドラインに準じ、（1）リスク

の洗い出し、（2）頻度と影響度によるリスク

評価、（3）リスクの予防と制御、（4）危機対

応訓練などリスク管理を強化しています。

国内外のグループ会社は、年に1回ヒート

マップ（リスク管理表）を作成し、自社のリ

スクの重要度と管理状況を把握していま

す。ヒートマップの内容は、毎年CSR最高

責任者によるレビューで精査されます。

　帝人グループにおける重大なリスクにつ

いては、CSR最高責任者が20大リスクを

抽出し、TRMコミティー（→P23）に報告す

るとともに適切に対処しています。2011

年度の重大リスクの1つは大規模地震発生

リスクであり、事業グループBCP策定、地

震マニュアル改定、津波想定見直しと避難

訓練などを実行しました。2012年度から

は、CSR最高責任者の下にリスク管理室を

新設し、帝人グループを取り巻く業務運営

リスク管理を強化していきます。

　事業継続計画（BCP）とは、「企業が事故

や災害等の緊急事態発生時においても、

事業活動を中断させないか、または中断し

ても短期間で再開させ、中断に伴う企業価

　2011年度は、東日本大震災の教訓から、

広域地震に対応したコーポレートの対策本

部構成を見直し、意思決定機能と実行・支援

機能、現地対策本部への指揮系統をマニュ

アルで明確にしました。また、津波訓練の実

施を明文化しました。今後も訓練などを通じ

てそれらの周知・改善を図っていきます。

タイ洪水対応
　2011年10月のタイの洪水では、グループ

会社が被害を受けましたが、東日本大震災で

得た教訓を生かし、コーポレートの対策本部

を速やかに設置、現地対策本部と連携して早

期復旧に向けた支援を進めました（→P12）。

社内に開示しています。2011年度の相談・

通報は社内外合わせて44件でした。過去

数年間の年間通報件数は40～50件で推

移しており、ホットラインの存在が社員に十

分認知されているからだと考えています。

値の低下から企業を防衛するための行動

計画」です。

　帝人グループでは2006年度にBCP基

本方針を定め、まず首都圏大規模地震を想

定した経営中枢機能（CEO以下のトップマ

ネジメント機能）のBCPを策定し、グループ

各社でも順次BCPの策定を進めています。

　2011年度は、中核会社を中心に9社で

BCPを策定し、2012年度以降はその他の

グループ会社に展開していく予定です。ま

た、大規模地震対応BCPの一環として、東

京地区での計画停電を想定した本社機能の

一時移転の検討や在宅勤務環境の整備を

実施しました。加えて、2011年度は国内全

拠点での地震・津波避難訓練と、国内グルー

プ社員を対象とした通報訓練を実施しまし

た。地震避難訓練では237拠点で9,240人

が参加し、避難場所や緊急連絡網などを確

認しました。通報訓練では、帝人グループの

インフォコム（株）が提供する緊急時安否確

認システム（「エマージェンシーコール」シス

テム）を活用した訓練に12,589人が参加し

ました★。今後も定期的（年2回）に訓練を繰

り返し、顕在化した課題を改善していきます。

※ COSO：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。

4.4
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社会性
報告

運用強化策

2012年度に向けた取り組み

「PL・品質保証監査」の実施

2011年度の運用強化策、
取り組み、結果
20

帝人グループの
マネジメントシステム

PR1

経
済
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

環

社
会
性
報
告

多様化する社会環境に迅速に対応しながら安全な製品をお客様に使用していただけるよう、
帝人グループ独自のマネジメントシステムの下、製造物責任（PL）・品質保証活動を推進しています。

安全な製品を提供するために
品質保証 ● 帝人グループの顧客満足活動

● 海外での取り組み事例

※1 PL：Product Liability（製造物責任）の略。

帝人グループ全体のPL・品質保証活動体系 2012年4月1日より

CEO CSR最高責任者

事業グループ長

管理責任者

PL・品質保証単位系

事業グループPL・品質保証委員会
委員長（統轄管理責任者）
委員長代行
各委員
事務局

帝人 リスク管理室

事
業
グ
ル
ー
プ

Ｐ
Ｌ・
品
質
保
証
体
系

グループCSR委員会

管理責任者

PL・品質保証単位系

グループPL・品質保証部会
部会長（リスク管理室長）
同 代行
事業代表委員（統括管理責任者）
事務局：帝人（株）リスク管理室

事業グループCSR委員会

Web

※3 PLクレーム：製造物責任に関わるクレーム、すな
わち製品の欠陥により、人損および/または物
損が発生（拡大損害）し、損害と欠陥との間に相
当因果関係が認められるクレーム。

※4重大品質クレーム：製品の欠陥に起因したクレーム
のうち、損害までには至らなかったが、損害に発展
する可能性が高いものおよび帝人グループの信用
失墜に結び付くまたはその可能性の高いもの。

　帝人グループの製品安全・品質保証活

動の基盤となるのが、グループ全ての製

品・サービスを対象とした「グループPL※1・

品質保証規程」です。この規程に基づいて

「グループPL・品質保証部会」がグループ

全体のPL・品質保証に関する基本方針や

目標を審議し、各事業グループのPL・品質

保証活動に展開しています。

　また、帝人グループ独自の品質保証マネ

ジメントシステムとして、各事業グループの

製品群ごとに「PL・品質保証単位系」を構築

しています。このマネジメントシステムは、

顧客満足度の向上および製品の欠陥発生

の予防・万一発生した場合の適切な対応を

目的としており、ISOの品質マネジメントシ

ステムの全領域を網羅することはもちろん、

お客様への対応や製品の安全性などPL・品

質保証の観点も盛り込まれています。

　帝人グループは、このように独自のマネ

ジメントシステムを構築・運用することで、

品質管理と品質保証の体制を一体的に確

立しています。

　2011年度は、2010年度の監査結果を踏

まえ、以下の運用強化策に取り組みました。

① PL・品質保証アセスメントの運用強化

　新製品や製品の置かれている環境の変

化、4M※2変更時に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」。2011年度はこの

運用を強化し、人に危害を与えるリスクが

高い製品についてはPL・品質保証部会長

がアセスメント内容を確認するとともに事

業グループ長が承認することとしました。

② 事業グループPL・品質保証組織の運営強化

　各事業グループの品質保証組織の独立性

の確保など機能向上を進めています。また、

事業グループごとに開催する事業グループ

PL・品質保証委員会にグループPL・品質保証

部会事務局が参加し、情報を共有しています。

③ PL・品質保証教育の徹底

　新任の統括管理責任者、管理責任者向

　2005年度から毎年、PL・品質保証単位系

を運用する全ての事業グループ（2011年3

月現在、10事業グループ・6個別管理会社）

を対象にPL・品質保証部会長による監査を

実施し、活動体系の定着状況や有効性を検

証しています。事業グループと個別管理会

社は監査を通じて課題を洗い出し、改善に

つなげるPDCAサイクルを回しています。

　2011年度も定期監査を実施し、事業グ

ループ・個別管理会社に対して改善を指示

　2012年度は、2012年2月に策定した帝人

グループの中長期経営ビジョン「CHANGE 

for 2016」に基づき、PL・品質保証活動体系

も見直します。新たにリスク管理室を設置し、

CSR最高責任者の下、PL・品質保証上のリ

スクをさらに軽減すべく活動を進めます。

けのグループPL・品質保証研修会を開催

し、その中では（独法）製品評価技術基盤機

構からお招きした外部講師による講演も実

施しました。

④ 新化学物質規制への対応

　グループPL・品質保証部会の専門部会

として設置された「REACH情報連絡会」を

「化学物質情報連絡会」に変え、欧州だけ

でなく、中国や韓国など各国の化学物質に

関する法規制に対応しています。

クレーム対応
　2011年度は、PLクレーム※3はゼロを継

続したものの、重大品質クレーム※4は7件

ありました★。

しました。また、2010年度の監査で再確認

が必要とされた事業グループに対しては特

別監査を実施し、改善効果を確認しました。

※2 4M：Man（人)、Machine（機械)、Material（材
料)、Method（方法)の頭文字を集めた用語で、
品質に影響を与える経営資源のこと。
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帝人グループ人事方針と中期計画

社員のダイバーシティの推進

人財開発

詳細情報はWeb に Web

社員のクォリティ・オブ・ライフ（QOL）の向上を目指して努力を続けています。2011年度は、厳しい環境変化の中
でもグループ各社の雇用確保に努めるとともに、人財の育成とワークライフ・バランス向上を一層推進しました。

社員の成長とワークライフ・バランス実現を目指して
人財マネジメントと労働CSR

　帝人グループでは、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践と

社員のQOL（クォリティ・オブ・ライフ）向

上を目指すことを掲げました。

　また、中期人事計画では、「人財の確保・

育成・活用」を最重要方針の一つと位置付

け、「グローバル化の推進」「グループ経営

の強化」「環境変化を先取りするための人事

施策の見直し」「人と組織の活力向上」「会

社保有施設の適切な管理」を人事部門の果

たすべき機能として設定。雇用確保、ダイ

バーシティやワークライフ・バランス施策

の推進、全グループ社員が共有する価値観

の検討、技術・技能の継承などをグループ・

グローバル視点で実践しています。

　帝人グループではダイバーシティ推進

に力を入れており、女性の活躍推進はもち

ろん、男性社員を含めたワークライフ・バ

ランスの実現にも取り組んでいます。

　また、求人、雇用、昇進などのあらゆる

局面で、性別・年齢・国籍・人種・障がいの

有無などにとらわれず、多種多様な人財の

価値観を尊重するとともに、その能力を最

大限に発揮できるよう支援しています。

　海外留学生や外国籍社員を対象とした通

年採用や、キャリア採用も実施しています。　帝人グループではさまざまな仕組みを

整備し、社員の能力開発を支援しています。

　ビジネスのグローバル化に対応した早期

人財育成強化と、グローバルマインドの醸

成を目的として、国内グループ主要12社の

新卒採用社員全員（74人）を、中国または

インドでの研修に派遣しました。

　12～14人の小グループに分かれ、現地

の同世代の優秀人財との討議、企業訪問、

NGO活動参加などを通じて、多様な文化・

慣習に触れました。

　この研修は2012年度も継続します。

LA11

　国内グループ主要12社※1での採用に関

しては、新卒採用の女性比率30％以上とい

う目標を立てており、2011～2012年度の採

用数を合計した比率は31％となりました。

　また、国内グループ主要12社合計で、女

性管理職（課長相当以上）を2002年度比3

倍（60人）以上に増やす計画は2007年度に

達成し、2011年度末には79人となりました。

　しかし、2009～2011年の中期計画で、

管理職のうち、課長以上のポジションに就

任している女性を2011年度末までに

2008年度末比1.5倍の28人にすることを

女性活躍推進の実施状況

　STRETCH（Strategic Executive Team 

グループコア人財育成制度

新入社員海外研修

Challenge）Ⅰ、Ⅱは、海外を含むグループ

企業の社員を対象に、グローバルな舞台で

活躍できる人財を育てるグループコア人財

育成プログラムです。また、SLP（Strategic 

Leader Development Program）は、コア

人財候補者育成のための中堅社員向け

リーダー育成プログラムです。

　この3つのプログラムを通じて、帝人グルー

プの将来を担う人財育成に取り組んでいます。

　障がい者の雇用も推進しています。2012

年4月1日現在、国内グループ会社のうち

法令で義務付けられている33社の雇用数

は212人であり、法令で定められた200人

を上回っています★。ただし、各社別の法定

雇用数では11社が未達のため、採用窓口を

通年で設置するなど雇用促進に努めます★。

　一方、昇進や配置に当たっては、全ての

事業領域で具体的な目標を設定し、管理職

に多様な人財を任用しています。

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

※1 サクセションプラン：事業継続の視点から、主要ポストの後継者を育成するプラン。
※2 STRETCH：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。
※3 SLP：Strategic Leader Development Program、将来の幹部を目指す中堅社員向けリーダー育成プログラム。
※4 SDP：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。
※5 ジョブチャレンジ制度：人財のグループ内公募制度。グループ会社直属上司の許可をとらずに応募が可能
で、決定すれば上司は覆すことができない。

部長

課長

帝人グループ・
各事業部
（中核会社）

グループ共通教育・
研修制度
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年
間
人
事
計
画

ジ
ョ
ブ
チ
ャ
レ
ン
ジ
制
度

自
己
申
告
制
度

能
力
開
発
、評
価

長
期
在
籍
者
の

異
動
推
進

多
面
観
察

海
外
語
学
留
学

サ
ク
セ
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン 役

職
在
任

年
制
限

中
堅
〜
入
社

管
理
職

新任部長
研修
新任課長
研修
中堅社員
研修
SDP※4

新入社員
研修

社員の
でもグでもグ

社員
人財

社会性
報告

29 TEIJIN CSR Report 2012



ワークライフ・バランス施策の
推進

帝人グループ労務管理実態の
把握

2010 20121999 2000 2007200620052004 2008 2009 2011

● 配置・異動　● 人権の保護　● 健全な労使関係の維持　
● 社員満足度アンケートの実施　● 人財に関するデータ

　帝人グループでは、グループ各社の労

務管理状況を定期的に調査しています。グ

ループ各社の労務管理上の課題を把握し、

特に労働CSRの観点から必要な施策を実

施しています。

　調査の対象は、国内57、海外11のグ

ループ会社であり、労働CSR指標（基礎指

標）についての調査書を送付し、毎年、回答

を集めています。

　また、労働関係法規の変更があった場合

などは、全ての国内グループ会社に対して

労務管理状況や就業規則、人事制度に関

する調査を随時、実施しています。

　帝人グループでは、社員の就業意識の多

様化に対応するため、ワークライフ・バラン

ス実現に向けた活動を推進しています。

　例えば国内グループ会社では、実労働時

間を短縮するために、時間外労働の事前申

請やノー残業デーの徹底などに取り組んで

います。2011年度は、国内グループ主要

12社の時間外労働時間数が1カ月当たり

12.3時間、年次有給休暇取得率が77％で

した★。これは2010年度の13.8時間、64％

育児休職取得者数推移 ★

目指していましたが、1.3倍の24人にとど

まりました★。
※1 国内グループ主要12社：国内グループ会社社
員数の77％をカバー。

　2009年、人事部門内に「グローバル人事

室」を設置し、国内外の帝人グループ社員

がグローバルに活躍するための人事制度

や配置の仕組みの構築を進めています。

　その一環として、2011年3月からは帝人

グループ共通のリーダーシップ研修プログ

ラム「EaGLES」を実施しています（→P31）。

人財マネジメントのグローバル化対応

　国内グループ9社では、1対象者1事由

につき最大730日取得でき、分割取得も

可能とする介護休職制度を設けています。

これは、育児・介護休業法で定められた休

業期間のべ93日を大きく上回るものです。

　2011年度の介護休職制度利用者は、グ

ループ合計で5人（うち男性1人）でした★。

介護休職制度の拡充

　国内グループ10社でボランティア休職

制度（有給）を導入しています。

　2012年3月末現在、ボランティア休職

中の社員は12人です★。

ボランティア休職制度

　国内グループ主要12社の2011年度の

育児休職取得者数は201人（うち男性39

人）で、2010年度の171人（うち男性38

人）から増加しました。

　男性社員の取得については、促進のた

めに「次世代法に基づく行動計画」（第1期

2005～2006年度、第2期2007～2011年

度、第3期2012～2014年度）に、短期の育

休取得を促進する制度拡充や啓発活動など

を盛り込み、実践しています。

　2012年度は意識啓発を強化し、さらな

る利用者拡大を目指します。

育児休職取得促進

　再雇用制度として、国内グループ主要8

社に「Hello-Again」、全ての国内グループ会

社に「シニアパートナー」を設けています。

　「Hello-Again」は、結婚・出産・育児・介護・

配偶者の転勤などを事由とする退職後10

年以内に、退職事由が解消して再入社を希

退職者再雇用制度

望する人のうち、採用ニーズと合致した場

合に正社員として再雇用する制度で、7人の

再雇用実績があります。また、配偶者が帝

人グループの社員であるなしに関わらず、

配偶者の転勤に際して帯同転勤を可能にす

るよう努めており、20組以上の実績があり

ます。

　「シニアパートナー」は、定年退職者のう

ち希望者を再雇用する制度であり、2011

年度は、101人のうち、95％に当たる96人

を再雇用しました（グループ48社合計）★。

詳細情報はWeb に Web

詳細情報はWeb に Web

と比べていずれも改善していますが、今後

も業務改善などの取り組みを続けます。

　また、国内グループ10社では在宅勤務

制度も導入しています。

女性新卒総合職採用数と割合の推移 ★

女性比率
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国内外グループの新任管理職を対象とした
グループ共通のリーダーシップ研修を開発
　帝人グループではさまざまな国籍・人種の社員が働いて

おり、人財のグローバル化や事業の多角化に伴ってその多

様性はますます増しています。そうした中で事業のグロー

バルオペレーションを進めていくには、社員が帝人グループ

の企業理念や基本的価値観を深く理解し、共有することが

不可欠です。加えて、グローバル化に対応できる管理職の

育成強化も急務となっており、とりわけ海外のグループ会

社では管理職を効率的・効果的に育成するための研修ニー

ズが高まっていました。

　そこで帝人グループは、国内外グループ会社の新任管理

職を対象としたグループ共通のリーダーシップ研修プログ

グループ会社の言語に合わせて
4カ国語でプログラムを展開
　研修プログラムは、4カ国語（日本語・英語・中国語・タイ

語）に対応しており、①e-ラーニング、②世界5地域（EU・米

国・中国・タイ・日本）での集合研修、③学習成果測定の3ス

テップ構成となっています（→左図）。なお、EU・米国・中国

の集合研修では、帝人（株）の地域代表との懇談会も設けま

した。2011年度は、EU14人、米国13人、中国8人、日本

53人の合計88人が受講しました。

　2012年度は、2011年度の受講者の意見などを参考に、

ボリュームが多いe-ラーニングを2つのセッションに分けた

ほか、選択制だった集合研修を必須としました。また、トップ

マネジメントとの懇談会も全地域で実施します。

　今後は、新任の管理職だけでなく全管理職が受講すべき

研修として位置付け、規模の拡大を図っていきます。

● 集合研修は討議やケーススタディなどの演習中心であり
実践的だった。

● 地域代表との懇談が有意義だった。
● 日本でもトップマネジメントとの懇談を実施してほしい。
● 集合研修の時間や日数を増やしてほしい。
● e-ラーニングの学習項目が多く期限内に終わらせるのが
難しかった。

● 研修の参加体験を他地域のグループ社員と共有したい。

社員の多様化とグローバルオペレーションの拡大に迅速かつ的確に対応していくために、
グループ共通のリーダーシップ研修プログラム「EaGLES（イーグルス）」を2011年度からグローバル展開しています。

グローバル化の進展に対応するリーダーを育成

参加者のコメント

研修の様子

小　　特　　集

「EaGLES」プログラム構成

ステップ①　e-ラーニング（4カ国語対応）
帝人グループの価値観、経営方針、歴史などをまとめた「テイ
ジン・スタンダード」と、管理職として身に付けるべき「リーダー
シップの基本」を自己学習
　　↓
ステップ②　集合研修（世界5地域で実施）
10～15人単位の研修。グループ討議やケーススタディなどを
通じて体験を共有し、事前学習した知識やスキルの理解を深め
体得する
　　↓
ステップ③　学習成果測定（4カ国語対応）
職場での態度や行動に変容があったかどうかを確認。リーダー
シップスキルの実践と定着、帝人グループの理念・価値観・方針
の浸透を図る

あまり良くなかった
1%

全く良くなかった
0%

非常に良かった
40%

普通
7%

良かった
52%

総合評価
アンケート

人財マネジメントと労働CSR

小 特

人財

社会性
報告

ラム「EaGLES」（Global Leadership Excellence Standard 

for Early newly assigned manager）を開発し、2011年

3月から開始しました。
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CSR調達の考え方、基準

取引先を継続的に調査・格付け

2011年度CSR取引先評価と
CSR取り組み改善指導・支援

● グリーン調達・グリーン購入
● 業務請負取引先への配慮

帝人グループは、「購買・調達活動の基本方針」「CSR調達ガイドライン」を制定し、その実践に努めています。
また、取引先へのアンケート調査を定期的に実施し、積極的に取引先のCSR取り組みを指導・支援しています。

サプライチェーン全体でのCSR推進
帝人グ
またまた、

サプ
CSR調達

取引先格付け調達金額比率取引先格付け企業数比率

社会性
報告

Web

　帝人グループは、製品の生産や物流の

ために、多種多様な原材料、機器、部品、

サービスを世界中の取引先から大量に調

達しています。こうしたサプライチェーン

においてCSRをマネジネメントするために、

帝人グループは、調達物の環境性能向上、

調達先における環境配慮・法令遵守・人権

擁護、調達先との公正な取引の推進など

CSR調達・購買に関する考え方や基準を明

確にし、公開しています。

　その一環として、帝人グループのWeb

サイト（日本語・英語）に、2006年度から

「購買・調達活動の基本方針」を掲載。また、

「CSR調達ガイドライン」も2006年度から

日本語版を、2007年度からはグローバル

化に対応して英語版も掲載しています。さ

らに2011年度にはこれらの中国語版の準

備を進めました。 　2011年度、調査対象としたのは全購買

金額の76％をカバーする主要取引先413

社で、2010年度に比べて7社増、カバー

率は1ポイント向上の微増となりました。

　また、2011年度は、継続的に取り組ん

できた対象取引先の拡大やグループ会社

への展開が一段落したことから、評価内容

の高度化に取り組むことを年度目標とし、

アンケート項目の見直し、細分化の実施、

重要度を増している「生物多様性保全への

取り組み」「紛争地域鉱物資源管理」を新た

　帝人グループは2007年度に、取引先の

CSR取り組みを格付けするシステム「CSR

取引先管理システム」を独自に開発しまし

た。その仕組みは、取引先企業に対して帝

人グループCSR調達ガイドラインで示した

基準が満たされているか否かを問うアン

ケートをオンラインで実施し、その結果を

一定の基準に照らして5段階（Ⅰ～Ⅴ）で評

価し、データベース化するものです。

　アンケート項目は70問あり、これらに回

答していただくことで、帝人グループCSR

調達ガイドラインで示した基準の遵守状況

を点数化して満点に対する比率でランク付

けするとともに、継続取引先としての与信

状況をランク付けし、両方のマトリックスで

Ⅰ～Ⅴの各ランクにお取引先様を格付けし

ています。CSRガイドラインへの遵守率が

40％以上あればランクⅠ～Ⅲに、40％未満

なら要改善指導対象としてランクⅣ・Ⅴに格

付けしています。

　2008年度には、このCSR取引先管理シ

ステムの運用をファイバーフロンティア（株）※

に移管し、東レ（株）との共同利用、CSR調

達における協力を開始しました。これによっ

て、帝人グループのサプライチェーンを構

成する企業群にとどまらず、化合繊業界全

体のサプライチェーンを構成する企業群を

CSRの観点から共通基準で評価していくこ

とが可能になってきました。

なアンケート項目として追加しました（53

→70問へ17問増加）。

　アンケートの実施結果は、「取引継続に

問題がない」と定義しているⅠ～Ⅲ群企業が

全調査対象に占める割合は、2010年度の

95％から86％へ、Ⅰ～Ⅲ群企業からの調達

金額が全調達金額に占める割合は、2010

年度の99％から98％に低下しました。これ

は、新たに追加した項目がCSR調達の基準

としては比較的先進的であるため、中小の

お取引先を中心に点数が悪化したことが原

因と分析しています。従来の項目での評価

では、それぞれ93％、99％と2010年度比

同等の評価結果となっています。

　また、2010年度から開始したⅣ・Ⅴ群の

取引先に対する個別改善指導・支援強化を

2011年度も継続しました。その結果、

2010年度にランクⅣ･Ⅴであった22社の

うち8社が2011年度にはⅠ～Ⅲ群へと格付

けを向上させました。一方、新たに項目を

追加した影響で26社がⅣ・Ⅴ群企業となり

ました。これら企業に対して、引き続き改

善のための指導を支援していくことでCSR

調達の質的向上を図っていきます。

　また、グローバル化の進展に伴って海外

のお取引先様へのCSR調達を展開する準

備も進めており、2011年度には紙媒体で

のアンケートを試験的に実施し、2012年

度からの実施展開を計画しています。なお、

これらの活動は、東レ（株）との情報・意見

交換を通じて共有しています。

※ ファイバーフロンティア（株）：国内化合繊業界各
社が共同出資して設立した、EC（電子取引）繊維
販売、調達運営会社。

HR2

格付Ⅴ 5%格付Ⅳ 8%

格付Ⅲ 0%

格付Ⅱ 15%

格付Ⅳ 1%
格付Ⅴ 1%

格付Ⅰ
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帝人グループの社会貢献活動

ボランティア人財の育成

東日本大震災被災地支援

帝人グループ共通の社会貢献活動を展開するとともに、事業所、グループ会社それぞれに個性を生かした
社会貢献活動を行っています。また、社員のボランティア活動をバックアップする制度も充実しています。

グループ全体で推進する社会貢献
帝人グ
社会貢社会貢

グル
社会貢献

・国内外グループ会社実績、日本経済団体連合会「2011年度社会貢献活動実績調査実施要領」に準拠。
・東日本大震災に関わる被災地支援額は含んでいません。

社会貢献活動で支出した金額の内訳 ★

社会貢献活動支出実績 ★

社会性
報告

帝人グループにおける被災地支援データ

※1 うち約220万円は帝人（株）からのマッチング。
※2 在宅医療機器無償提供代を含めると総額で5億
円以上。

　帝人グループでは、社会貢献基本方針

を定め、具体的な活動内容は、CSR推進部

会を年2回開催して審議しています。2011

年度は、東日本大震災への取り組みなどが

主要議題に上がりました。

　また、帝人グループは、2003年度に日

本経団連の1％クラブに登録して以降、経

常利益の1％以上を目標として社会貢献費

用に充てています。2011年度の社会貢献

活動支出は約11.6億円（前年度比24％増）

でした。

　2006年からは、社会貢献活動で功労の

あった社員・団体を対象とした「帝人CEO社

会貢献賞」を表彰規程に設けており、2011

年度は、「東日本大震災被災者への貢献活

動」で在宅医療事業本部を表彰しました。

　2011年6月、社員の社会貢献活動を推

奨し、ボランティア人財育成のための制度

「ボランティアサポートプログラム」を創設

しました。このプログラムは、帝人グルー

プの社員が行っているボランティア活動に

関わる費用の一部を、社員・役員有志や会

社の寄付などからなる「帝人グループ社会

貢献基金」を通じてサポートするものです。

支援するボランティア活動は、社員から支

援申請のあった活動の中から運営委員会

での審議を経て決定します。

　第１回となる2011年度の支援先は、帝

人グループ社員が、主体的かつ継続的に

活動している下記の４つの非営利団体で、

それぞれに10万円を寄付しました。

　帝人グループでは、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

度など、制度面でも社員のボランティア活

動を支援しています。

　また、2007年度から社員の「自然観察

指導員講習会」受講を支援。指導員として

登録された社員が中心となって「セミのぬ

けがら調査隊」を実施しています。

● サッカーを通じて地域社会への貢献を
する「帝人サッカースクール」

● ガラパゴスの自然を守る活動を行う
「日本ガラパゴスの会」
● フィリピンの幼稚園運営などを支援する
「カパティ」
● 自然観察会や里山保全などを行う
「大阪自然環境保全協会」

ボランティアサポートプログラム

その他のボランティア人財育成

■ 帝人グループ社会貢献基本方針
1.社会貢献活動は、帝人グループの企業理念の追
求ならびに行動規範の実践として位置づける。

2.事業特性や地域性を尊重した社会貢献活動を
積極的に行う。

3.社員のボランティア活動を推奨し、ボランティ
ア人財育成のための支援を行う。

4.グループ横断的活動としての社会貢献は、「環
境」「国際交流」「社会教育」を重点分野とする。

5.自然災害発生の際の義援金等人道的目的の
寄付については、必要に応じて実施する。

　帝人グループは東日本大震災の被災地

を支援するため、2011年3月から4月にか

けて義援金、救援物資、社員有志の募金を

寄付しました。

　さらに、ボランティア活動にも多数の帝

人グループ社員が参加。被災地では4月か

ら7月にわたって泥かきや家財運び出しな

ど、被災地以外では4月、5月に救援物資

の袋詰めなどの活動を実施し、のべ230人

が参加しました。なお、帝人では、連続した

活動が必要となる被災地でのボランティア

活動について休暇取得の要件を一部緩和

しました。
11%
その他

1%
環境

6%
スポーツ

10%
文化・芸術

72%
学術・研究

項　目 内　容
965金銭
5現物寄付
49施設開放

136社員の参加・派遣

1,155合計

金額（百万円）

総額
1,155百万円

社会貢献活動に関わる寄付金および経費として支出したもの
自社製品の社会福祉団体への提供など、現物で供与したもの
体育館やグラウンドの一般開放など、自社施設の開放・提供に関わる経費

社員が業務の一環として地域行事に参加する、講演会での講師を務める
など、勤務時間内に社会貢献に類する活動に参加した社員の人件費など

義援金など金銭による支援
（内訳） 帝人（株）

 国内グループ会社

 海外グループ会社

100,000,000円

2,043,000円

3,436,855円

（内訳） タオル・ウエットティッシュ 25,160個
 ミクロガード製ぬいぐるみ 1,000個
 パルスオキシメーター 10台
 毛布・下着 2,027枚
 懐中電灯他震災グッズ 1,060点
  ほか

105,479,855円

救援物資 29,482,862円

社員有志の募金
（内訳） 国内グループ会社

 海外グループ会社

11,709,207円

7,782,862円

19,492,069円※1

合　計 154,454,786円※2
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TOPICS

5キロのウォーキングを楽しむことができました。
HOT（在宅酸素療法）患者さんの存在を身近に
感じながら新緑の皇居を楽しむ・・・今までにない
異体験でした。

在宅医療営業
企画部
鈴木 崇之

家族で参加した社員も。清々しい１日でした！

参加者の声

　「LUNG WALK JAPAN」は、NPO法人日本呼吸器障害者情報センター
が主催する、呼吸の大切さを知り肺に関係する病気や空気のことなどを考
えるためのチャリティ目的のウォーキングイベントで、5月9日「呼吸の日」
を記念して新緑の季節に開催されています。
　帝人グループで医薬医療事業を担う帝人ファーマ
（株）は、本イベントの開催趣旨に賛同し、協賛してい
ます。第4回（2011年4月29日）は東日本大震災の
影響で中止となりましたが、第5回（2012年4月29
日）は、参加者500人が皇居外苑を歩きました。

NPO法人主催のチャリティイベント
「LUNG WALK JAPAN」に協賛

社

絵本を贈る活動
～book dream project～

「科学の甲子園」への協賛

科学技術者の育成を支える
「帝人奨学会」

絵
～中国での奨学金制度

詳細情報はWeb に Web

● 国内の社会貢献事例

インドネシアの図書館に日本の絵本を寄贈

表彰式の様子

Web

　2008年度からグループ社員から提供さ

れた古本などを換金してインドネシアの図

書館に日本の絵本を寄贈する「ブック・ド

リーム・プロジェクト」を継続しています。

寄贈する絵本には、インドネシア語に翻訳

した文章が社員有志の手によって貼られ、

ジャカルタ・ジャパン・ネットワークの協力

で、インドネシアの図書館に届けられます。

2011年度は52冊を寄贈しました。

　また、2010年度からは換金総額のうち

5万円を（公財）シャンティ国際ボランティ

ア会を通じて、タイの図書館活動に寄付し

ています。　

　なお、2011年度の換金総額は109,378

円となりました。

　帝人グループでは、

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、独創的

な研究開発の精神を

継承発展させるとと

もに、国家・社会の発

展と文化創造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

（2011年より「（公財）帝人奨学会」に改組）。

　この奨学金制度は、民間企業としては日

本初であり、これまで約60年にわたって

1,502人の理工系学生を支援してきまし

た。2010年にノーベル化学賞を受賞した

根岸英一・米パデュー大学特別教授は、こ

の帝人久村奨学金支給対象者第5回生の

一人です。

　現在では、医学・薬学系、バイオ学系、理

工学系、工学系、情報学系など幅広い分野

を対象としており、2011年度は修士課程21

人、博士課程26人の計47人に総額5,244

万円を給付・貸与しました。

「日本レーヨン工業の父」
久村清太

　2012年3月に（独行）科学技術振興機構

が主催する「第1回科学の甲子園全国大会」

が開催され、帝人グループは協賛企業とし

て参加しました。

　科学の甲子園は、科学好きの人々の裾野

を広げるとともに、トップ層の学力伸長を

目的に創設されたものです。全国都道府県

の予選を勝ち抜いた48校の高校生たちが、

１チーム6～8人で科学の知識、技能を問

う複数種目の競技で競い合い、優秀校に

「帝人賞」を授与しました。

　（公財）帝人奨学会は、2010年6月に中国で

奨学金制度を創設し、奨学金給付事業を開始。

給付額は1人当たり年間8,000元で、2011年

度は24人に給付しました。2012年度はこの

事業をさらに拡大する予定です（→P15）。
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監査の概要 監査者 2011年度監査実績

ESH指揮系統取締役会

社長CEO

CSR最高責任者

ESH監査Ⅰ 生産現場におけるESH 監査 事業グループ
ESH委員長

国内17、海外5事業所

ESH監査Ⅱ 主として環境活動に関わる監査 事業グループ
ESH委員長

8事業グループ

ESH監査Ⅲ 監査Ⅰ、Ⅱの結果の監査 CSR
最高責任者

8事業グループ、3個別管理会社

グループCSR委員会（委員長：CSR最高責任者）

グループESH部会（委員長：帝人（株）環境・安全室長）

新事業開発推進グループ

高機能繊維・複合材料事業グループ

電子材料・化成品事業グループ

ヘルスケア事業グループ

製品事業グループ

IT事業グループ

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

取

社

環境 安全室

ESHの監査、研修会

ESH監査の概要 ★

ESH推進体制

ESH（環境保全、安全・防災、健康）を一元的にマネジメントする体制を構築しています。

グループESHマネジメントの
組織・体制

コンプライアンス内部監査員
養成講座

ESH（

※ 2012年4月1日より

※ 1級：38人、2級：14人。

※ 帝人グループは、さらなるグループ総合力の発揮と成長戦略
実行の促進を図るため、これまでの事業グループを再編し、
2012年4月1日より新組織に変更しています。

● 帝人グループ地球環境憲章　● 帝人グループESH基本方針
● 帝人グループ地球環境行動目標　● グループESH報告会と事業グループESH大会

ESHマネジメントをグループ全体で推進
（環境保全、安全・防災、健康）ESH（
ジメントマネジ

環境・
安全報告

P35

Web

　「ESH監査規則」に基づき、ESH監査Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

を実施。事業グループごとのESH委員長によ

る監査と、CSR最高責任者による二重の監査

体制を整えています（→右表）。

　監査においては、ESH管理状況や事故・

災害の発生・対策状況、およびESH活動状

況について報告を受けるとともにその内容

を監査し、今後の課題と次回までの取り組

みについての確認、指導を行っています。

　ESHに関する法規制への対応を充実さ

せるため、コンプライアンス内部監査員を

養成するための講座を2012年1月に大阪

本社で開催しました。1級と2級※合わせて

52人が認定され、2005年のスタート以

来、のべ664人がグループの内部監査員

として認定されたことになります★。

ESH監査

グループESH研修会

　国内外のグループ会社のESH管理向上を

目的に、グループ会社の社長、ESH管理に携

わる役員、ESHスタッフ、ライン管理者を対

象とした研修会を設けています。国内では年

に1回、海外では2年に1回開催しています。

　2011年度は、2011年7月に国内の研修

会を大阪本社で実施。基礎講座に69人、

管理者講座に66人、応用講座に60人、合

計195人が参加しました★。海外では、11月

にTeijin Polycarbonate China Ltd.で

開催しました。

　帝人グループでは、環境保全（E）、安全・

防災（S）、健康（H）を全ての事業活動に関

わる重要な取り組みと位置づけています。

ESHマネジメントに関わる基本方針として、

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」、

ESH管理に関わる「帝人グループESH基本

方針」を定めています。

　また、ESHを管理するための組織として

グループCSR委員会を設置しており、委員

長はCEOから権限委譲を受けたCSR最高

責任者が務めています。グループCSR委

員会の下、事業グループごとのESH委員長、

機能スタッフの長を委員とするグループ

ESH部会を編成し、その部会長は帝人（株）

の環境・安全室長が務めています。グルー

プESH部会では、ESH管理に関する方針、

諸施策、活動を審議、決定し、事業グルー

プへの展開を図っています。

　帝人グループは、こうした体制を構築し、

地球環境や地域社会に対する環境負荷の

低減や、地域の皆様および社員の安全・健

康の確保に取り組んでいます。
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気候変動問題への取り組み調達から廃棄までのプロセスに
おける環境負荷低減の取り組み 社

会
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

経
済
性
報
告

帝人グループの環境経営3本柱の1つは「環境保全」です。CO2削減、化学物質排出削減、廃棄物の管理・
削減についてライフサイクル全体で環境負荷を把握し、積極的な環境負荷低減施策を展開しています。

ライフサイクル全体で環境負荷を低減
環境負荷の低減

帝人グ
削減に削減に

ライ
環境負

CO2

225万t
化学物質

2,279t
非有効活用廃棄物

0.46万t
総排水量

1.54億t

2011年度帝人グループの環境INPUT・OUTPUT ★2011年度帝人グループの環境INPUT・OUTPUT ★2011年度帝人グループの環境INPUT・OUTPUT ★ 詳細情報はWeb に

OUTPUT
排出量

エネルギー

34.3×106

ギガジュール

取扱化学物質

127.2万t
淡水使用量

0.86億t
海水使用量

0.76億t
リサイクル

製品製造加工

原料

中間製品

回収 廃棄

使用

INPUT
投入量

WebEN1 EN3 EN16

400

300

200

100

0
（年度）

生産における温室効果ガス排出量の推移 ★

2007

145

341

196

1990
（基準年）

90

350

260

2008

148

325

177

2009

134

286

152

2010

100

257

157

2011

93

225

132

2011年度海外温室効果ガス排出量

48

25

286 257
225

国内
1990年度比
国内目標「1990年度比
20%以上削減」を達成！ （万t-CO2）

北米 欧州 東南アジア

150

50

25

0

49%

7%

減

海外
前年度比 減

中国2006

144

346

202

（万t-CO2）
国内 海外

3 環境ビジネス

環境・
安全報告

3.9

EN5 EN16 EN17

帝人グループ環境経営の3本柱

環境改善への貢献自体を目的にするビジネス

2 環境配慮設計
環境負荷低減を製品やプロセス設計に反映させ
る活動

1 環境保全
日常の事業プロセスにおいて環境負荷を低減さ
せる活動

EN18

2.4

32.5
40.5

17.5

　帝人グループでは、環境負荷に関わる法

規制や自治体との協定を遵守するのはも

ちろん、さらなる環境負荷の低減を目指し

て、省エネルギーや資源の効率的な活用

を図っています。加えて、化学物質の環境

排出削減や土壌・地下水の汚染防止にも

自主的に取り組んでいます。

　また、製造・加工以外のプロセスにおい

ても、グループの製品がユーザーによって

使用、消費、廃棄されることによる環境負荷

を考慮する必要があります。そこで、製品

のライフサイクル全体が環境に与える影響

を評価する制度などを導入し、易リサイク

ル性、リユース性の追求や、新たな機能の

開発など、製品の「環境配慮設計」（→P41）

による環境負荷低減も推進しています。

　2011年度は、国内グループ会社では、

松山事業所の松山原料工場における異性

化触媒の更新による反応効率改善、帝人

生産における温室効果ガス削減

デュポンフィルム（株）岐阜事業所の冷凍機

の更新などの省エネルギー施策により

CO2削減を進めたことに加え、徳山事業所

の全受電化や生産量減少により、2010年

度の157万トンから16％減少し132万トン

となりました。これは1990年度比では

49％の減少であり、国内での目標は達成し

ていますが、引き続き省エネルギーや燃料

転換などを進めていきます。

　一方、海外グループ会社では、南通帝人

での染色機用熱媒ボイラの改善や各事業

所での照明の省エネ化など、エネルギー効

■ 2012－2020年度目標

グループ：CO2排出原単位を毎年1％以
上改善

国　 　内：CO2排出量を2020年度までに
1990年度比20％以上削減

・CO2以外にメタン、一酸化二窒素を含む。
・熱量およびCO2排出量は地球温暖化対策推進法に基づく係数で算定（電力の排出係数は各年度とも
0.555kgCO2/kWh）。ただし、海外の購入電力については固有の係数を把握できる場合は当該係数を用い
て算定。
・2010年度は、TIFICO（2009年度排出量：47万トン）が対象外となったことから、大幅減少。
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化学物質の排出削減
EN8 EN20 EN21

環境負荷の低減環境負

帝人グループ特定荷主のCO2排出量と
原単位の推移 ★

・2010年4月より原料重合事業が帝人ファイバー
（株）より帝人（株）に移行されたが過去との比較の
ため、帝人ファイバー（株）に含めて表示。
・軽油単位発熱量を2010年度より37.7GJ/kLに変
更している。（2009年度以前は38.2GJ/kL）

環境・
安全報告

19,260 18,500

21,823

27,576
30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

1.00

0.98

0.96

0.94

0.92

0.90

0.88
（年度）2006 2008 2010 20112009

（t-CO2） （2006年度＝1）
　　　　原単位指数CO2排出量

27,987

2007

14,216

1.000

0.963

0.930

0.928

0.887

0.963

0.930

0.928

0.887

1.018

21 823

6

（2006年
　　 原単

1.0114.8%
前年度比

悪化

　帝人グループでは、化管法※1第一種指

定化学物質（462物質：2010年4月改訂）

と日本化学工業協会が指定する化学物質

（433物質）から重複指定を除いた575の

化学物質を対象として、環境への排出量削

減に取り組んでいます。

　オフィスと業務用車両のCO2排出量につ

いては、2008年度からデータを収集してお

り、2009年度から事業所ごとに自主的な

削減目標を設定して活動を進めています。

　オフィスにおけるCO2削減では、大阪本

社（自社ビル）、グループ会社の本社オフィ

ス、営業所などにおいてエネルギー使用の

効率改善に取り組み、東京本社では、全フ

ロアでの照度ダウンや消灯などによって節

電に積極的に協力しました。東京研究セン

ターでは、2010年度から省エネモニター

を導入し、エネルギーの見える化を行って

いますが、東京都のCO2削減義務対象と

なっていることから、これまで以上の削減

努力を進めました。

　また、業務用車両におけるCO2削減で

は、営業車両をエコカーに切り替えたり、

省エネルギー型運転を推奨しています。帝

人ファーマ（株）では、これら施策に加えて

燃料使用量と走行距離の実績を把握する

体制も構築しています。

　こうした活動の結果、2011年度はオフィ

スが2010年度より13％減の1.1万トン、

車両は2010年度より微増の8,448トンと

なりました★。

オフィス・業務用車両におけるCO2削減

　2011年度の帝人グループ特定荷主（帝人

ファイバー（株）、帝人デュポンフィルム（株）、

帝人化成（株））のCO2排出量は、事業構造

物流分野におけるCO2排出量低減

　帝人（株）では、環境教育、生物多様性教

育の一環として、（一社）房総農芸塾のご協

力の下、2011年11月13日に千葉県君津

市の里山で「菜の花ファームプロジェクト」

をインフォコム（株）と共同で開催。帝人グ

ループの社員およびその家族30人が参加

しました。

　当日は、午前中に菜の花の種まきをした

後、菜の花の専門家の話を聞きながら昼食

をとり、午後は、さといもの収穫体験や野

菜即売会、昔ながらの井戸掘りの工法であ

る上総掘りなどを体験しました。なお、本イ

ベントでは参加者の移動に伴う交通機関の

CO2排出量のオフセットも行いました。

　2012年度も、

引き続きこのよ

うな社員参加

型イベントを実

施していく予定

です。

社員参加型の環境活動

率向上に努めた結果、CO2排出量は93万

トンとなり、2010年度より7％減少しました。

この2011年度の排出量をベースとして、

次年度以降のCO2排出原単位目標に向け

て取り組みを進めていきます。

　なお、グループ全体のCO2排出量は

225万トンとなり、2010年度より12％の

減少となりました。

改革によって国内出荷量が減少したことな

どにより、前年度から4,000トン減少し、

14,216トンとなりました。千トンキロ当た

り原単位指数（2006年度＝1）は1.018で

した。年度目標の「原単位で前年度比

1.0％以上改善」に対しては、14.8％悪化し

ました。その主要因は、東日本大震災とタ

イ洪水被害の影響、事業構造改革によるサ

プライチェーンの変化が挙げられます。

　東日本大震災の影響としては、海上輸送

で利用していた港が被災し、代替で最終目

的地に近い港を選定したものの、トラック

輸送距離の増加につながりました。タイの

洪水では、輸入していた原料が生産停止と

なり、松山事業所で代替生産したため、国

内でのトラック輸送が必要となりました。

事業構造改革では、大量ロットで海上輸送

していた製品の出荷がなくなり、トラック輸

送比率が高まりました。

　こうした中でも極力環境負荷を抑えるた

めに、まとめ輸送による大型トラック利用率

の向上や、東日本大震災後の状況に合わ

せた内航船輸送ルートの見直しによるト

ラック輸送の極小化、JRコンテナ利用率の

維持などに努めました。2012年度は再度

物流全般を見直し、状況に応じた環境負荷

低減の諸施策を講じていきます。

■ 2006－2011年度目標

グループ：化学物質排出量を2011年度ま
でに2005年度比30％以上削減

国　 　内：VOCの排出量を2010年度ま
でに2000年度比50％以上削減

菜の花ファームプロジェクト
参加者の皆さん
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総排出量
2,279
トン/年

13.3%

その他 6.6%

メチルアルコール 2.4%

無機シアン化合物
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素要求量）とBOD負荷量（生物化学的酸素

要求量）は、グループ合計で664トンで、

2010年度から18％減少しました。

2011年度の化学物質排出量上位10物質 ★

・赤文字は、化管法第一種指定化学物質。

・化管法第一種指定化学物質および日化協指定化
学物質を対象として、大気、水域、土壌への排出量
および事業所内埋立量を集計。

4,000

3,000

2,000

1,000

0

中期目標

（年度）20102005 2007 2008 2009 2011

3,444 3,614

2,677
3,026

（基準値）

化学物質の排出量推移 ★

（t）
国内 海外

2,883

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

0
（年度）20102006 2007 2008 2009 2011

0.44

SOx排出量推移 ★

（万t）
国内 海外

1.03
0.89

0.51

0.95

0.73

・集計対象は河川、海域、湖沼に放流している排水。
・COD、BODの両データが存在する場合は、COD
値を採用。

（年度）20102006 2007 2008 2009 2011

COD、BOD負荷量推移 ★

（t）

国内COD
海外COD

国内BOD
海外BOD

1,500

1,000
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0

1,113 1,062
950

797 809
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・水使用量は工業用水、地下水、上水道の合計。
・総排水量には冷却用海水を含む。

（年度）

水使用量・総排水量の推移 ★

（億t）
国内 国内海外 海外

3.0
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0.5
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水の使用量 総排水量
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0.97

2.11

0.91 0.87 0.86

1.82
1.96

1.54

2,677
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外

2,8832,883

2005年度比
グループ目標「2005年度比
30％以上削減」を達成！

34%減
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0 440 44
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減

809
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減
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2.11
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1

1%減
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海外
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15%
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減

　2011年度の国内での化学物質の環境

排出量は、1,456トンとなり、2010年度比

で17％減少しました。

　一方、海外では、年度後半に顕在化した

タイでの大規模洪水の影響を大きく受け、

ポリエステル繊維事業の3生産工場の操

業停止などにより2010年度比35％減の

824トンとなりました。グループ全体では

2,279トンとなり、2010年度比25％減と

なりました。2005年度比では34％減とな

り、目標に掲げた30％減を達成することが

できました。

　環境排出量の内訳は、大気への排出が

97.9％、水域への排出が2.1％であり、埋め

立てならびに土壌への排出はありませんで

した。

　また国内の2011年度のVOC排出量は

1,360トンとなり、2010年度比で17％減

少しました★。

化学物質の排出状況

　国内グループ会社では、これに加え、

VOC（揮発性有機化合物）の排出量を、

2010年度末までに2000年度比50％以

上削減（1998年度比では72％以上削減）

するという目標を定めたほか、2020年度

の長期目標として、環境排出量の1998年

度比80％以上削減を設定しています。

　帝人グループでは、2010年度からはこれ

らの目標に加えて、少ない排出量でも人間

を含む生態系・環境へより大きい影響を及

ぼすとされる物質を重点的に削減対象とし

て取り組むため、LIME2（→P39）※2の手法

を活用し、的を絞った環境負荷削減を進め

ています。
※1 化管法：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。

※2 LIME2：日本版被害算定型ライフサイクル環境
影響評価手法の第二版。

EN8 EN20

　帝人グループにおける燃料使用に伴う

2011年度のSOx排出量は、国内が0.42万

トンとなり、2010年度比13％減少しました。

　一方海外は0.02万トンとなり、グループ

全体では0.44万トン（2010年度比14％

減）となりました。

　2011年度に帝人グループが使用した淡

水（工業用水、上水、地下水）の総量は

0.86億トン、また主として冷却用途で使用

した海水は0.76億トンとなり、いずれも

2010年度に比べて減少しました。グルー

プからの総排水量は2010年度比15％減

少して1.54億トンとなりました。

　また、排水に伴うCOD負荷量（化学的酸

大気、排水（COD、BOD）負荷
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環境負荷の低減環境負

環境・
安全報告

※ LIME: Life-cycle Impact assessment Method based on Endpoint modeling

LIME2による環境影響評価に基づく化学物質排出削減を推進

小　　特　　集

化学物質の削減に向けた取り組みに
“環境影響リスクという新たな視点”を盛り込む
　LIME2とは、独立行政法人 産業技術総合研究所が国家

プロジェクトとして開発したLCA（ライフサイクルアセスメン

ト）手法であり、化学物質が人間の健康や生物多様性、農業・

漁業・林業などに及ぼす影響を「有害化学物質」「オゾン層

破壊」「地球温暖化」など15の領域で定量的に算出します。

　帝人グループはこれまで、化学物質の排出削減に当たっ

てハザード（有害性）の観点から管理する化学物質を定め、

取り組みを進めてきましたが、2010年度からはLIME2を導

入して環境影響リスクという視点を新たに盛り込み、環境へ

の影響が大きい物質を重点的に管理・削減していくこととし

ました。

　目標についても、化学物質排出量だけでなく「環境影響

を考慮した削減目標」を策定。化学物質排出量の2020年

度目標は2005年度対比48％削減ですが、環境影響におい

ては87.5％の削減を目指します。なお、自社のシミュレー

ションによると、「環境影響の小さい物質」を削減して2020

年目標の排出量を達成したとしても、環境影響では5.5％の

削減にとどまることが分かっており、環境影響に基づく化学

物質削減の重要性が改めて示されました。

環境への影響が大きい化学物質を
各事業グループで計画的に削減
　2011年度は、グループ全体の化学物質排出に対して

LIME2による定量評価・分析が完了しました。

　その結果、領域としては生物多様性に影響を与える「生態

毒性」、人間の健康および大気汚染の原因となる「光化学オ

キシダント」に大きなインパクトを与えていること、また、排

出量が少なくても大きな影響を及ぼす化学物質があること

が分かりました。

　一方で、化学物質以外にも環境に影響を及ぼす要因があ

ることが判明したため、より幅広い対象への分析も開始して

います。その一つが、帝人グループが世界各地域で使用し

ている淡水（工業用水、上水、地下水）です。2010年度の実

績では、タイ・中国・オランダでの環境影響が大きく、日本

は他国と比べて消費量が多いものの環境影響は小さいこと

が明らかになりました。

　今後は、この分析データを基に、各事業グループで優先

的に削減すべき化学物質を順位付けし、排出量や取り組み

に関する計画を立案・推進します。加えて、帝人グループに

おけるグローバルでの環境影響をさらに多面的に評価でき

るよう検討していきます。

帝人グループでは、2010年度からLIME※2（日本版被害算定型環境影響評価手法第二版）を活用し、
生態系や環境に影響を及ぼす化学物質の管理・削減に重点的に取り組んでいます。

LIME2を使用した排出化学物質環境影響
（2005年を100とした指数）LIME2における15の影響領域

● 都市域大気汚染  ● 酸性化
● 室内空気質汚染  ● 富栄養化
● 有害化学物質  ● 廃棄物
● 騒音   ● 土地利用
● オゾン層破壊  ● 鉱物資源消費
● 地球温暖化  ● 化石燃料消費
● 光化学オキシダント ● 生物資源消費
● 生態毒性

（年度）20202005

100.0

（％）

実際の
削減計画による
見通し

最悪ケース（環境影響の低い
物質で削減を実施した場合）

想定

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

94.5

12.5
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　帝人グループでは、廃棄物の発生量削

減とともに、再使用やマテリアル、ケミカ

ル、サーマルなどのリサイクル処理への転

換による非有効活用廃棄物の削減にも取

り組んでいます。

　非有効活用廃棄物に関する中期目標で

ある「2011年度までに2005年度比50％

以上削減」を1998年度対比に換算すると

81％以上の削減となりますが、2020年度

の長期目標では、「1998年度対比85％以

上削減」を掲げています。

　2011年度のグループの非有効活用廃

棄物量は、総排出量6.8万トンに対し0.46

万トンでした（総排出量に占める割合は

6.7％）。また、2005年度比では74％の削

減となり、50％以上削減するという中期目

標を達成しました。これは、松山事業所の

重合第1工場における工程の釜残回収率

の向上をはじめとした各事業所の削減努力

と生産量減少によるものです。

廃棄物の管理・削減

　帝人グループでは、2006年度に土壌・

地下水汚染防止ガイドラインを制定してお

り、これに基づいて国内外の事業活動に関

して使用している土地・地下水の汚染防止

に努めています。また、2012年6月に施行

された改正水質汚濁防止法への適切な対

応を進めていきます。

土壌・地下水汚染の防止と浄化

　事業活動を通じて排出される化学物質、

温室効果ガス、廃棄物などの環境負荷は、

生物多様性に影響を与えています。帝人グ

ループでは、こうした状況を「見える化」する

ため、「事業活動による生物多様性喪失リス

クと生物多様性保全の取り組みマップ」を作

成し、社員全員が生物多様性に与える影響を

明確に認識して、保全活動を展開しています。

生物多様性の保全

壌・

てお
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　また、帝人グループでは、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に取り組んできまし

たが、中でも国内で廃棄物を500トン以上

排出する事業所については、2011年度ま

でに全てゼロエミッションを達成しました。

なお、国内全体の非有効活用廃棄物量は

182トンで、2010年度比46％の削減とな

りました。2012年度からは、「総排出量を

生産量原単位で毎年1％改善」することを

目標に掲げます。

　海外の非有効活用廃棄物量は0.44万

トンで、2010年対比19％の削減となりま

したが、ゼロエミッション達成事業所・工場

は、2010年度と同様、3拠点にとどまりま

した。海外は国内に比べて廃棄物の有効

活用が遅れているため、2012年度は、引

き続き適正なリサイクル業者の探索など

の施策を強化していきます。

非有効活用廃棄物※量の推移 ★

（t）
国内 海外

■ 2006－2011年度目標

非有効活用廃棄物※を2011年度までに
2005年度比50％以上削減

※ 非有効活用廃棄物：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。

事業活動による生物多様性喪失リスクと生物多様性保全の取り組みマップ

EN14

EN22

中期目標

17,974

9,977

5,6916,240
4,598

2005年度比
グループ目標「2005年度比
50%以上削減」を達成 !

74%減

7,780

詳細情報はWeb に Web

環境配慮設計

土地利用（工場建設など）

グリーン調達

環境保全活動

環境配慮設計

環境配慮設計

環境配慮設計

エネルギー資源

石油化学資源

大気・水域・土壌への化学物質排出

大気・水域・土壌への
化学物質排出

物質の導入・除去
土地改良

・ 生息地の喪失
・ 外来生物種の導入
・ 汚染
・ 気候変動
・ 過剰消費

（生物多様性喪失のリスク）

（生物多様性喪失のリスク）
・ 生息地の喪失
・ 外来生物種の導入
・ 汚染
・ 気候変動
・ 過剰消費

再生可能資源

製品

使用

廃棄

回収

リサイクル

原料

製造・加工

中間製品
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環境配慮設計とは

環境配慮設計認定制度

環境配慮設計認定製品
「Earth Symphony®
（アース・シンフォニー）」

ライフサイクルを通して環境に与える影響を評価しながら、製品、生産プロセス、IT・サービスを設計しています。
また、独自の制度で認定した環境配慮設計製品を「Earth Symphony®」と名付け、認知度向上を図っています。

環境負荷低減に貢献する製品や生産プロセスの設計
環境配慮設計

2011年度の環境配慮設計認定製品

「ステレオコンプレックスポリ乳酸結晶構造」
により、バイオプラスチックでありながら高い
耐熱性を実現。融点は石油系ポリエステル
（PET、PBT）に匹敵する200℃以上で、産業
用途、耐久消費材用途に適しています。

省資源

バイオフロント®

安全・安心・省エネタイプの在
宅医療用酸素濃縮装置です。業
界最小の消費電力で、機器の運
転状況を自動的にモニタリング
するシステムに対応しています。

省エネルギー

ハイサンソ®7R

3重構造の表地に長期
耐熱性と高強度を持つ
繊維を混紡した、軽量
で安全性に優れた消防
服向け生地です。

安全性向上

トリプロテック®
（新型防火服積層生地）

天然皮革に良く似た構造を持ち、従来の人工
皮革（当社品）に比べて約20%の軽量化を実
現しました。「コードレ」使用のランドセルは、
全国のニトリで販売。※但し時期による。

省エネルギー・環境保全

人工皮革 コードレ®
（エコペット®SF・エアロトップ®SF使い）

バイオマスプラ識別表示制度やEPEAT
（電子製品環境アセスメント評価システム）
に対応するバイオマスアロイです。相溶
化技術の開発により、外観性、耐加水分解
性、成形加工性を大幅に改良しました。

CO2削減

安全報告

E-COMMUTE®
（ポリカーボネート・ポリ乳酸アロイ）

　帝人グループでは、環境配慮設計を環境

経営の3本柱の一つに位置付けています。

環境配慮設計とは、「原料、生産、使用、廃棄

という製品のライフサイクルを通して、製品

が環境に与える影響（地球温暖化や大気汚

染など）を、総合的に評価しながら設計を

行い、環境負荷（大気へのCO2やSOxの

排出など）を低減させること」。この定義に

従って、「安全性」「省エネルギー」「省資源」

「環境保全」「情報の提供」「製造段階におけ

る環境負荷低減」の6項目からなる「帝人

グループ環境配慮設計ガイドライン」を

2008年1月に制定しています。

　製品、生産プロセス、IT・サービスの新

規設計または改良設計に当たっては、専用

のチェックリストを用いて、6項目を評価。

環境負荷低減のための諸対策を検討し、そ

の結果を製品、生産プロセス、IT・サービ

スの設計に反映しています。

　2008年１月から、帝人グループ独自の

環境配慮設計認定制度を運用しています。

　一定以上の売り上げが予想される製品、

IT・サービス、もしくは認定を希望する製品、

生産プロセス、IT・サービスに関して、審査

し、適合したものを環境配慮設計推進専門

部会議長が「環境配慮設計」として認定し

ています。2011年度は、5製品を認定しま

した（→下段）。

　認定後も、PL・品質保証監査において定

期的に認定製品の適合性を検証し、認定継

続か取り消しかを判断し続けています。

　環境配慮設計の認定を受けた製品など

を2010年2月に「Earth Symphony（アース・

シンフォニー）」と名付け、2010年6月には、

これを日本で商標として登録しました。

　2011年度は、EU、中国、シンガポール

で登録を完了。今後は、アメリカ、アジア諸

国など帝人グループが商品展開する地域

でも商標登録を行い、グローバルに認知度

の向上と市場での普及を図っていきます。

このマークは、「帝人グループ環境配慮設計ガイ
ドライン」に基づき、環境に配慮した企業活動を
通じて地球環境との調和を図ることをお知らせ
するためのマークです。

写真は2012年モデル

眼鏡市場の
メガネ（耳あて
部分）に採用
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ガイドラインの見直し

業界を通じたLCA活動

今後の展開

今後の課題　素材メーカーは「縁の下の力持ち」になりがちで、環境配慮においても良い面はお客様のメーカー名で広まっていきます。
一方で、「CO2を排出しているのは素材メーカーだ」といった大きな誤解もあります。今後は、製品の社会貢献面も含めて、化学素材や化
学製品の環境保全への貢献度の高さを、もっと広くアピールしていくことが重要だと思います。

東京大学 
工学系研究科教授

平尾 雅彦 氏

4.17

● 環境配慮設計チェックリストの評価項目概要
● 環境配慮設計運用組織
● 環境配慮設計製品・プロセス認定リスト

Web

詳細情報はWeb に Web

　2010年は国連が定めた「国際生物多様性

年」でした。2011年度は前年度、「製造段階

における環境負荷低減」の項目において生

物多様性への影響をさらに詳細に評価する

よう見直した「環境配慮設計ガイドライン」の

運用を開始しました。具体的には、特定化学

物質の使用や廃棄による影響などをLIME2

（→P39）の手法を用いて評価しています。

　国際化学工業協会協議会（ICCA※1）は

2009年に、日本化学工業協会は2011年

7月に「温室効果ガス削減に向けた新たな

視点/化学産業が可能にする低炭素化対

策の定量的ライフサイクル評価」を発行し

ました。この中でc-LCA※2手法を用い、世

界のCO2削減に化学産業が大きく貢献し

ていることを明らかにしました。

　2011年は帝人（株）も日本化学工業協会

が実施しているc-LCA手法を用いてCO2

削減貢献量を算定するときのガイドライン

作成に参加しました。本ガイドラインは環

境省・経済産業省が実施した「サプライ

チェーンを通じた組織の温室効果ガス排

出等に関する調査・研究会」のグローバル

対応分科会化学ワーキンググループによ

る成果として報告され、グリーン・バリュー

チェーン基準開発を目指すという提言に

貢献しました。

　このほか、帝人（株）では日本化学繊維

協会のLCAワーキングクループ活動にも

参加しています。

　2012年度は、新しくグループ環境経営

推進部会を設置し、環境経営活動全般の

推進体制を見直します。新しい部会組織

の下、全般的に課題を見直し、方針や施策

を検討して環境配慮設計をさらに進化さ

せていきます。

　2012年3月26日、東京大学 工学系研究科教授 平尾雅彦氏をお招きしてダイアログを開催

しました。帝人（株）から進捗状況を報告した後、運用と課題について意見交換を行いました。

　ここでは、2010年度に平尾先生からご提言いただいた4つの課題を踏まえた帝人グループの

活動の進捗について頂戴したご意見と、今後の課題として頂戴したご意見の一部を紹介します。

環境経営の強化に向けて組織再編に取り組まれており、自主的な
PDCAの仕組みづくりは進んでいると思います。2012年4月から
の新体制で具体的にどうアクションするかに期待します。

課題① 全ての製品が環境配慮設計ガイドラインに基づいて設計
　　　 され製品化されていくような自主的なPDCAの仕組みへ 2011年は、環境配慮設計認定製品の「ポリカーボネート・ポリ乳酸

アロイ」で原料調達、廃棄時のCO2排出量試算を行うなど、具体的
に取り組み始めたのは良いことだと思います。今後はCO2だけで
はなく、化学物質など広く展開されることを期待しています。

課題③ LCA（ライフサイクルアセスメント）による定量的な評価を

国内の主要開発設計担当者から60件以上の意見が出たこと、そ
の中に「なぜ必要なのか」といった厳しめの意見が含まれていたこ
とは、活動が前進している現われだと思います。しかし、「当たり前
にやらなければならない」という意識が浸透していくまでは、十分
な啓発が必要だと感じます。

課題④ 環境配慮を重視したものづくりを全員参加の活動に 

特に自動車やインフラ関連の製品について高く評価できます。化
学製品は「使われる」ことではじめて社会にも環境にも貢献します
ので、お客様のニーズにうまくマッチングさせながら、いろいろな
分野で展開されることを期待します。

課題② 会社や部門を超えたサプライチェーン内の協働によって
　　　 環境配慮設計への展開を

環境分野の専門家をお招きしてダイアログを開催しました

※1 ICCA：International Council of Chemical 
Associations

※2 c-LCA：carbon-Life Cycle Analysis. 製品の原
料採取から廃棄までのライフサイクル全体を俯
瞰した視点で工程ごとのCO2排出量を調査・分
析すること。
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帝人グループの環境ビジネス 製品・技術を通じた
環境改善への貢献

世界的な環境課題の解決に向けて、長年の歴史の中で培った技術を駆使し、CO2削減に貢献する最先端
素材や資源・水の循環を実現するための技術の開発、製品の普及に力を注いでいます。

環境負荷低減に寄与するビジネスの推進
環境ビジネス

※ モビリティー：自動車・航空機・鉄道など輸送機器。

モビリティー※の軽量化への貢献

新エネルギーの普及への貢献

帝人グループの環境ビジネスによる環境負荷低減の例

●風力発電
（炭素繊維）

●軽量化
（炭素繊維）

●排煙脱硫・脱硝装置

●循環型リサイクルシステム
●バイオプラスチック

●軽量化
（炭素繊維、ポリカーボネート樹脂）
●バイオプラスチック

環境・
安全報告

●高効率照明LED
●有機EL関連素材
●窓貼断熱・遮熱フィルム

●太陽光発電
（PET/PENフィルム、
シリコンナノインク）

EN7

　帝人グループでは、1992年に「帝人グ

ループ地球環境憲章」を宣言、2007年に

「環境経営宣言」を発表。事業活動に伴う

地球環境への負荷が少なくないことを認

識し、環境保全と同時に、環境負荷を低減

させる製品・サービスの提供に注力してき

ました。

　また、2012年2月に発表した中長期経

営ビジョン「CHANGE for 2016」におい

て、グリーンケミストリー、ヘルスケア、お

よびその融合領域での成長戦略の推進を

基本方針とし、サステナブルな価値をソ

リューションとして提供することを明確にし

ました。

　石油資源の消費抑制やCO2排出抑制に

貢献するバイオプラスチックや省エネ・省

資源に寄与する先端材料・複合材料の開発

を強化しています。

　自動車・航空機業界では燃費改善、CO2

削減への取り組みが進んでいます。

　帝人グループでは、車体や機体の軽量化

を実現し、燃費性能の向上やCO2排出削

減に貢献するため、鉄やアルミ、ガラスと

いった従来の素材よりも軽くて強い炭素繊

維やポリカーボネート樹脂の開発・普及に

注力しています。

① 炭素繊維「テナックス®」

　自動車向けでは、世界で初めて、熱可塑性

樹脂を使用した炭素繊維複合材料（CFRP）

によるコンポジット製品を量産する技術を

確立しました。今後、世界最大の自動車メー

カーGM社との共同開発を皮切りに、量産

車への本格採用に向け事業化を推進して

いきます（→P13-14特集）。

　航空機では、エアバス社の世界最大の旅

客機「A380」のフロアビーム（床下の強化

桁材）などに使用されています。

　太陽光発電システム、風力発電システム、

など、CO2を排出しないクリーンエネル

ギー源の普及が進んでいます。こうした新

エネルギーの分野でも帝人グループの製

品が役立っています。

　例えば、太陽光発電では、太陽電池パネ

ルの裏面を保護するバックシートにPET

フィルムが使用されています。さらに、現

在開発を進めているシリコンナノインクを

太陽電池の発電材料に適用することで、生

産性向上による大幅なコストダウンの実現

を目指します。

　風力発電では、炭素繊維「テナックス」が

発電機のブレード（羽根）の大型化を可能

にし、発電効率向上に役立っています。

② ポリカーボネート樹脂「パンライト®」

　新幹線N700系や自動車窓に採用され

始めています。ポリカーボネート樹脂は、軽

いだけでなく加工性にも優れるという特長

があり、デザイン性の向上も見込めます。
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資源循環型システムを通じた
省資源への貢献

生物プロセスによる
排水の循環・再利用

バイオプラスチックによる
CO2削減、省資源への貢献

帝人グループのバイオプラスチックの展開 「エコサークル」のグローバル展開

植物由来
ポリカーボネート系樹脂：
「PLANEXT」

ABS, PMMA
PS, PVC

PEI PEEK
LCP

PE, PP

従来の植物由来樹脂

結晶性（不透明）非晶性（透明）

PES
PSU
PC

mPPO

PPS
PAG, PAGG
PBT, PET, POM

エンジニアリング
プラスチック

スーパーエンジニア
リングプラスチック

汎用プラスチック

高耐熱性ポリ乳酸：
「BIOFRONT」
バイオ由来PET：
「PLANTPET」

PLA, PBS, PHA

● 環境負荷調査・モニタリングWeb

「エコサークル」メンバーは世界中に約150社

日 本
中 国

北 米欧 州

EN27

　帝人グループは、石油系エンジニアリン

グプラスチックに匹敵するバイオプラス

チックの開発を進めています。

　バイオプラスチックは、植物など再生可

能な資源を原料としており、枯渇性資源で

ある石油の消費を抑制します。さらに、原

料である植物は、成長段階でCO2を吸収

するので、大気中のCO2濃度の上昇を抑

制することも可能です。

① BIOFRONT®（バイオフロント®）

　「バイオフロント」は、従来の汎用バイオ

プラスチックであるポリ乳酸(PLA)に比べ、

高い耐熱性を持つほか、100%に近い高植

物度であっても、耐久性、成形性、透明性

などにも優れており、これらの特徴を生か

しエレクトロニクスや自動車分野への用途

開発を目指しています。

② PLANEXT®（プラネクスト®）

　「プラネクスト」は、トウモロコシの実など

から製造されるイソソルビドをベースとした

樹脂で、その植物度は約70％にもなります。

透明性、耐薬品性、耐傷付き性、耐久性に

優れることから、自動車・エレクトロニクス、

光学用途、医療、食品、化粧品用途など幅

広い市場で用途開発を進めています。

　また、コンパウンド技術やアロイ化技術

を駆使した植物由来ポリマーアロイ材料

　「エコサークル」は、帝人グループが世界

で初めて開発した「ケミカルリサイクル技術

を核とする循環型リサイクルシステム」で

す。ポリエステル製品を分子レベルまで化

学的に分解することで、品質の劣化なく、何

度でも新たな製品として再生することを可

能にしています。廃棄物の削減はもちろん、

石油から新しくポリエステル原料（DMT）を

つくる場合と比較して、エネルギー消費量

やCO2 排出量を約80％削減※できます。

　世界各地で水不足や水質汚染が深刻化

する中、日本の優れた水処理技術が期待を

集めています。帝人グループも、「排水の

循環・再利用」をコンセプトとした水処理事

業を積極的に推進し、世界の水資源不足の

緩和に取り組んでいます。

　排水処理の中核技術である多段式生物

処理装置「MSABP」は、微生物によって排

水を浄化するとともに、微生物の食物連鎖

を利用して余剰汚泥の発生を抑制する生

物処理システムです。一般的な活性汚泥設

備に比べ、省エネルギー・低コストといった

メリットがあります。

　また、排水の再利用のための高度技術と

して、電解-触媒式処理装置「ELCAT」や、

過酸化水素添加多段式オゾン処理装置

「HiPOx」などの技術も備えています。

　ユーザーのニーズに応じて、「MSABP」

「ELCAT」「HiPOx」や膜技術を組み合わせ

ることで、工場などの排水の「循環・再利用」

の実現を目指していきます。

「E-COMMUTE®」の開発も推進し、新た

な市場開拓にも挑戦しています。

③ PLANTPET®（プラントペット®）

　「プラントペット」は、サトウキビからつく

られるバイオ燃料を原料として、PET樹脂

の一部であるエチレングリコールをバイオ

由来にしたPET製品です。PET樹脂を構成

する成分の30％強がバイオ由来であり、物

性・品質は、石化由来PETと全く同じです。

また、循環型リサイクルシステム「エコサー

クル」によるリサイクルも可能です。

　2012年4月から、自動車シート用途を

中心に本格展開が始まり、順調に拡大して

います。なお、バイオ由来のPET繊維製品

の本格的な展開は世界でも初めてです。

　現在、国内外のアパレルメーカー、スポー

ツメーカーなど、150社以上と共同で、商

品の開発・回収・リサイクルを進めています。
※ 約80％削減：出典は経済産業省「繊維製品の
LCA調査報告書」。CO2排出量は焼却を加えた
場合。
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環境ビジネス

環境・
安全報告

● その他のTOPICSWeb

TOPICS 中国化学繊維工業協会と包括的な相互連携で合意  

TOPICS 革新的リチウムイオン2次電池向け
セパレーターの展開

TOPICS
新興国の都市化・工業化に伴う排水処理ニーズに
省エネルギー・低コストで対応
̶̶世界に広がる多段式生物処理装置「MSABP®」

リチウムイオン2次電池向けセパレーター
「LIELSORT」(リエルソート)

多段式生物処理装置「MSABP」

TO

多段式生物処理装置「MSABP」

リチウムイオン2次電池向けセパレーター
「LIELSORT」(リエルソート)

※ 中国化学繊維工業協会：中国の化学繊維業界における唯一かつ最大の全国組織で、1993年に設立された非営利の業界団体。
中国全土の関連企業・大学・研究機関など約400の会員で構成されている。

　帝人（株）は、中国の化学繊維産業および関連産業の発展と、中国における帝人グループの繊維事業の発展に向けて、2012年3月に中国化
学繊維工業協会※と相互に協力していくことで合意しました。同協会との相互連携を通じ、中国の第12次5カ年計画において戦略新興産業に指
定されている化学繊維産業の省エネルギー・環境保全などの推進に、帝人グループの技術や知見を活用したソリューションで貢献していきます。
　すでにポリエステル製品の循環型リサイクルシステム構築については現地企業と具体的な検討に入っているほか、2012年4月には、中国で
の研究開発機能の充実に向けて、中国・江蘇省南通市に原糸やテキスタイルの商品開発拠点「帝人（中国）商品開発センター」を新設しました。

　急速に普及拡大するタブレットPCやスマートフォン、次世代エコカーであるEVには、リチ
ウムイオン2次電池が搭載されています。電池設計においては、飽くなき高エネルギー密
度を追求しており、それに伴い高安全で耐化学反応性に優れた部材が求められています。
　帝人（株）は、2007年に、耐熱樹脂であるアラミドを両面塗布した高耐熱セパレーター
を商品化し、また、新たに世界で初めてフッ素系化合物をコーティングした革新的なリチウ
ムイオン2次電池用セパレーター「LIELSORT」（リエルソート）を開発しました。リチウムイ
オン2次電池の安全性を確保しながら、高出力化、長寿命化を可能にします。
　今後、韓国の有力なフィルム加工会社であるCNF社との合弁会社（Teijin CNF Korea 
Co., Ltd.）を設立し、2012年6月より、生産を開始する予定です。販売は、韓国の販売会社
Teijin Electronics Korea Co., Ltd.が中心となって、急拡大するリチウムイオン2次電池
市場に早期展開を図っていきます。

　水処理事業の中核装置である「MSABP」は、中国の遼寧省瀋陽市渾南新区にある複数
の下水処理場に一括採用されるなど、海外展開が進んでいます。渾南新区は、瀋陽市が
2013年に開催される国体に向けて開発を進めている地域で、汚泥の発生が抑制されるこ
とによる初期投資やメンテナンスコストの削減、分散処理方式による下水網整備の極小化
による工期の短縮に加え、将来に人口が増加し集中処理方式に切り替える際には、コンテ
ナサイズの「MSABP」は移動して再利用可能であることなどが高く評価され、一括採用に
至りました。
　また、中国の江蘇省宜興市において、農村集落排水の整備を目的とした実証試験も実
施しています。このほか、「MSABP」はアンゴラなどでも工場排水処理を中心に採用が広
がっています。
　今後も特徴ある総合排水処理ソリューションを国内外でさらに広く展開し、排水再利用、
省エネルギーおよびCO2削減に貢献していきたいと考えています。
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防災管理の推進

防災診断の実施

災害防止対策

● 防災専門チーム活動
● 防火活動

爆発・火災や有害物質の漏えい・流出などの事故ゼロを目指してグループを挙げて防災管理や火災予防を
強化するとともに、地震・津波対策にも取り組んでいます。

地域の皆様と社員を災害から守るために
防災活動

環境・
安全報告

防災診断報告会
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　帝人グループは、グループ共通の防災に

関するガイドラインに基づき、防災診断、地

震対策、火災予防などの未然防止対策、防

災教育、防災訓練、防火設備対策強化など

の拡大防止対策を積極的に推進しています。

　これらの活動の成果として、2011年は海

外拠点を含めた帝人グループ全体で火災

ゼロを達成しましたが、1件の劇物漏えい

事故（帝人テクノプロダクツ（株）松山製造

所）を発生させてしまいました。事故発生後

直ちに、対策委員会を立ち上げて原因究明

と対策を検討し、CSR最高責任者補佐（防

災担当）による監査、帝人環境・安全室長に

よる再監査を行いました。今回の事故原因

は、劇物の入荷時にコンテナからタンクに

注入するに当たって、劇物がパイプから漏

れ出た際、コンテナに付着した劇物の除去

が不十分だったため、コンテナの移動に伴っ

て、周辺道路に劇物が落下したことによる

ものです。二度とこのような事故を起こさな

いよう、今回の事故を真摯に反省し、劇物の

入出荷作業・設備について見直し、教育を徹

底するなど、より一層、防災管理を強化して

いきます（→P18）。

　帝人グループでは、1980年から自主基

準に基づく防災診断を実施しています。多

量の高圧ガスや危険物を取り扱う国内外

22のプラントを対象に、それぞれに所属す

る製造、設備、ESHの専門家が5年周期で

プラントの安全性を検査し、保安・防災上

の見直し・改善を続けています。2011年

は国内4プラント、海外1プラントがこの診

断を実施し、過去5年間での環境変化に防

災管理体制が対応できているかなどを

チェックし、地震対策の強化など多くの改

善点を抽出しました。今後、計画的に対策

を進めていきます。

　また、2008年から実施している危険物

貯蔵所、可燃物置場、ボイラーなどの小規

模な火災危険場所のミニ防災診断を、

2011年は2事業所で実施しました。

　2012年度は、防災診断を1プラントで、ミ

ニ防災診断を6事業所で実施する予定です。

　2011年度は、大地震・大津波が発生した

場合、自社のみならず地域に影響を及ぼす

恐れのある高リスク工場について、被害を

抑制する対策を検討し、設備を固定強化し

たほか、緊急処置方法を見直しました。今後

は、こうした対策を継続するとともに、国の

中央防災会議や自治体の地域防災計画の

見直し内容に沿った対応を進めていきます。

実際の消火器を用いた消火訓練を実施（DSC）TOPICS

実際の消火器を使用して消火剤を噴射。
どの社員も真剣に取り組んでいます。
実際の消火器を使用して消火剤を噴射。
どの社員も真剣に取り組んでいます。

　アメリカのケンタッキー州にあるDiversified Structural Composites, Inc.（DSC）で
は、毎年、地元消防署の協力を得て初期消火の訓練を実施しています。各職場の社員が
交代で、講義と粉末や泡など数種類の消火器を使った訓練のコースを受講します。日本の
訓練では、水消火器を的に向かって噴射することが多いですが、ここでは実際の消火器を
使用します。
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TOPICS 炭素繊維事業を担うアメリカの2工場で
特色あるESH活動を展開

■ 充実した従業員教育
　 （TTA：Toho Tenax America）
　テネシー州にあるTTAでは、専門のスタッフがトレーニングルー
ムを使用して社員の安全教育を実施しています。その内容は、保
護具やロックアウトなどの米国労働安全衛生局（OSHA）により定め
られた安全や衛生の基本的な項目に、工場独自の安全のノウハウ
を加えた実践的なものです。この他、
一人ひとりに年間の教育計
画を策定して、きめ細かな
教育を行っています。

■ 5Sへの積極的な取り組み
　 （DSC：Diversified Structural Composites）
　日本で基本的な安全活動として定着している「5S」は、アメリカでも
“5 Steps Housekeeping”として広く実施されています。ケンタッ
キー州にあるDSCでは、工場内の通
路、作業場、置き場を色分けした線で
区分けし、工具も一つずつ置き場を決
めて整頓しています。これらは社員が
自ら工夫したもので、作業環境改善
提案によって安全意識が高まり、職
場全体の活性化にもつながってい
ます。

労働安全への取り組み

労働安全労働安

環境・
安全報告

労働災害の撲滅に向けて、未然防止と再発防止の両面から対策に取り組み、
グループ全体の安全レベルの向上を図っています。

安全に、安心して働ける職場環境の整備
● OHSAS18001適合証明取得状況
● 災害発生時の対応

LA7

安全活動3本柱の推進 LA9

労働災害情報の共有化と
再発防止 LA9

休業災害度数率 ★

国内
国内製造業
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　帝人グループは、2008年に策定した中

期計画において「年間の休業災害度数率※

を0.3以下に維持する」という目標を掲げ、

災害防止活動に注力してきました。その結

果、2008年、2009年、2010年の休業災

害度数率は、それぞれ0.25となり、3年連

続で目標を達成しました。しかしながら、

2011年は、国内化学工業平均値（2011

年は、0.88）以下を維持しているものの、

国内の休業災害度数率は0.32、海外を含

めても0.32となり、目標を達成することが

できませんでした。

　2012年度は、安全活動3本柱の推進に

よる労働災害の未然防止、労働災害情報

の共有化と水平展開や、国内、海外のESH

研修・指導などの活動を継続的に充実させ

ながら、重大労働災害の撲滅と休業災害度

数率の低減を目指します。
※ 休業災害度数率：100万労働時間当たりの休業
災害者数、つまり労働災害発生の頻度を示す。

　労働災害を未然に防止する手段として、

帝人グループでは、「5S活動」（整理・整頓・

清掃・清潔・躾）、事故にはならなかったも

ののヒヤリとしたりハッとしたりした経験を

共有する「ヒヤリハット活動」、そして「安全

巡視」を、安全活動3本柱として位置付け

ています。

　これらの活動から得た情報を活用して、

個人の危険感受性の向上と職場のコミュ

ニケーション向上を図っています。

　帝人グループ内で発生した休業を伴う

労働災害の情報は、全てグループ内にイン

トラネットで公開するとともに、他の事業所

の参考となる教訓を提示し、同種や類似の

災害の再発防止に役立てています。

　また、回転機械による挟まれ・巻き込ま

れ災害、運搬機械による接触・衝突災害、

通路・階段での転倒・転落災害を、3大労

災とし、「3大労災防止ガイドライン」や「機

械設計アセスメント基準」を制定して、安全

活動や啓発活動によって、これらの災害の

発生防止に努めています。

　「ESHに関する事故・災害報告規則」に定

める重要・重大な労働災害については、グ

ループ内で類似の労働災害を防止するた

めに水平展開を図ることにしています。

2011年は、6月に樹脂事業関連会社で薬

物中毒による労働災害が発生したことか

ら、グループ内の各安全管理部署を通じ

て、関連する現場の保護具の使用状況や

作業管理体制の調査を実施するとともに、

同様の状況を想定し対策を徹底しました。
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健康衛生対策健康衛

環境・
安全報告

グループ内が連携してメンタルヘルスを含めた健康管理体制の強化、職場環境の改善を図り、
社員のこころとからだの健康増進と働きやすい職場づくりを進めています。

「こころ」と「からだ」の健康管理体制を強化

健康管理・生活習慣病予防の
推進

ナノ材料による
健康障害の防止について

voice :
　私の部は2チーム参加し、運よく3位とブービー賞になりました。
全員で12月、1月のお誕生会を兼ねた打ち上げをする予定です。
普段はパソコンや報告書とにらめっこの人が多い職場なので、
もっとコミュニケーションを図りたいと思ったことが参加動機で
す。声をかけたら、社員だけでなく派遣社員の方も参加してくれ
ました。おかげで仕事以外でも普段から声をかけられるようにな
り、人柄が分かってきて職場内に和みを感じています。

「帝人グループ健康ウォーキング」に参加して

LA8

東京本社
ヘルスケア事業グループ

　ウォーキングを始めたきっかけは健康診断でメタボ気味ですと
診療所保健師さんから言われたことです。最初の1カ月くらいは
やめようと思うこともありましたが、徐々に体重が減り、細くなった
ねと言われる快感を覚え、今は開始時と比べ11ｋｇ減。軽くジョ
ギングができるまでに体力がアップしました。自分自身やり遂げる
快感をおぼえたことと、体形が変わった私を見て、職場内にも健
康づくりの雰囲気が出てきたことが何よりの収穫です。

岩国事業所
ヘルスケア事業グループ

汲田 泰宏

武田 晴彦

　帝人グループでは、2009年4月に健康

管理室を設置し、国内グループ各社との連

携の下、社員の健康状態の一元管理に向

けた体制づくりに取り組んでいます。健康

管理室が毎月国内グループ会社のメンタ

ルヘルス状況を集約、各事業および経営に

報告するとともに、毎年3月に「全職場スト

レス診断」を実施し、健康リスク値が帝人グ

ループの職場改善基準を超えた職場に対

しては、健康管理室から各職場の状況に合

わせた改善活動（上司からの情報提供機会

の増加、週報会・月報会での討議の場の設

定など）を提案しています。

　2010年度は、63職場に対して提案した

結果、86％で改善が見られました。改善活

動に取り組んだ社員からは「半年間で職場

の雰囲気が変わり、コミュニケーションが

盛んになった」といった声が聞かれました。

　2011年度は、東日本大震災の影響もあ

り事業グループによってストレスや健康リス

クに差が生じましたが、61職場で改善活動

を進め、2012年3月に効果を確認したとこ

ろ前年同様86％の改善が見られました。

　2012年度は、メンタル不調の予防と早

期発見・対応による悪化防止を目標として、

体調不良に至る以前の悩みごと・困りごと

の段階で気軽に相談できる体制を整えま

す。具体的には健康管理室内に臨床心理

士やカウンセラー・保健師を配置し、社員

からの相談に対応するほか、事業人事や事

業所事務室、診療所のスタッフとも連携し、

グループ全体の相談体制の充実を目指しま

す。さらに外部EAP（Employee Assistance 

Program、従業員支援プログラム）の協力

の下、電話・メール相談に加え、社員の希

望により国内どこでもカウンセラーが出張

して対面相談する体制を整えます。

　2008年7月の厚生労働省通達※を受け

て、「ナノ材料製造・取扱い作業による健康

障害ガイドライン」を制定しました。

　また、2009年3月には、関係省庁からナ

ノマテリアルに関する3つの通達、報告書

が発行されたことを受けて、ガイドライン

の適用範囲をナノ材料からリサイクルまで

拡大。同時に安全対策を充実させました。

ナノ材料を取り扱う部署は、ガイドラインに

沿って障害発生防止を図っています。

　2008年4月に法制化された特定健診・

保健指導（通称メタボ健診・保健指導）につ

いては、本社・事業所の産業保健スタッフ

が、指導対象者にグループや個別での指

導を実施し、その後も支援を半年間継続し

ます。国の対象は40歳以上ですが、帝人

グループでは年齢に関係なく指導を実施

しており、対象者は減少傾向にあります。

　また、生活習慣病の予防改善とメンタル

ヘルス推進のため、毎年10月に「帝人グ

ループ健康ウォーキング」を開催していま

す。これは、専用Webサイトに日々の歩数

を入力し、画面上の世界遺産を巡るイベン

トです。従来は任意参加型でしたが、2011

年以降は定期健診でメタボリック関連項目

（肥満、脂質異常、高血圧、高血糖）に所見

があった社員は参加必須としました。さら

に、歩きながら見たこと・感じたことを書き

込むミニ日記と、それを読んだ社員が賛同

する「いいね～」システムを導入したとこ

ろ、期間中22,000件超の「いいね～」が飛

び交い、「見ず知らずの人の投稿に笑いが

止まりませんでした」「知らない人からの言

葉に励まされて元気になりました」といった

意見が寄せられ、社員同士の交流や連帯

感の醸成にも役立ちました。

※ 厚生労働省通達：ナノマテリアル製造・取扱い作
業現場における当面のばく露防止のための予防
的対応について。
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帝人グループは、ISO、OHSASなどのマネジメントシステム規格認証取得を推進しています。
また、ESHに対する投資・費用を定量的に測定し、効率的なESH活動の推進と改善につなげています。
帝人グ
またまた、

● 2011年度 帝人グループ 環境保全、安全・防災、健康コストの内訳Web

ESH 活動の継続的・効率的な改善に向けて
（環境保全、安全・防災、健康）マネジメントデータESH（

環境・
安全報告

マネジメントシステム認証の
取得

ＥＳＨ会計

帝人グループ マネジメント
認証取得状況 詳細情報はWeb に Web

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、
和興、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）、Teijin Cord（Thailand）、Thai 
Namsiri Intertex、南通帝人、帝人加工糸南通、
帝人汽車用布加工（南通）

アラミド繊維

■国内：帝人テクノプロダクツ、帝人コードレ

■海外：Teijin Aramid

炭素繊維

■国内：東邦テナックス

■海外：Toho Tenax Europe、Toho Tenax 
America、Diversified Structural Composites

フィルム

■国内：帝人デュポンフィルム

■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、テイジンアソシアリテイル、
新和合繊、帝京レース、帝商産業、テクセット、
フォークナー

■海外：FASHION FORCE NO.1 FACTORY

ＩＴ

■国内：インフォコム

個別管理会社

■国内：帝人興産、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

機能スタッフ他

■国内：帝人クリエイティブスタッフ、帝人エンテッ
ク

・社名は2012年3月末現在のもの。
・社名の（株）、Limited、Co.,Ltd.、Ltd.、Inc.、
GmbH、Corporation、B.V.、有限公司は省略。
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・環境保全に関わる費用額は、地球環境保全や廃棄
物の有効活用に関わる資源循環の費用が若干増
加したものの、公害防止や研究開発の費用が減少
したことに伴い、2011年度は81億円と前年度比
16%の減少となりました。
・安全・防災、健康に関わる費用額は、労働安全対策
費用が減少したものの、作業環境対策および防災
対策費用が増加したことにより、2011年は21億
円と、前年比6%の増加となりました。

（年度）20102007 2008 2009 2011

環境保全、安全・防災、健康に関わる費用額
の推移

（億円）
国内 国内海外 海外

環境保全費用額推移 安全・防災、健康費用額推移

124

24

126

29

99

22

97

30

20

10

0

・環境保全投資額は、公害防止および研究開発に関
する投資が減少したものの、省エネルギー関連の
投資額が大幅に増加した結果、2011年度は13億
円となり、前年度より48％増加となりました。
・安全・防災、健康に関わる投資額については、東日
本大震災後の防災対策を中心に特に防災対策の
投資額が増加し、2011年度は10億円となり、前
年度より51％増加しました。

（年度）20102007 2008 2009 2011

環境保全、安全・防災、健康に関わる投資額
の推移

環境パフォーマンス指標およびESH会計の
報告対象範囲

（億円）
国内 国内海外 海外

環境保全投資額推移 安全・防災、健康投資額推移

30

20

25

20

24

8 9
7

13

10

20

81

　帝人グループでは、自主的な環境保全

活動のレベルアップと継続的改善のため、

グループ会社ごとにISO14001や環境省

のエコアクション21（海外において同等の

認証がある場合は該当認証制度）に基づく

環境マネジメントシステムを構築し、継続

的改善を進めています。

　また、労働安全衛生のOHSAS18001の

適合証明、品質保証のISO9001認証など

の取得を推進しています。

　帝人グループでは、国内外のグループ

会社のESHに関わる投資、費用、効果を算

定しています。環境に関わる投資と費用、

効果は、環境省が発行している環境会計ガ

イドラインの集計項目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

関わる内容を集計するとともに、環境保全

に加えて安全・防災、健康に関わる投資額、

費用額も算定しています。

EN30

21
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ISO14001認証取得状況

OHSAS18001適合証明取得状況

ISO9001・ISO13485・ISO16949等認証取得状況

■国内：21社、43事業所・工場
■海外：13社、16事業所・工場

■国内：20社、34事業所・工場
■海外：6社、8事業所・工場

■国内：30社、57事業所・工場
■海外：17社、21事業所・工場



2011年度のステークホルダーへの
付加価値の配分

帝人グループのステークホルダーは多岐にわたります。事業を通じて利益を上げ続けることと、それにより得た
付加価値をステークホルダーの皆様に適切に分配することを、帝人グループの重要な社会的責任と捉えています。

ステークホルダーへの付加価値配分 4.14 EC1経済性
報告

ステークホルダーへの付加価値配分表 ★

ステークホルダーへの付加価値配分額の推移 帝人グループのステークホルダー

・

● 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

・・

高機能繊維・
複合材料事業
グル－プ

社員・
労働組合
求職者

顧客・
消費者

地域住民
NGO
NPO

仕入先
協力企業自治体

金融機関政府・
官公庁

業界団体マスメディア

地球環境

株 主

新事業
開発推進
グループ

IT事業
グループ

ヘルスケア
事業
グループ

総額
955億円

6.2%

5.1%

株主

債権者
（金融機関）

62.2%
社員

8.5%
環境

6.4%
企業（帝人）

1.3%
地域社会

10.4%

行政機関
（国、自治体）

ステークホルダーへの付加価値配分比率

558社員

環境 126
地域社会 9

73行政機関
（国、自治会）

105債権者

49株主 

539

44
120
9

224

97

49

（億円）
売上総利益

2,500

2,250

2,000

1,000

750

500

250

0

2,252

（年度）20102008 2009 2011

ステークホルダー 内　容 備　考

59株主

594社員

49債権者（金融機関）

99行政機関（国、自治体）

12

61

81

955

地域社会

企業（帝人）

環境

総額

金額（億円）

配当金

給料・賃金、賞与一時金、退職
給付費用の総額

支払利息

法人税・住民税・事業税等の納
税額の総額

寄付金および現物寄付・施設開
放・社員の役務提供を金額換算
（経団連算定方式）

剰余金の増加額

環境保全費用

決算短信掲載の数値（サマリー情報の2．配当の状況の配当金総額（年間））

有価証券報告書記載の数値。ただし上記金額には製造原価に含まれる人件費は含まれていない。

決算短信掲載の数値（連結損益計算書の支払利息）

決算短信掲載の数値（連結損益計算書の法人税、住民税及び事業税）

CSR企画室集計（→P33）

決算短信掲載の数値（連結貸借対照表の利益剰余金の当期前期差）

環境・安全室集計（→P49）

電子材料・
化成品事業
グループ

製品事業
グループ

2,186

1,919

2,293

1,082

企業
（帝人）
-491

429
総額

594

49
99
12
61
81

59

20

542

企業
（帝人）
-379

58
78
10
99

955
総額

・本データは、小数点第1位を四捨五入して整数で記載しています。

　2011年度の主なステークホルダーへの

付加価値の配分は以下のとおりです。

　付加価値総額は、売上総利益（売上高ー

製造原価）から、運賃や関税、減価償却費、

研究開発費、販売促進費、賃貸料、その他

の販管費に属する経費を減じた金額に、独

自集計の社会貢献費用と、環境保全の費

用を加算しています。

　社会貢献費用は、その他の販管費に属

する経費と製造原価に含まれる部分の両

方があり、さらに施設開放と社員の役務提

供を金額換算して加算しています。付加価

値配分上のステークホルダー分類としては

「地域社会」と表記しています。また環境に

ついても、その他の販管費に属する経費と

製造原価に含まれる部分の両方があります。

。

2%
株主

率

.1%
機関）
権者
機関）

.2%
社員

。

社
会
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

経
済
性
報
告
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主としてコーポレート・ガバナンス、
企業倫理について

自分たちの特徴、他社との違いを、
もっと具体的に報告するといいと思います

主として環境保全活動について
長期目標の策定など、
「CSR先進企業」への挑戦に期待します

第三者意見 （専門家からのご意見）

小山 嚴也 様 （こやま よしなり）
関東学院大学　経済学部教授　博士（商学）

山梨学院大学商学部助教授、関東学院大学経済学
部准教授などを経て2010年から現職。横浜国立
大学経営学部非常勤講師、明治大学商学部兼任講
師も務める。『CSRのマネジメント』（白桃書房）、『現
代CSR経営要論』（創成社）、『日本の企業倫理』（白
桃書房）など著書多数。

川村 雅彦 様 （かわむら まさひこ）
株式会社ニッセイ基礎研究所　上席主任研究員

九州大学大学院工学研究科修了。三井海洋開発
（株）で海底石油関連のプロジェクト・マネジメント
に従事後、1988年に（株）ニッセイ基礎研究所に入
社。環境経営、環境格付、企業の社会的責任、環境
ビジネスを中心に調査研究。『CSR経営で何をめざ
すのか？』『CSR報告書から統合報告書へ』をはじめ
論文多数。著書に『環境経営入門‐サスティナブル
マネジメントを目指して』（日本工業新聞社）、『SRI
と新しい企業・金融』（東洋経済新報社）、『カー
ボン・ディスクロージャー』（税務経理協会）ほか。

　昨年、私は、「計画・目標と実績・自己評価」

一覧表に対して「次年度の課題の中には抽

象的過ぎるものがある」「自己評価の基準に

曖昧なところがある」と指摘しました。今回

の報告書を読むと、これらの箇所について、

できるだけ数値化して具体的にすることで

解決していこうという努力がうかがえます。

しかし、まだ改善の余地はあります。数値化

が困難な目標もありますが、これからも工夫

を続けてほしいと思います。

　個々の取り組みについても、もっと具体的

に報告したほうが良いと思います。例えば、

「企業倫理・コンプライアンスの浸透に向け

た活動」として階層別研修、推進責任者研修、

各職場での教育、e-ラーニングに言及して

いますが、それらの内容が具体的に紹介さ

れていないので他社との違いが明らかでは

ありません。私は、帝人が、できあいの教材

を利用するのではなく、独自の教材をつくっ

て「本気」で従業員教育に取り組んでいるこ

とを知っています。そんな「良さ」が、読者に

伝わらないことが、もったいないと感じます。

　さらに、自分たちが注力していること、自

信があることは、文章で報告するにとどめ

ず、箇条書きするなど、分かりやすく表現し

てはいかがでしょうか。そうすれば、自分た

ちの取り組みを改めて整理して見直すこと

にも役立ちます。

　「コーポレート・ガバナンス」に関して、アド

バイザリー・ボードを詳しく報告しているこ

とは高く評価できます。こうした機関を設け

ていることや、CSR最高責任者が現場を回っ

て監査していることに、帝人の「本気」さが表

れています。次回は、ボードメンバーのコ

メントを掲載するなど、さらに具体的な報告

がなされることを期待しています。

　環境報告については、環境負荷量のグラ

フで国内・海外別に数値が表記されるなど、

昨年に比べて総じて分かりやすくなりまし

た。しかし、改善を要するところもあります。

　2020年までの環境目標は掲げられていま

すが、2050年までも見通したものとすべき

です。特に気候変動に関しては、グループ全

体での総量目標が必要ですし、同時に「緩和」

だけでなく「適応」、つまりCO2排出量の抑

制と温暖化影響の軽減も求められます。生物

多様性に関しては、事業活動との関連をマッ

ピングした努力は評価できますが、さらにサ

プライチェーン・マネジメントを含めたガイド

ラインの策定が必要です。他方、環境ビジネ

スには着実な進展がみられ、今後は世界的な

「水問題」への取り組みにも期待します。

　「CSRの基本方針（2012-2015）」は、世界

の社会的課題を踏まえて改定され、より良

いものになっています。3.11後の在宅医療

事業に関するダイアログでも、「災害後の機

能損失への対策」というBCP本来の議論が

なされ、大変素晴らしい。ただし、帝人グルー

プ全体のBCP・BCMについては報告不足

で、「防災」的なレベルにとどまっています。

　さらに、「計画・目標と実績・自己評価」

一覧表でのISO26000の扱い方も改善を

要します。少なからぬ企業の対照表と同様

に、自社の取り組みに7つの「中核主題」を

当てはめており、あたかも「ISO26000全て

に対応している」かのように見えます。本来、

中核主題の中にある合計37の「課題」と照

らし合わせ、対応状況を自己評価せねばなり

ません。

　以上、さまざまな指摘をいたしましたが、

「CSR先進企業」を目指す帝人は、必ずや改

善し達成できると期待しています。
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主として人財・労働マネジメント
について

文化上のダイバーシティへの対応、
日本社会の変化への対応が求められています

主として社会貢献活動について
社会貢献活動にも“Human Chemistry, Human Solutions”を
貫いてください

高橋 陽子 様 （たかはし ようこ）
公益社団法人日本フィランソロピー協会理事長

高校教師、心理カウンセラーを経て1991年に日
本フィランソロピー協会に。常務理事・事務局長を
経て2001年から現職。著書に『フィランソロピー
入門』（海南書房）、『60歳からのいきいきボラン
ティア入門』（日本加除出版）がある。

奥林 康司 様 （おくばやし こうじ）
大阪国際大学　学長補佐
ビジネス学部教授、経営学博士

カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、ウィ
スコンシン大学労使関係研究所客員フェロー、神
戸大学経営学部教授、エクス・マルセイユ第2大学
客員教授、摂南大学副学長などを経て2012年4
月から現職。『入門　人的資源管理』（中央経済社）、
『旧ソ連邦の労働』（中央経済社）、『経験から学ぶ経
営学入門』（有斐閣）など、著書多数。

　「女性社員の登用」は、これまでの日本企

業にとってダイバーシティ尊重の主要なテー

マでした。しかし今後、いろいろな国で事業

を展開していくに当たっては、文化上のダイ

バーシティへの対応が重要になってきます。

　そこで、例えば「帝人の理念を何カ国語に

翻訳するのか」をCSRの目標として掲げても

よいのではないかと思います。また「海外法

人の現地人社員に国内と同じ昇進機会や福

利厚生を提供していく」ことも目標にすべき

です。むろん、国ごとに法律や事情が異なり

難しい面もありますが、世界中で高水準な人

事制度を同じように運用していくことは、リー

ディング・カンパニーの社会的責任です。帝

人にも、そのような努力を求めたいですね。

　国内では、若者の個人主義、孤立主義が

気になります。メンタルヘルス対策と結び付

けて新入社員教育の中で「職場での連帯感」

を再生していくなどの取り組みが必要になっ

ています。働く者同士の連帯感は社会人とし

て成長していくための基礎ですから、「個人

の成長」を企業理念に謳っている帝人には、

こういうことにも取り組んでいただきたい。

　さらに国内では、少子高齢化の中で65歳

過ぎでも働ける人は働くというエイジレス社

会に向かって新しい制度づくり、体制づくり

が求められています。帝人は、「退職者の再

雇用」を進めながら、これからの社会を先取

りする仕組みをつくっていかねばなりません。

　CSR活動の定量目標については、これを掲

げるのは良いことです。ただし、達成できな

かった時、数字だけを見て、担当した人々の

努力が見えなくなる危険もありますので、活

動の中身にも目を配ってください。そうすれ

ば、CSRの担い手である社員たちは「ちゃん

と見てくれている」と安心しますので。

　今回の報告書では「帝人グループ社会貢

献基本方針」が紹介されています。その一

番めに「理念の追求ならびに行動規範の実

践として位置づける」とあり、「なぜ社会貢献

活動に取り組むのかを明記すべき」という昨

年の課題が解決され、社会貢献の意味が明

確になりました。一方、「社会貢献基本方針」

の四番めに「『環境』『国際交流』『社会教育』

を重点分野とする」とありますが、支出実績

内訳は「学術・研究」「文化・芸術」「スポーツ」

「環境」等のジャンル分けになっています。

整理する必要があるでしょう。

　個々の活動の中では、ブランドステート

メントに掲げられている“Human Chemistry, 

Human Solutions”を担う人材を育成する「帝

人奨学会」は、帝人らしさを表し、かつ未来を

志向する活動として特筆すべきものだと思い

ます。社員はじめ帝人を取り巻く人々の共感を

得、帝人の価値を再確認する活動こそ、社員

の誇りや豊かな感性を醸成するものとして重

要です。その結果、社員等のボランティア推進

にもつながるのではないでしょうか。昨年開始

した「ボランティアサポートプログラム」ととも

に育てていただきたいと思います。今あるプ

ログラムを時代に合わせながら、蒔いた種を

丁寧にそしてPDCAを繰り返しながら育てて

いくことでCSRの進化が加速すると思います。

　最後に、ISO26000についてですが、今回

の報告書では「計画・目標と実績・自己評価」

一覧表で少しだけ触れていますが、活用の

仕方に物足りなさを感じます。これは、自組

織のCSR取り組みを評価する尺度として有

効ですので、今日の社会的課題に対応でき

ているかどうか、自分たちの姿をISO26000

という鏡に映してみて、次のステップにチャ

レンジしていただきたいと期待しています。

TEIJIN CSR Report 2012 52



2012 CSR

CSR 2011 4 1 2012 3 31

CSR

www.teijin.co.jp/eco/ 2011   

CSR

2007 Global Reporting Initiative

2006 CSR

www.j-sus.org/kitei_pdf/logohuyo.pdf

ISAE 3000

2003 12 2012 4

CSR

CSR

1

 

CSR

2012 6 7

KPMG

1 2

独立保証報告

53 TEIJIN CSR Report 2012



本報告書目次 Webサイト
のみに掲載

Webサイトに
詳細を掲載Webサイト掲載情報

社会性報告

環境・安全報告

特集 第6回ステークホルダーダイアログ

コンプライアンス、リスクマネジメント

品質保証

人財マネジメントと労働CSR

CSR調達

社会貢献

ESH（環境保全、安全・防災、健康）
マネジメント

環境負荷の低減

環境配慮設計

環境ビジネス

防災活動

労働安全

ESH（環境保全、安全・防災、健康）
マネジメントデータ

● 「在宅医療に携わる社員」によるダイアログ

● 倫理意識調査アンケートの実施

● 帝人グループの顧客満足活動 ● 海外での取り組み事例

● 社員のダイバーシティの推進 ● ワークライフ・バランス施策の推進

● 帝人グループ労務管理実態の把握

● 配置・異動　 ● 人権の保護　

● 健全な労使関係の維持　 ● 社員満足度アンケートの実施　

● 人財に関するデータ

● グリーン調達・グリーン購入 ● 業務請負取引先への配慮

● 科学技術者の育成を支える「帝人奨学会」

● 国内の社会貢献事例

● 帝人グループ地球環境憲章 ● 帝人グループESH基本方針　

● 帝人グループ地球環境行動目標　

● グループESH報告会と事業グループESH大会

● 帝人グループの環境INPUT・OUTPUT（過去5年間の推移）

● 生物多様性の保全

● 環境配慮設計チェックリストの評価項目概要

● 環境配慮設計運用組織 ● 環境配慮設計製品・プロセス認定リスト

● 環境配慮設計ダイアログ

● 環境負荷調査・モニタリング ● その他のTOPICS

● 防災専門チーム活動 ● 防火活動

● OHSAS18001適合証明取得状況 ● 災害発生時の対応

● 2011年度 帝人グループ 環境保全、安全・防災、健康コストの内訳

● ISO14001認証取得状況 ● OHSAS18001適合証明取得状況

● ISO9001・ISO13485・ISO16949等認証取得状況

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

誌面の制約で本報告書に掲載できなかった情報をWebサイトに掲載しています。

Webサイト掲載情報一覧

http://www.teijin.co.jp/eco/

　2011年は東日本大震災やタイの洪水など大災害が起こり、帝
人グループにおいても、災害への対応や事業継続計画（BCP）をい
ま一度見直す1年となりました。今回、特集のステークホルダーダ
イアログは、“災害時に果たすべきCSRとは何か”をテーマに、宮城
県仙台市における帝人在宅医療（株）の東日本大震災対応につい
て振り返ることとしました。今後の在宅医療事業全体の課題を浮き
彫りにするとともに、ステークホルダーの皆様との日頃からの“連
携”の大切さを再認識することができました。貴重なご意見を賜り
ました石巻赤十字病院の矢内先生、東北白鳥会の会長高橋様、副
会長大友様には厚く御礼申しあげます。
　帝人グループのCSR報告書では、毎年4分野の専門家の方々か
ら第三者意見を頂戴しております。今回の報告書では、昨年のご指
摘を基に、以下の点を改善しました。また、ご指摘はCSR報告書だ
けにとどまらずCSR活動全般の改善にも役立てています。

編集後記
①「計画・目標と実績・自己評価」において、各課題の目標値や改
善点がやや不明確だったので、中長期目標と短期目標を明確
化し、できる限り定量的な指標を設定しました。
②グローバル対応として、できる限り拠点ごとのデータ・情報を
掲載するようにしました（日本語版・英語版に加え、昨年から中
国語版を発行しています）。
③冊子の読みやすさを向上させるため、ページ数や1ページ当
たりの文字数を制限し、それを超える詳細情報はWebサイト
に掲載することとしました。

　最後に、今年度も多くの取引先・関係先企業、団体、NPO、また
は個人の実名を表記させていただきました。CSR報告書の趣旨を
ご理解いただき、情報開示について多大なご協力を賜りました皆
様に心より御礼申しあげます。

帝人株式会社　CSR企画室

J-SUS：裏表紙に掲載のサステナビリティ報告審査・登録マークは、本CSR報告書に記載されたサステナビリティ情報の信頼性に関してサステナビリティ情報審査協会
（http://www.j-sus.org/）の定めたサステナビリティ報告審査・登録マーク付与基準を満たしていることを示すものである。
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