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企業理念

テイジンブランドの約束： 人と地球環境に配慮した化学技術の向上と、社会と顧客が期待している解決策を
 提供すること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

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

社会と共に成長します 社員と共に成長します

帝人グループは、社会やお客様に対する約束である、ブランドステートメント“Human Chemistry, Human Solutions”のもと
高機能繊維・複合材料、電子材料・化成品、ヘルスケア、繊維製品・流通、ITなど、多岐にわたる事業をグローバルに展開し

人々の「Quality of Life」の向上に努めています。

私たちは、技術革新を核として、世界のさまざまな課題やニーズに応える
新たなソリューションを提供し続けていくことで、社会から期待と尊敬を集める企業グループとなることを目指します。

技術革新を核に、地球的課題に応える
新たなソリューション提供に挑戦し続けます
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お読みいただくに当たって
「2013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2012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。

冊子とウェブサイトの連携
誌面の制約で掲載できない情報はウェブサイトに掲載し、本報告書では関連す
るページの左側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（2012年4月～2013年3月）ですが、一部、
暦年（2012年1月～12月）のもの、2013年4月以降の活動も含みます。報告
対象組織は、原則として帝人グループ全て（帝人（株）と国内グループ会社61
社、海外グループ会社86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
CSR活動の関連情報は、以下の資料にも掲載されてい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）
・アニュアルレポート（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）

本報告書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
2013年6月発行

発行責任部署および連絡先
帝人株式会社　コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-3506-4408　FAX：03-3506-4150
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　2012年度の世界経済は、欧州経済が迷走し、その影響が中国

をはじめとする新興国経済に波及するとともに、米国においても

景気の先行きに対する懸念が高まりました。

　これらの影響は、欧州や中国に重要な事業拠点を置く帝人グ

ループにとっても甚大で、特に素材事業において業績が大きく落

ち込みました。また、ヘルスケア事業においても薬価改定や競合

激化の影響などがあり、期待どおりの業績を上げることができま

せんでした。その結果、一部の事業を除き大幅に収益が悪化し、

特別損失を含めますと、グループ全体で2013年3月期は赤字決

算となり、極めて厳しい状況にあります。

　2012年2月に発表した中長期経営ビジョン「CHANGE for 

2016 －革新と実行－」では、市場やお客様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とともに、企

業理念の一つである「Quality of Life」の向上に貢献することを

掲げています。そして、これらを実現するための中期的な経営

戦略として、「事業」「地域」「技術」「人財」の4つのポートフォリ

オを大胆に変革することを打ち出し、取り組んでいます。大変

厳しい環境下にはありますが、「グローバルエクセレンス」の獲

得、すなわち世界に存在感のある企業となることを目指し、中

長期経営ビジョンに示した変革を不退転の決意で実行してい

きます。

中長期経営ビジョンの概要「CHANGE for 2016」の実現に向けて

　帝人グループは、2003年に事業持株会社制に移行して以来、

グループ経営、グローバル経営を進め、この体制の下で一定の

成果を上げてきましたが、グループとしてのさらなる総合力の発

組織改革による“One Teijin”の強化

※ いく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

トップ
メッセージ

世界に存在感のある企業を目指して
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揮、それによる成長戦略の実行を強力に推進するため、事業持

株会社制を継続する中で組織改革に取り組んでいます。

　具体的には、組織の大括り化や主要なグループ会社の統合、

本社機能スタッフ組織の改編・効率化などを進めており、それぞ

れの事業や機能の間の融合を推進することで“One Teijin”の

強化を図っています。それにより帝人グループとしての総合力

を高め、特に技術開発力と市場対応力を徹底的に強化すること

で、市場やお客様のニーズに最適なソリューションを提供できる

体制の構築を目指します。

　そして、“One Teijin”の旗印のもとに経営資源（人財・技術・

情報）を最大限に活用し、グループ一丸となって最大の成果を生

み出していきたいと考えています。

　現在、帝人グループは大変厳しい環境下にありますが、企業は

経営環境が厳しい状況であればあるほど、自らの企業理念に立ち

返って将来を見据えることが大切です。帝人グループの場合、

CSRの原点は1993年に制定された企業理念に明らかです。ここ

で私たちは「人間への深い理解と豊かな創造力でクォリティ・

オブ・ライフの向上に努めます」「社会と共に成長します」「社員と

共に成長します」と掲げています。

　私が経営において常に意識していることは、「社会と共に」、「社

員と共に」、社会が求める価値創造を行うこと、すなわちCSV

（Creating Shared Value：共通価値の創造）の視点です。社会

的課題に真っ向から取り組み、それらの解決・改善に貢献できる

よう、社会やお客様が期待するソリューションの提供に挑戦して

いくことが求められています。そして、そこにこそ帝人グループ

の持続的な発展があると確信しています。

ネルギー」分野を注力5分野の一つとして位置付けており、今後、

「帝人グループの技術を生かした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、より一層推進していきます。

　中でも、帝人が世界で初めて開発したポリエステルのケミカル

リサイクル技術を核とした循環型リサイクルシステム「エコサーク

ル」は、2012年をもって10周年を迎えました。ステークホルダー

の皆様の力強いご支援の下、「エコサークル」の輪はグローバル

へと着実に広がってきています。

　また、独自技術による熱可塑性の炭素繊維複合材料（CFRP）の

自動車用途への展開を積極的に推進しており、その実現のために

着実に手を打っています。このプロジェクトは、車体を軽量化する

ことにより世界のCO2排出量の削減に貢献する帝人グループの

環境ビジネスの典型であり、顧客価値創造体に生まれ変わるモデ

ルとなるものです。

■ ダイバーシティの加速

　帝人グループは1990年代の末に女性活躍推進室を新設し、

その施策の一環として、大学卒総合職採用において3割以上を女

性にすること、および管理職に女性を積極的に登用することなど

を推進してきました。また、女性活躍を推進するには、子育て支

援や働きやすい環境の整備が不可欠だと考え、在宅勤務や短時

間勤務など、ワークライフ・バランスに関する課題にもしっかり取

り組んできました。

　これからの成長戦略の実行に当たっては、女性に限らず、多様

な人財がその能力を高め、それを最大限に発揮するとともに、帝

人グループとして成果を上げていくことが大切です。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、その役割

を拡大しました。グローバル化とダイバーシティの加速を柱とし

て、国籍・年齢・性別などを問わず、「多様な人財の採用・発掘」「人

財の早期育成」「人財のグローバル最適配置」を推進することによ

り、中期的な重要課題である「人財ポートフォリオ」の変革を実行

していきます。

　これからも帝人グループは、こうした取り組みを通じて「Quality 

of Life」の向上に貢献していきます。ステークホルダーの皆様に

は、引き続き変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお

願いいたします。

2013年6月

経営におけるCSRの意義

　このような経営戦略やCSRに対する考え方の下、帝人グルー

プが「社会と共に」、「社員と共に」注力する主要な取り組みについ

てご紹介します。

■ サステナブルな価値の創造

　中長期経営ビジョンで掲げた成長戦略においては、「環境・エ

経営戦略に対応したCSR

代表取締役社長執行役員 CEO
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■ 帝人（株）の概要（2013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（2013年3月31日現在）
帝人（株） 1社
国内グループ会社 61社
海外グループ会社 86社
合計 148社

国内社員数 9,616人
海外社員数 7,021人
合計 16,637人
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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）

8,544

2011

340

7,457

2012

124

4.5

0.89

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）

“Human Chemistry, Human Solutions”を約束する帝人グループの多様な先進技術とソリュー
ションノウハウは、お取引先企業の事業活動を通じて、人々の生活に深い関わりを持っています。

　1918年に日本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

た技術力を土台に幅広く業態を拡大しました。

　現在では、帝人（株）と147社のグループ会社が高機能繊維・

複合材料、電子材料・化成品、ヘルスケア、繊維製品・流通、ITな

ど、多岐にわたる事業を展開しており、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16,637人のう

ち、7,021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201人です。なお、2012年度の国内の臨時社員の年

間平均雇用数は2,047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。

グループ社員数の推移

2012年度 連結売上高の割合（2013年3月31日現在）

2012

7,021

16,637

9,616

2010

7,588

9,954

17,542

製品
2,372億円（31.8%）

その他
835億円（11.2%）

高機能繊維・
複合材料
1,112億円（14.9%）

ヘルスケア
1,383億円（18.6%）

電子材料・化成品
1,755億円（23.5%）

事業セグメント別割合 顧客所在地別割合

売上高
7,457億円

日本
4,913億円（65.9%）

欧州他
489億円（6.6%）
米州
514億円（6.9%）

中国
978億円（13.1%）

売上高
7,457億円アジア

563億円（7.5%）

1.6

1.00

・臨時社員は含まない。

8,157

2010

486

帝人
グループの
概要

多彩な事業をグローバルに展開
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フィルム事業本部 樹脂事業本部

炭素繊維・
複合材料事業本部

高機能繊維
事業本部

組織図（2013年4月1日より）

高機能繊維・
複合材料事業グループ

帝人グループの構成

アラミド繊維や炭素繊維な
どの高機能繊維、複合材料
のグローバルリーディング
カンパニーとして、さらなる
事業拡大を図っています。

ヘルスケア
事業グループ
医療用医薬品と在宅医
療の2分野を持つ強みを
発揮し、ユニークで画期
的な医療ソリューション
を提供しています。

新事業開発推進グループ
事業の持続的成長を実
現する研究開発を行うと
ともに、新事業の創出
をグローバルな視野で
推進しています。

電子材料・化成品事業グループ
世界シェアトップクラスのポリエステルフィル
ム、成長市場のアジアでシェアトップクラスの
ポリカーボネート樹脂を中心に、グローバル
に展開しています。

IT事業グループ
各種 ITサービスの提供、
デジタルコンテンツ配信
や e コマースなどのネッ
トビジネスを展開してい
ます。

製品事業グループ
アパレルから産業資材まで、市
場の多様なニーズに対応し、素
材開発から製品までの幅広いソ
リューションを提供しています。

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

製品事業グループ

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

高機能繊維事業本部

炭素繊維・複合材料事業本部

帝人（株）

東邦テナックス（株）

帝人フロンティア（株）

帝人ファーマ（株）

インフォコム（株）

樹脂事業本部

フィルム事業本部
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帝人グループは、アラミド繊維のグローバルリーダーとして、多くの取引先、社員、顧客、そして地球環境への重要な責任を
担っています。2013年3月4日、帝人グループのアラミド繊維事業の中核を担うTeijin Aramid B.V.（オランダアーネム市、
以下Teijin Aramid）で第7回ステークホルダーダイアログを実施。CSRの範囲が拡大する中、サプライチェーン全体を視
野に、透明性を持ったCSRに取り組むためには何が必要なのかについて語り合いました。

「アラミド繊維のグローバルリーダー」
としての責任とは。

　Teijin Aramidでは、CSRが業界の重要な活動となる以

前の2004年から、企業として社会への責任を果たしていく

ために、アラミド繊維のリサイクルに取り組んできました。

2012年には、Teijin Aramidのリサイクルプログラムが、

安全や健康面、環境面など社会の持続可能性に優れた功

績があったとして、オランダ化学工業協会が毎年主催する

「レスポンシブル・ケア・アワード」で最優秀賞を獲得。現

在、Teijin Aramidでは、こうした取り組みをサプライ

チェーン全体に浸透させていくことで、帝人グループの

ブランドステートメントである“Human Chemistry, 

Human Solutions”の実現を目指しています。

　CSRに対する社会の要求レベルが高まる中、今後もス

テークホルダーとの信頼関係を維持・強化していくために

は何が必要でしょうか。第7回のステークホルダーダイアロ

グでは、「レスポンシブル・ケア」「エコ効率分析」「CSR調達」

「倫理的責任」という4つのテーマについて議論しました。

　

サプライ
チェーンに
おける責任責任

研究開発

調達
生産

使用
（販売先顧客）

使用
（エンドユーザー）

輸送

レスポンシブル・ケア

アントーン・ファン・
デン・ボーハート氏
Ethics Enterprise 創業者

ハリー・ボスマン
Teijin Aramid B.V.
エコ効率分析
マネージャー

マーク・クラーセン
Teijin Aramid B.V.
購買部長

マーセル・ベルナー
Teijin Aramid B.V.
CSR/ TRM /QHSE
マネージャー

コレット・アルマ氏
オランダ化学工業協会
ディレクター

牧 多恵氏
KPMG
コペンハーゲン
クライメートチェンジ＆
サステナビリティ
マネージャー

第7回ステークホルダーダイアログ特 集 1

サプライチェーンに関わる4つのテーマを議論

（エ

倫理的責任
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CSR調達
テーマ 3
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レスポンシブル・ケア

信頼関係の構築に不可欠な
透明性の確保

Akzo Nobel N.V.：
1972年、Akzo N.V.が 初
めてパラ・アラミドを開発、
当時は「アレンカ」と呼んだ。
12年後、オランダのデルフ
ザイル、エメンの新工場で
製造開始となり、繊維は「ト
ワロン」に改名。1987年に
「トワロン」の販売を開始。
Akzo Nobel N.V. （前
Akzo N.V.）は、繊維ビジ
ネスをAcordisとして独立
させ、2000年にその株式
の78％を投資会社CVC 
Capital Partnersに売却。
同年、帝人（株）がトワロン
事業を買収し、2007年、
Teijin Twaron B.V.は
Teijin Aramid B.V.に社名
変更。

小野 達哉
帝人（株）
CSR・信頼性保証部
CSRグループ　
環境経営
マネージャー

ヴェソル・ブロウニン
Teijin Aramid B.V.
取締役
製造部門長

クリストフ・ハーン
Teijin Aramid B.V.
マーケティング＆セールス
部門長

ヘラード・ファン・デン・
ホンデル
Teijin Aramid B.V.
エラストマー補強材
営業管理マネージャー

マーク・ポーテンハ氏
Akzo Nobel N.V.
セールス・マネージャー

テレビ会議での参加

牧：Teijin Aramidは、レスポンシブル・ケアにつ

いてどのような活動を展開しているのですか。

ブロウニン：Teijin Aramidは長年にわたってオラン

ダ化学工業協会のレスポンシブル・ケア活動に参

加しています。協会は各分野で最も優れた活動を

標準とする行動指針プログラムを策定しており、

これによって自分たちの取り組みの進捗、つまりど

れだけ最適化でき、改善できたかをチェックするこ

とができます。リサイクルは、当社が得意とする分

野ですが、その他の取り組みを含めたレスポンシ

ブル・ケアの幅広い活動をさらに強化していくた

めに、Teijin Aramidでは長年にわたって親密な

関係を築いてきたAkzo Nobel N.V.のフレーム

ワークの一部を使わせてもらっています。当社で

は2004年からアラミド繊維の廃棄物を削減し、「ト

ワロン」ブランドのアラミド繊維をリサイクルする

ための設備投資をしています。これは、使用済み製

品を調査して再利用することに加え、顧客の廃棄

物削減にも貢献するものです。昨年は、市場から

使用済みの当社製品を集めて再利用するという

大規模なリサイクルプロジェクトを開始しました。

このように、当社ではサプライチェーンの全ての

段階を視野に入れてレスポンシブル・ケアを推進

していくよう努めています。

牧：サプライチェーンをマネジメントすることもレ

スポンシブル・ケアの枠組みの中に入っているの

でしょうか。

アルマ：レスポンシブル・ケアは、かつては1次サ

プライヤーに対してのみ適用されてきましたが、

自社の製品がサプライチェーン全体に及ぼす影響

を指標を設けて調査する企業が増えてきていま

す。また、社会の関心も高まってきています。以前、

オランダで化学工場の事故があり、さまざまなと

ころにリスクがあることが社会一般に知られるよう

になりました。監視は強まり、政治的なプレッシャー

もあります。そうした背景から、当協会では政府と

継続的にダイアログを実施しているほか、地域コ

ミュニティでのディスカッションにも参加していま

す。また、透明性を示す一環として、情報開示の基

準について決定しました。このように、社会の要請

が高まる中、オランダの基準は相当に高まってい

ます。

ブロウニン：企業活動の透明性は、社会から信頼

を得るための大きな鍵となっていますね。また、現

状をステークホルダーとオープンに討議すること

も同様に重要です。反面、討議することで、考え方

や認識の違いも浮かび上がり、それらに対処する

のが難しくなっているとも言えます。オランダ化

学工業協会は、化学が提供する価値、化学が未来

社会を拓くソリューションであるというイメージを

社会に定着させてきました。これは大きな功績です。
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とはいえ、人々の考え方や認識は異なります。それ

を変えていくにはまだまだ時間がかかります。

ポーテンハ： 化学の価値を決めるのは、製品の

サプライチェーンの内側ではなく、外側にある社

会です。したがって外側の人々が違う考え方を

持っていたとしたら対話するなどしなければなり

ません。

アルマ：そこで当協会では、新聞社が主催する

化学業界に関する公開討論などに参加しています。

また、議論や調査の対象となっている化学会社に

対しては、顧客側が作成した調査報告書を見て、

活動の改善に役立てるよう助言しています。ただ

多くの企業は異なる考えを持つ人々に誠実に対応

しており、地域コミュニティなどと対話を重ねてい

ます。こうした活動の価値は高く、何か問題が起

こっても、地域住民と対話を継続し、解決を目指す

ことができます。また、近年は、ソーシャルメディア

の急速な普及によって人々は瞬く間に情報を得る

ことができますが、企業はこうした状況も認識して

おく必要があります。

ベルナー：メディアがキャッチして解釈を加えると、

小さな問題も大きくなってしまいますからね。私

たちはソーシャルメディアを利用していませんが、

そうしたメディアが活用されていることは十分に

認識する必要があるでしょう。それがわれわれの

姿勢を変えることもありますから。

アントーン・ファン・デン・
ボーハート氏
Ethics Enterprise創業者。建築を専
攻、テクニカルビジネス研究を行う。企
業コンサルタントとして、企業倫理のア
ドバイスを行っている。

コレット・アルマ氏
オランダ化学工業協会のディレクター。
化学者としてShellに勤めた後、Dutch 
Initiative for Sustainable Develop-
mentsというサステナビリティ開発を
支援する組織に勤めた経験を持つ。

マーク・ポーテンハ氏
Akzo Nobel N.V.のセールス・マネー
ジャー、工業化学ビジネスユニットの塩
素・塩化水素（主に西欧）のキーアカウン
トマネージャー。1999年からAkzo 
Nobel N.V.に勤務、企業内でのCSR
などに豊富な経験を持つ。

牧 多恵氏
デンマークのKPMG コペンハーゲン 
クライメートチェンジ＆サステナビリ
ティのマネージャー。帝人グループと
の関わりは10年以上。電気・化学など
のグローバルな製造会社の監査に豊富
な経験を持つ。

第7回ステークホルダーダイアログ特 集 1

牧：Teijin Aramidは、カスタマー・ベネフィット・

モデル（Customer Benefit Model：CBM）を活

用することで、顧客のエコ効率のレベルアップを

図っていますが、CBMの利点について説明しても

らえますか。

ボスマン：CBMは顧客の製造コストなどのデータ

とエコ効率分析の結果を組み合わせたある種の

計算システムで、「持続可能な方法でサプライ

チェーンのコストパフォーマンスを最大化する」こ

とを目的としています。例えばガスシリンダーで

は、当社のアラミド繊維をガスシリンダーに採用

すると、鋼製シリンダーを使った時よりも40％の

利益増が見込まれることが分かりました。同時に、

生産プロセスでは33％のエネルギーを節約し、

CO2排出量も33％減らすことができるのです。こ

のように、CBMを活用することで、私たちの製品

が同等製品よりも高い経済性と環境性能を持って

いることを示すことができます。ちなみに文献に

よると、軽量な製品がもたらす輸送時のメリットは

とても大きいのですが、そのメリットは業界でもあ

まり認識されていないのが現実です。

ブロウニン：そうした業界の常識に対して、CBMは

軽量化のメリットを具体的に示すことができるツー

ルなのです。環境性能を定量化し、それが何を意

製品がもたらす経済面・環境面の
メリットを可視化して顧客に提供
製品がもたらす経済面 環境面の

エコ効率分析テーマ 2

9 TEIJIN CSR Report 2013

外部ステークホルダー



CSR調達

サプライチェーンに
CSRの観点を組み込んでいく

味するのかを考えることで、私たちの軽量な素材

が鋼製に競合できるものであることが分かります。

また、各原材料の価値を経済性や環境面から検証

することも可能ですし、CBMは製品を構成する全

ての要素において「気付き」をもたらしてくれます。

ボスマン：CBMは顧客一社一社に、私たちの製品

がもたらす経済面・環境面のメリットをデータとし

て示せるので、顧客と一緒になって、さまざまな将

来シナリオを描くことができます。もしエネルギー

のコストが30％まで値上がりしたら？ ゴムのコス

トが15％アップしたら？ このような質問にリアルタ

イムで答えを出すことができるのです。

ファン・デン・ホンデル：効果を可視化するという

のはとても重要なことです。当社の素材は、ケー

ブルやタイヤ、コンベヤーベルトに使われており、

その効果を見ることはできません。私たちの素材が

部材となり、ベルトメーカーがコンベヤーベルトを

作る。建設会社がそれを取り付け、最終的には採

鉱会社がそのベルトを使って省エネ対策を推進す

る。そんな流れの中で、私たちの製品の価値をど

れだけの人に知っていただけているのかは未知数

です。したがって重い鉄鋼から私たちの軽量な製

品への入れ替えを提案することは非常に難しいの

ですが、こうした局面でCBMは真価を発揮します。

ボスマン：顧客に利益だけではなく、エネルギー

や原材料が節約できること、CO2排出の削減量を

示せることは大きな利点の一つです。例えば、当

社のアラミド繊維「トワロン」は、経済面では鉄鋼

よりもキロ当たりのコストが高く、環境面でも鉄

鋼やポリエステルに比べて製造時の環境負荷が

大きいのです。しかし、機能という観点から見ると

安価ですし、同じ機能を有する他の製品に比べて

環境負荷低減効果は高いのです。

牧：南アフリカでの採鉱会社とのプロジェクトにつ

いて、最新状況を教えていただけますか。

ファン・デン・ホンデル：当社の素材が使われた初

めてのベルトがベルトメーカーから採鉱会社に納

品されたところです。このプロジェクトは、ベルト

メーカーや部材メーカーなど多数の企業が関わっ

ており、どの会社も新しいベルトがどのように環境

に貢献するか、私たちが計算したように大きなエ

ネルギー節約が見込まれるのかと、大きな期待を

寄せています。CBMによる計算では、「トワロン」

と「サルフロン」のどちらも12.5％ほどのエネル

ギーが節約できることが分かっており、双方を組

み合わせることで、25％ものエネルギー節約が可

能です。ちなみにトライアル中は常に安定稼働し

ているかどうかをモニタリングしていました。ノン

ストップで稼動することが重要な現場にとって、運

転の中断は一番憂慮することですから。

アルマ：良いパフォーマンスを追求するとコスト

高になるというのが通念です。ところが今回の場

合は、サプライチェーンを通じて良いパフォー

マンスを実現し、かつコスト安を創出できるとい

うことになりますね。

ボスマン：現在は、カナダの深部採鉱会社5社を

対象に、巻き上げケーブルを鉄鋼から「トワロン」

に交換した場合の計算をしています。鉄鋼のケー

ブルは60トンもありますが、「トワロン」だとわず

か18トンです。これは42トンの積載量の増加を

意味します。このように積載量を増やすことが何

より大切な会社もありますし、エネルギー消費を

抑えることが重要な会社もあります。良いパ

フォーマンスの定義は企業、国、地域によってさま

ざまで、中にはエネルギー節約が一番の関心事で

はない地域もあります。

小野：帝人グループでは、最終製品として使われ

る段階でCO2削減に貢献できるような素材を多く

提供しています。したがって、今後はCBMを本社

の経営層に紹介するなどして、グループのさまざま

な製品の評価に活用していきたいと考えています。

クラーセン：当社では2007年から2008年にか

けて、調達にCSRの観点をどのように組み込んで

いくか検討を重ねました。そして、「サプライヤー

は公平な行動をとり、地元の規則を遵守しなけれ

ばならない」といった企業行動規範を定めました。

この規範では社員の安全確保、公平で正しい取引、

児童労働の禁止、組合結成の自由など、人にフォー

カスした項目を多く挙げています。また、サプライ

ヤーが廃棄物や有害物質をどう取り扱っているか

南アフリカの事例：
南アフリカの採鉱会社は、
炭鉱から製造施設まで石
炭を運ぶのに、10キロメー
トルのコンベヤーベルトを
使用。この設備に膨大な量
のエネルギーが消費され
ており、採鉱会社は電気料
金が年々25％値上がりす
ることを予測、また停電に
よる不安定な電力供給と
いう問題を抱えていた。採
鉱会社は現存の施設を使
いながら年に7～10％のエ
ネルギー削減を目指して
いる。帝人グループはCBM
を使用し、コンベヤーベル
トに使用する鉄鋼を「トワ
ロン」に置き換えるプロジェ
クトを進めている。
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ハリー・ボスマン ヘラード・ファン・
デン・ホンデル

マーク・クラーセン ヴェソル・ブロウニン 小野 達哉

第7回ステークホルダーダイアログ特 集 1

倫理的責任

誇りを持って行動することと、
誇りがあるからやらないこと

など環境面での情報も求めています。さらに、

情報公開や知的財産の保護、腐敗防止、搾取の禁

止など、企業倫理面も含んでいます。

アルマ：Teijin Aramidは顧客にまで出向いて視

察をするそうですね。そうした中で、これまでにサ

プライヤーを除外したことはありますか。

ブロウニン：ある工場のCSRの取り組み状況が

Teijin Aramidの基準に達しておらず、取引を中

止したことがあります。そうしたサプライヤーとの

取引は、私たちの事業の信頼性や持続性を脅かす

からです。

クラーセン：当社では、たとえサプライヤーがISO

認証取得企業であっても、必ず工場などの施設に

行き、CSRの取り組み状況をチェックしています。

ベルナー：顧客の施設にも視察に行きますが、多く

の顧客は積極的に対応してくれています。インドの

ある企業では、私たちの製品を安全に取り扱う方法

が確立されていませんでした。そこで私たちは、専

門家と共に工場を訪れて安全研修を実施しました。

小野：サプライチェーン・マネジメントは、帝人グ

ループがグローバルなCSR活動を展開していく

上でますます重要となっています。

牧：サプライチェーンをさらに強化するために、企

業は今後どのように行動していくべきでしょうか。

ポーテンハ：持続可能性に関わる本質的な事柄に

コミットし、かつステークホルダーに働きかけてい

くことが必要でしょう。お互いがもっとオープンに

なるべきです。当社では、化学物質が正しく扱わ

れているかなど、状況を知るために顧客を訪れる

だけでなく、顧客を当社に招いて積極的に討議す

るよう努めています。リスクアセスメントはお互

いに行うものであり、双方向で成り立つものだと

考えています。

ハーン：帝人グループは、「クォリティ・オブ・ライフ

の向上に努めます」を企業理念の一つに掲げてい

ますが、Teijin Aramidはこの企業理念に加えて

PURE（Passion、Unity、Respect、Excellence）

というコアバリューを設定しています。理念やコア

バリューを実践していくためのルールが行動規範

であり、規範を守ることはTeijin Aramid全体の

コミュニケーションに通底しています。

牧：そのコアバリューに照らして、踏み込みたくな

い分野はありますか。

ハーン：はい、大量破壊兵器、地雷など攻撃用兵

器には私たちの製品を使ってほしくありません。

例えば、「トワロン」を防弾チョッキなど防護用に使

用することは許可していますが、国によっては一

切の取引を拒否することもあります。どこかで関

わりのある会社が、好ましくない方法で製品を使っ

ていたとしても、その全てを防ぐことはできません

が、Teijin Aramidでは、ほとんどの事業で製品

の所在を把握しています。

ファン・デン・ボーハート：倫理は、持続可能性に

関する規範と価値を含んでいます。私たちはこの

規範と価値を、有効な形で社会に作用させていか

なければなりません。特に、新しい技術や新製品が

出た時は、常に倫理を問う必要があります。また、

一部の製品は、それを誰に提供するかということ

が帝人グループの責任の重要な部分を占めてい

ますので、常に自問自答する必要があるでしょう。

先ほどハーンさんが「『トワロン』は防護用だけに

リスクアセスメント：
取り組み状況、ベンチマー
クとの比較、基準などに関
わるリスクを特定、評価し
て、許容できるリスクのレ
ベルを決定すること。人（そ
のエリアの住人、社員、そ
のエリアへの訪問者など）
の健康リスク、有害化学物
質による動物、植物など生
態系への負荷の大きさな
どを明らかにする。また、リ
スクを低減、避けるための
管理、改善も特定する。
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使われてほしい」とおっしゃっていましたが、それを

どのように保障しますか。

ハーン：破壊を目的とする製品に当社の素材が使

われることがあってはなりません。防弾チョッキは

命を守るために作られたものです。そこで当社は、

供給先として認めるかどうかについての基準を設け、

販売担当者全員が共有しています。また、疑いを

持った場合は、最初に販売部門の部内で討議し、

明確な結論に達しなかった場合は、私が討議に参

加することとなっています。それでも結論に達し

なかった場合は、倫理委員会に照会します。

ファン・デン・ボーハート：帝人グループが供給し

なくても、誰かが供給するおそれもあります。そ

れにはどう対処しますか。

ハーン：私たちの基準に少しでも反する企業があ

れば、供給しません。腐敗問題も同様で、賄賂が

絡むビジネスは絶対にしません。

牧：企業倫理に関わる内部規律はどのように確保

しているのでしょうか。

ベルナー：“意識・気付き”を高めるよう努めてい

ます。リスクに直面した時に、利益とCSRの面でジ

レンマを感じるような意識を持てるようになること

が重要です。もちろん、そのような時は議論して

決めることが重要です。明白なラインのないグ

レーな事柄はたくさんありますからね。

ファン・デン・ボーハート：「自分たちの事業を改

善するために最も重要な動機は何か」ということ

を議題にして討議することが重要です。動機をも

たらす力は内側と外側に存在します。外側の要因

は世論であり、Teijin Aramidという企業が持つ

イメージ、Teijin Aramidのステークホルダーの

イメージ、そして法律です。

ブロウニン：帝人グループの社員は、等しく「クォリ

ティ・オブ・ライフの向上に努めます」という企業理

念に強いつながりを感じています。それらは日々の

事業活動にも浸透していると自負しています。

ハーン：本質的なモチベーションとして、「誇り」と

いうものも重要です。自社、そして「トワロン」に誇

りを持つ。「トワロン」と共に、積極的に社会に貢献

していくという誇りを持つことが重要です。

　CSRの深化の過程はさまざまですが、目指すべ
き到達点は、CSRを軸足に据えた事業の革新で
あると言えます。
　例えば、グローバルな社会課題の解決を視野
に入れた新規製品の開発と、それによる新規顧
客・市場、販路の拡大です。欧州の多くの成功事
例は、持続可能性に関わるトレンドを単にリスクと
して捉えるだけでなく、新たな活動基盤づくりに
利用し、将来のビジネスチャンスを生み出そうと

する姿勢から生まれていますが、そこに不可欠な
要素がバリューチェーン上のステークホルダーで
す。彼らと協働することで革新的な解決策を導き
出すことができるはずです。
　今回のダイアログで話題となった環境効率分
析サービスは、この深化のプロセスに合致した良
い事例です。今後も幅広いトレンドを踏まえて帝
人のグローバル戦略につなげていっていただき
たいと思います。

　今回、ダイアログの議題として、社会に対して
一層のコミットメントが求められている「サプライ
チェーンにおける責任」を選びました。準備段階
では帝人（株）CSRグループの小野さんと頻繁に
コンタクトをとり、私たちからのプレゼンテーション
を基に討議を重ねました。そうした甲斐もあって、
参加者全員、熱心に語り合うことができました。
　3時間の中で、4つのテーマそれぞれを深く掘
り下げるのは野心的な試みでしたが、ファシリ

テーターの牧さんが入念な準備を行って進行し
てくださったのは大きな助けになりました。ス
テークホルダーの皆様と同じテーブルに着き、
このようなダイアログの機会を持つことは大変
意義のあることであり、収穫の多い体験となり
ました。
　この経験を基に、これからも多様なステークホ
ルダーとのより良い関係づくりを目指したいと思
います。

牧 多恵氏
KPMG コペンハーゲン
クライメートチェンジ＆

サステナビリティ
マネージャー

マーセル・ベルナー
Teijin Aramid B.V.
CSR/ TRM /QHSE

 マネージャー
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CSRが目指すべきは、ステークホルダーとの協働を通じた事業革新

ダイアログをふり返って

Teijin Aramidからのコメント

ファシリテーターからのコメント



中国、日本で始まった新たな展開。

10周年を迎えた「エコサークル®」特 集 2

ポリエステル繊維の循環型リサイクルを普及する
「エコサークル®」がさらに進化。

世界最大のポリエステル生産国で
国家戦略に即し、社会課題に応える
仕組みづくりに貢献しています。

▼ 中国独自のリサイクルシステム

現在、世界で生産される主要繊維の総量はおよそ7,811万トン。その半分以上、約4,500万トンを合成繊維が
占め、そのうちの約8割がポリエステル繊維だと言われています。ポリエステル繊維の循環型リサイクルシステムの
普及を目指し、中国・日本で新しい挑戦が始まっています。

中国での取り組み

世界最大のポリエステル生産国、中国

社会課題

国家戦略
第12次5カ年計画の戦略新興産業第 次 年計画 戦略新興産業

「省エネ・環境保全」

作る

使う
浙江佳人新材料
有限公司

ユーザー

集める

商品メーカー

戻す

・ケミカルリサイクル技術
・「エコサークル」で

培った知見

PETボトルフィルム製品フィルム製品フィルム製品

繊維製品

小売、量販店

※ 国内投入量＝生産量＋輸入量ー輸出量。
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▼ 年間生産量▼ 年間生産量

2,600万トン,
（世界の約60％超）

ン2,460万トン,
（世界の約60％超）

廃棄物の
大量発生

石油などの
資源確保 環境汚染

使用済み
製品

製品

技術提供

石

2 460
▼ 年間国内投入量※



ケミカルリサイクルのプロセス

　私たちの衣服に多く用いられているポリエステル繊維には、強

度に優れる、吸湿性が低く速乾性が高い、しわになりにくいなどの

特性があり、その生産量は今も年々伸び続けています。一方で、

原料となる石油資源の枯渇や繊維の大量廃棄といった課題も指

摘されており、資源の再利用の必要性が叫ばれています。中でも

年間でおよそ2,600万トン、世界の60%以上のポリエステル繊維

を生産している世界最大の生産国である中国でそのリサイクル

が普及すれば、大きな好影響を社会に及ぼします。現在、中国政

府も、第12次5カ年計画において「省エネ・環境保全」を戦略新興

産業の一つと位置付けて重点的に推進しており、リサイクル活動

への機運が高まっています。

　そのような状況を背景に帝人（株）は2012年、中国化学繊維工

業協会と相互連携の基本合意を結び、同協会が紹介する企業と

協力関係を構築。同国最大の繊維生産拠点である紹興市を拠点

に合弁会社「浙江佳人新材料有限公司」を設立し、2014年3月ま

でに現地でポリエステルの循環型リサイクルを開始するための準

備をスタートさせました。

　中国国内ではこれまでペットボトルを粉砕・再溶融してポリエス

テル製品に戻す「マテリアルリサイクル」は行われてきたものの、

ケミカルリサイクル技術を用いた循環型のリサイクルはあまり行

われてきませんでした。帝人グループでは2009年より中国国内

のスポーツアパレルブランドの参加を受け、ケミカルリサイクル

技術を核とした「エコサークル」を展開してきました。今回、中国

化学繊維工業協会や紹興市との連携によって、帝人（株）のケミカ

ルリサイクル技術と10年間の「エコサークル」事業で獲得してき

た知見を生かし、より大規模に循環型リサイクル事業を中国国内

に浸透させていくことができるものと考えています。

回収した使用済みポリエステル製品から異素材
を除去して分子レベルにまで分解し、石油から
製造するのと同品質の原料に戻し、再び新製品
を製造するケミカルリサイクル技術を生かした
循環型のリサイクルシステムです。新規製造時
に比べ約80％のCO2排出量を削減できます。
このシステムを活用する活動に共感したパート
ナー企業が次々に参画し、2002年以来現在まで
に150社以上のネットワークを構築しています。

帝人グループの技術と知見で
独自の循環型システム構築へ

　浙江佳人新材料有限公司では、回収された衣料や繊維くずから

ケミカルリサイクル技術を用いて、リサイクルポリエステル繊維

の原料となるテレフタル酸ジメチル（DMT）を製造します。将来の

さらなるポリエステル繊維の需要拡大も見込み、第1期に2万ト

ン、第2期には5万トン、合計で7万トンの製造を計画しています。

　今後は、中国化学繊維工業協会を通じて、業界団体や地方

行政のみならず、政府へも制度設計や法制化を働きかけなが

ら、国内事情に即した循環型リサイクルシステムの構築を目指

します。

業界団体、行政、政府と連携して
中国全土に展開

「エコサークル®」とは？

フィルム製品

化学反応・
精製

重合

化化化化 ・

時
。
ト
で

重合

回収された
繊維製品

造粒物 ポリエステル原料
（テレフタル酸ジメチル）

破砕・
造粒

繊維製品 長繊維 ポリエステル・ポリマー

社員の声
「エコサークル®」新時代への
第一歩を踏み出した実感

　2012年末に営業許可を取得した後、工場建築、プレ

マーケティングともに順調にスタートし、「エコサーク

ル」新時代への第一歩を確実に

歩み始めました。中国化学繊維

工業協会を通じて、中国政府に

対しても循環型リサイクルシス

テム構築のための制度設計や

法制化を働きかけながら、中国

全土に「エコサークル」を展開し

ていきます。

浙江佳人新材料有限公司
副総経理

宮坂 信義
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自治体と連携した体操服リサイクルプロジェクトで
子どもたちにリサイクル体験を提供しています。

日本での取り組み

▼ 京都市の例 10万人分の体操服
30Lのごみ袋に換算すると

の「ごみ」になってしまいます
6,458個分＝

　ケミカルリサイクルでは、ポリエステル繊維を　ケミカルリサイクルでは、ポリエステル繊維を繰り返し繰り返しリサイクリサイク

ルすることから、回収されたルすることから、回収された衣服に占めるポリエステル繊維の割合服に占めるポリエステル繊維の割合

が多いことがリサイクルの条件となります。その点、学校の体操服が多いことがリサイクルの条件となります。その点、学校の体操服

はよく汚しよく洗うことが多く、乾きやすいポリエステル繊維が主要はよく汚しよく洗うことが多く、乾きやすいポリエステル繊維が主要

素材として用いられています。環境プロデューサ素材として用いられています。環境プロデューサー 岡部達平氏、岡部達平氏、

旭化成せんい（株）、帝人フロンティア（株）（旧、帝人ファイバー（株））旭化成せんい（株）、帝人フロンティア（株）（旧、帝人ファイバー（株））

は、この点に着目し、3者共同で2007年から全国の学校を対象とは、この点に着目し、3者共同で2007年から全国の学校を対象と

してしてエコサークルを活用した学校体操服のリサイクル「体操服！エコサークルを活用した学校体操服のリサイクル「体操服！

いってらっしゃい、おかえりなさいプロジェクト」を進めています。いってらっしゃい、おかえりなさいプロジェクト」を進めています。

　2012年には本プロジェクトに京都市立の学校が参加したこと　2012年には本プロジェクトに京都市立の学校が参加したこと

から、京都市も支援を開始。これを機に京都市内の公立学校49から、京都市も支援を開始。これを機に京都市内の公立学校49

校がプロジェクトに参加し、今後の参加校数拡大に向けてのモデ校がプロジェクトに参加し、今後の参加校数拡大に向けてのモデ

ルケースとなりました。ルケースとなりました。

　ケミカルリサイクルでは、ポリエステル繊維を繰り返しリサイク

ルすることから、回収された衣服に占めるポリエステル繊維の割合

が多いことがリサイクルの条件となります。その点、学校の体操服

はよく汚しよく洗うことが多く、乾きやすいポリエステル繊維が主要

素材として用いられています。環境プロデューサー 岡部達平氏、

旭化成せんい（株）、帝人フロンティア（株）（旧、帝人ファイバー（株））

は、この点に着目し、3者共同で2007年から全国の学校を対象と

して「エコサークル」を活用した学校体操服のリサイクル「体操服！

いってらっしゃい、おかえりなさいプロジェクト」を進めています。

　2010年には本プロジェクトに京都市立の学校が参加したこと

から、京都市も学校や子どもたちへの支援を開始。これを機に京

都市内の公立学校49校がプロジェクトに参加し、今後の参加校

数拡大に向けてのモデルケースとなりました。

先生に体操服を「いってらっしゃい」と手渡ししてもらうことを提案

しています。体操服がリサイクルされて、またいずれ衣服となる

ことを想起させることで、子どもたちがリサイクルに高い意識を

持つきっかけとなっています。

　活動開始5年目を迎え、徐々に規模が拡大しつつある「体操服！

いってらっしゃい、おかえりなさいプロジェクト」。今後はより多く

の子どもたちにリサイクル意識を持ってもらうため、京都市の事

例をきっかけとして、全国の自治体に提案を重ねて日本全国への

拡大を図っていきます。

自治体参加型学校体操服リサイクルの自治体参加型学校体操服リサイクルの
モデルとなった京都市モデルとなった京都市
自治体参加型学校体操服リサイクルの
モデルとなった京都市

いずれは、日本全国の学校へ

2012年7月の
セレモニーで
「いってらっしゃい！」と
使えなくなった体操服を
門川京都市長（写真左）に
手渡す生徒たち

10周年を迎えた「エコサークル®」特 集 2

京都市立の学校には、
約10万人の学生

　衣服は私たちの生活には必要不可欠なものです。しかし、リサ

イクルの意識はまだまだ広く社会に浸透しているとは言えず、着

古されたものの多くはごみとして処理されているのが現状です。

そこで本プロジェクトに参加する学校には、体操服を集める際に、

子どもたちが、体操服に
「いってらっしゃい、おかえりなさい」

社員の声
関係者の協力を得てさらに
活動を拡大させていきたい

　自治体が学校と児童を支援してくださることで多数

の学校の参加が可能となりましたが、一方で販売店や

アパレルメーカーのご理解、ご

協力も必要です。関係者全員

が協力し合うことで本プロジェ

クトがさらに拡大し、子どもた

ちにとって身近な体操服が「物

を大切にする喜びを学び、リサ

イクルを体験できる教材」にな

ることを願っています。

帝人フロンティア（株）
スポーツ・衣料資材課

吉田 美和
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 2002年
•循環型リサイクルシステム「エコサークル」がスタート。

 2004年
•平和堂と「エコサークル」によるユニフォームのリサイクルを開始。
•「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」受賞。

「エコサークル®」10年のあゆみ

持続可能な社会の実現を目指して

　ケミカルリサイクルでは、ポリエステル繊維を繰り返しリサイク

ルすることから、回収された衣服に占めるポリエステル繊維の割合

が多いことがリサイクルの条件となります。その点、学校の体操服

はよく汚しよく洗うことが多く、乾きやすいポリエステル繊維が主要

素材として用いられています。環境プロデューサー 岡部達平氏、

旭化成せんい（株）、帝人フロンティア（株）（旧、帝人ファイバー（株））

は、この点に着目し、3者共同で2007年から全国の学校を対象と

してエコサークルを活用した学校体操服のリサイクル「体操服！

いってらっしゃい、おかえりなさいプロジェクト」を進めています。

　2012年には本プロジェクトに京都市立の学校が参加したこと

から、京都市も支援を開始。これを機に京都市内の公立学校49

校がプロジェクトに参加し、今後の参加校数拡大に向けてのモデ

ルケースとなりました。

自治体参加型学校体操服リサイクルの
モデルとなった京都市

　「エコサークル」が10周年を迎えるに当たり、こ

の取り組みの理念にご賛同いただき、参加いただ

いたメンバー企業、ユーザーの皆様には厚く御礼

申し上げます。2002年の開始当初は、企業ユニ

フォーム、インテリア用途が中心でしたが、現在で

はスポーツ・アウトドア、資材など幅広い用途でご

活用いただいています。

　帝人グループは、中長期経営ビジョンの成長戦

略において、「環境・エネルギー」分野を注力５分野 常務執行役員　鈴木 純
帝人株式会社

「エコサークル®」
メンバー企業数

約30社

2008年

約100社

2009年

約120社

2012年

約150社

2005年

約70社

 2005年
•米パタゴニア社が、海外企業として
   初めて「エコサークル」に参画。

2008年
•「ECO CIRCLE FES ‘08」を開催し、
    一般消費者に向けアピール。
•副資材関連企業の協議会
   「エコサークルライニス会」発足。 

 2009年
•副資材関連企業の協議会「エコサークル
   ライニス会」に海外企業が初めて参加。
•中国のスポーツアパレル最大手の李寧社が
   中国で初めて「エコサークル」を展開。

2010年
•「ICISイノベーション・アワード」
    部門賞を受賞。

～ 未 来 へ の 挑 戦 ～

帝人グループでは、エンジニアリングプラスチックである

ポリカーボネート（PC）や強い強度を持つアラミド繊維のリ

サイクルにも挑戦しています。2005年には実証プラント

でPC樹脂を化学的分解・再生する連続運転を開始。世界

初の実用化を目指しています。アラミド繊維についても繊

維くずや切れ端などを回収し、仕分け・品質テストなどを経

て、糸やパルプの形にして再利用しています。

ポリカーボネートやアラミド繊維のリサイクルも

2013年
•「eco japan cup 2012」で
   「環境ビジネスアワード」を受賞。

2012年
•中国で初めてユニフォームにおける
   「エコサークル」を展開。 

の一つと位置付けています。今後も、メンバー企

業やユーザーの皆様と共に、環境技術を生かした

「エコサークル」のさらなる用途拡大と積極的な

海外展開を図ることで、環境負荷の低減と持続可

能な社会の構築に貢献してまいります。
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スタート当時の「繊維 to 繊維」
リサイクル設備

「ECO CIRCLE FES ‘08」の様子

ポリカーボネート アラミドパルプ

eco japan cup 2012受賞式



ニュースフラッシュ

LEXUS 「HS250h」（Photo：LEXUS）

「日産リーフ」

「パンライト」が
採用された

ラゲージドアガーニッシュ

「PLANTPET」採用部位は、シート、
ドアトリムの一部、ヘッドレスト、センターアームレスト

受賞式の様子

完成予想図

帝人グループにおける2012年度のCSR活動に関する主なトピックスを紹介します。

　自動車業界では、燃費改善に向けた車体の軽量化が課題と
なっており、窓・枠材・ボディ材などの樹脂化が進んでいます。し
かし、バックドアやフェンダーなど大型パーツについては、寸法精
度や成形性、良好な外観特性を満たすことが難しいという問題
がありました。
　2012年7月、帝人化成（株）はこうした問題を解決する新素材
「パンライト AM-9937F」を豊田合成（株）と共同開発しました。こ
の素材は、ポリカーボネート樹脂にポリエステル樹脂を混合した
もので、外板部材などに使用すると鋼板に比べて約20％の軽量

化を可能にします。
　加えて、高い寸法精度と良好な外観
特性も実現。従来の金属素材では不
可能なデザインの成形が可能となり、
LEXUSのプレミアムセダン「HS250h」
に採用されました。

　バイオ由来のポリエステル繊維「PLANTPET（プラントペット）」
が、2012年11月、100%電気自動車「日産リーフ」のシートおよ
び内装トリム※表皮材に採用されました。
　「プラントペット」は成分の約30％がバイオ由来であり、物性や
品質は石油由来のものと変わりません。帝人（株）では、2015年
度には自動車用シートおよび内装材用途において、ポリエステル
繊維の販売量に占める「プラントペット」の割合を50％以上とする
計画です。

 帝人（株）の松山事業所（愛媛県松山市）は、2012年の夏に電力不
足が懸念された四国電力（株）に対し、7月2日～9月28日の約3カ月
間にわたって自家発電常時発電出力の余力分（毎時2,000～3,000
キロワット）を供給しました。さらに、四国電力からの要請を受け、
引き続き電力を供給しており、2013年も継続される見込みです。

　帝人（株）は、三原事業所（広島県三原市）の遊休地に面積約
37,500平方メートル、発電能力1,990キロワットの大規模太陽光
発電所（メガソーラー）を建設し、2013年7月から発電を開始します。
　三原市としては初のメガソーラーで、発電量は年間（20年間平均）
で一般家庭約530世帯分
の約290万キロワット時
を推定しています。発電し
た電力は全量を中国電力
（株）に売電します。

　2011年3月、炭素繊維を用いた新素材「熱可塑性CFRP（炭素
繊維複合材料）」を開発し、1分で自動車ボディなどを成形する量
産技術を世界で初めて確立しました。この量産技術が高く評価さ
れ、2012年10月に「2012年日経地球環境技術賞」（主催：日本
経済新聞社）の「優秀賞」を受賞しました。
　また、2012年12月には、熱可塑性CFRPによるコンポジット※

製品の量産化に向けたパイロットプラントが、帝人（株）松山事業
所に完成しました。

バイオ由来のポリエステル繊維
「PLANTPET®」が「日産リーフ」に採用 環境環境自動車の軽量化と新たなデザインを

実現する樹脂ボディ素材「パンライト」 環境環境

三原事業所に
大規模太陽光発電所を建設 環境環境

1分で自動車ボディを成形する量産化
技術が日経地球環境技術賞を受賞 環境環境

松山事業所が
四国電力（株）に電力供給 環境環境

※ 内装トリム：自動車の室内に使用されている内張り。

※ コンポジット：繊
維や樹脂などの異
なる素材を組み合
わせ、単独では得
られない特性を有
するもの。
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（株）ニトリによる
燃焼比較実験画像
着火後87秒経過 「安全賞」受賞式の様子 「優良労使関係・労働福祉賞」受賞式の様子

　インフォコム（株）の「エマージェンシーコール」が、特定非営利
活動法人ASP・SaaS・クラウドコンソーシアム主催の「ASP・
SaaS・クラウドアワード2012」で、ASP・SaaS部門の「ASPIC会
長特別賞」を受賞しました。「エマージェンシーコール」は、緊急時
や災害時に多様な通信手段を使って、連絡や安否確認をスピー
ディ・確実に行えるサービスで、大企業や官公庁など約600法人
の導入実績を有しています。

　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4年連続で採用されました。2012年度の同イン
デックスには、世界で340社（うち日本企業は20社）が選定され
ていますが、化学部門に属する企業は11社であり、日本企業で
は当社のみです。また、帝人（株）は、このほかにも「FTSE4 
Good Index」「エティベル・インベストメント・レジスター」に継続
して採用されています。
　2012年度は、初めて「カーボン・ディスクロージャー・リーダー
シップ・インデックス（CDLI）」に選定されました。CDLIは、全世界
で約5,000社、日本では主要500社を対象に、気候変動への取
り組みを「ディスクロージャー（情報開示）」と「パフォーマンス（実
績）」の軸で評価し、気候変動に関する開示が特に優れている企
業を選出するものです。日本企業は22社、「素材・原材料」セク
ターでは当社を含む2社のみが選定されました。

　Teijin Cord（Thailand）Co., Ltd.（TCT）は、2012年7月、
タイ王国政府（労働省）から、安全賞として最も権威のある
｢National Occupation Safety and Health Award｣を5年連続
で受賞しました。
　また、Teijin Polyester (Thailand) Limited（TPL）は、同じく
労働省から2012年11月に、「優良労使関係・労働福祉賞（Best 
Labour Relations and Welfare Award）」を10年連続で受賞
しました。2012年度に受賞した718社のうち、10年連続での受
賞はTPLを含む6社のみでした。

　帝人（株）と（株）ニトリは、2012年8月から“新「機能商品」開
発プロジェクト”を推進しています。同年10月には、プロジェク
トの第2弾商品として、一般家庭向け防炎品シリーズ「Ｎガード
～燃えにくいシリーズ」を開発、順次販売を開始しました。
　住宅火災の約14％が寝具類を着火物とする火災が原因（平
成23年版消防白書）であることから、火災予防への貢献を目的
に開発した商品で
あり、独自の繊維構
造によって燃え広
がりを抑制します。

　帝人デュポンフィルム（株）岐阜事業所が、「平成24年度 安全衛
生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する厚生労働大臣表
彰」において「優良賞」を受賞しました。この表彰は、長年にわたり
安全衛生成績の水準が極めて高く、地域や団体、関係事業場の安
全衛生水準の向上・発展に多大な貢献をした功労者を讃えるもの
で、「優良賞」は、他の模範と認められる事業場に贈られます。

①緊急連絡

②安否確認

災害発生を一斉通報
一斉通報通　報事務局

事務局

登録者

登録者
ユーザーの安否を確認

安否登録安否状況

「エマージェンシーコール®」の仕組み

エマージェンシーコール®
携帯電話・PHS・メール・固定電話・

FAX・衛星電話

環境環境インフォコム（株）の
緊急連絡／安否確認システムが、
「ASPIC会長特別賞」を受賞

社会社会

帝人デュポンフィルム（株）岐阜事業所が
安全衛生厚生労働大臣表彰で
「優良賞」を受賞

社会
が
社会

タイの繊維グループ会社2社が、「安全賞」
「優良労使関係・労働福祉賞」を受賞 社会社会

家庭向け防炎品シリーズを
（株）ニトリと共同開発 社会社会

複数のSRI（社会的責任投資）の
構成銘柄に選定 社会社会

Nガード 従来品
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CSR推進活動の特徴

　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、CEO（最高経営責任者）の

代理人としてCSRを管理するCSR最高責任者を定め、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。

基本的CSR
　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、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おり、CSR最高責任者が直接管

理・指導しています。

拡張的CSR
　この分野の「人財・労働」は人事・総務本部長が、サプライチェー

ンへの対応としての「購買・調達」は原料重合・購買本部長が直接

管理・指導しています。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、原料重合・購買本部長に

対して助言・支援をしながら推進しています。

選択的CSR
　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。

ビジョンと
戦略

CSRマネジメント
帝人グループでは、CSR最高責任者を定め、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の基本方針（2012-2015）

帝人グループにおけるCSRピラミッド

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

4.8 4.9 4.12 4.13

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、クォリティ・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。
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CSR活動のPDCA

グループCSR委員会の役割

　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、2012年度は5月と10月に開催し

ました。審議内容は、重大リスクとその対策、防災および労働安全策、

CSR最高責任者

＜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）
原料重合・購買本部長
エンジニアリング本部長
事業グループ長
新事業開発推進グループ長
コーポレート
コミュニケーション部長
法務部長
経営監査部長
財務・ＩＲ部 ＩＲ担当部長

グループCSR委員会

CSR・信頼性保証部

● 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

● 帝人グループのプログラム：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

● 事業グループのプログラム：自社の個別計画を実行

● 帝人グループのCSR関連部署が自己チェック
（CSR報告書に掲載）（→P23-26）
● 事業グループの自己チェック
● 監査法人系機関による保証
● CSR最高責任者レビュー（→P29）
● 社外専門家4人の評価と指導（→P61-62）
● SRIの評価

Plan

Action Check

Do

帝人グループのCSRマネジメント体制 2013年4月1日より

PL・品質保証制度の運用強化、環境経営推進などについてでした。

　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。

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、帝人（株）の関連部署

代表と、事業本部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。

帝人グループは、2013年4月1日に組織体制を変更しています。　　※ ESH：Environment（環境保全）、Safety（安全・防災）、Health（健康）の略称。

環境・安全グループ

CSRグループ

TRMグループ

信頼性保証グループ

グループCSR推進部会

グループ安全保障輸出管理会議

環境保全活動、安全・防災活動、労働安全衛生活動

業務運営リスクマネジメント（ORM）活動、コンプライアンス活動

PL・品質保証活動、安全保障輸出管理活動

環境経営（環境配慮設計を含む）、企業倫理活動、通報・相談窓口の運営

CSRグループを事務局として、事業本部と新事業開発推進グループの代表、およ
び関連部署代表（人財、資材・物流、原料重合、コーポレートコミュニケーション、
マーケティング、経営監査、環境・安全）で構成

信頼性保証グループを事務局として事業グループまたは事業本部を対象に啓発
と管理・運営

グループコンプライアンス・
リスクマネジメント部会

グループPL・品質保証部会

グループ環境経営推進部会

グループESH※部会

CSRグループを事務局として、事業本部と新事業開発推進グループの代表、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、コーポレー
トコミュニケーション、エンジニアリング、資材・物流、原料重合）とで構成
環境・安全グループを事務局として、事業グループまたは事業本部ごとに環境、
安全・防災、健康活動の責任者を定め、活動を統合、管理・運営

TRMグループを事務局として、事業グループまたは事業本部ごとにコンプライ
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

信頼性保証グループを事務局として、事業グループまたは事業本部ごとにPL・
品質保証の責任者を定め、活動を統合管理・運営

TEIJIN CSR Report 2013 20



ISO26000理解促進のための準備を開始
～自らのCSR活動の点検に活用

　帝人グループは、CSRの基本方針の一つに「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、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。」と掲げています。

　その実現に向けた取り組みとして、2011年度はCSR委員会に

社外有識者を招き、事業グループの代表に対して、社会的責任に

関する国際規格ISO26000を啓発しました。2012年度は、帝人

グループのCSR活動をISO26000の中核主題・課題に照らし合わ

せ、現状の取り組み状況を再確認しました（→P63）。

　今後は、ステークホルダーダイアログや有識者との対話を通じ

て新たな課題を抽出し、改善していくとともに、社員に対しても教

育・研修やグループ報によって啓発を強化していきます。

グローバル・コンパクトへの参加

　帝人（株）は、国連が提唱する「国連グローバル・コンパクト※」に

2011年3月から参加しています。「国連グローバル・コンパクト」

は、各企業が持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みづ

くりに自主的に参加するという取り組みです。参加を表明した企業

には、「人権の保護」「不当な労働の排除」「環境への対応」「腐敗の

防止」に関する基本原則10項目を実践することが求められます。

　帝人グループは、グローバル企業として質の高いCSR経営を実

践するために、2011年度、「国連グローバル・コンパクト」の原則を

踏まえて「企業行動規範」「企業行動基準」を見直し、事業活動にお

いて、人権尊重などの基本原則を実践する方針を明確にしまし

た。2012年度はグループ報や企業倫理月間活動を通じて、「国連

グローバル・コンパクト」や、「企業行動規範」「企業行動基準」に対

する社員の理解を促進しました。

ビジョンと
戦略

CSRマネジメント

国連グローバル・コンパクトの10原則

※国連グローバル・コンパクト：1999年1月、世界経済フォーラム（ダボス会議）
の席上で、コフィー・アナン国連事務総長が提唱した企業の自主行動原則。

人権
1．企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言されて
いる人権の擁護を支持し、尊重する。

2．人権侵害に加担しない。

労働基準
3．組合結成の自由と団体交渉権を実効あるものにする。
4．あらゆる種類の強制労働を排除する。
5．児童労働を実効的に廃止する。
6．雇用と職業に関する差別を撤廃する。

環境
7．環境問題の予防的なアプローチを支持する。
8．環境に対していっそうの責任を担うためのイニシアチブ
をとる。

9．環境を守るための技術の開発と普及を促進する。

腐敗防止
10．強要とわいろを含むあらゆる形態の腐敗を防止する

ために取り組む。

日本郵船氷川丸で開催したグローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワークの
分科会
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2012年度のCSR活動をふり返って

　2012年度は、コンプライアンス、リスクマネジメント（業

務運営リスク管理）、環境保全、安全・防災、健康、製造物責

任（PL）・品質保証、社会貢献など多岐にわたる分野で、CSR

活動を着実に進めてまいりました。

　中でも前進した事柄としては、業務運営リスクの管理強

化とPL・品質保証活動の充実が挙げられます。

1）業務運営リスクの管理強化 
　2012年度から、リスクの定量化と可視化を目的に、新し

いリスク分類表を用いて業務運営に関わるさまざまなリス

クを網羅的に抽出し、リスクマップを作成しました。また、こ

のリスクマップの中から対応すべき重大リスクを抽出・評価

し、大規模地震リスク対策として実効性のあるBCP（事業継

続計画）の整備など、事業とともに重大リスクへの対策を推

進しました。

2）PL・品質保証活動の充実
　2012年度は、人の安全に関わる高リスク製品を有する

事業の品質保証体制と機能の充実を目的に、グループCSR

委員会、グループPL・品質保証部会およびPL・品質保証監

査を通じて、過去に事業で発生した重大品質クレームの再

発予防策の実施状況を確認するとともに、現状の課題につ

いてグループ内で共有化を図りました。今後、PL・品質保証

に関する規定・基準、ならびにPL・品質保証体制・仕組みの

見直しを行います。

　このように前進した事柄があった一方で、反省しなければ

ならない事故もありました。海外子会社の化学工場で小規

模ではあったものの化学物質漏えい事故を2件起こしまし

た。幸い環境への影響はなかったものの、地域の皆様には

ご心配をかけてしまいました。帝人グループは化学会社と

して、爆発・火災・漏えい事故や回転体災害などの労働災害

事故の防止活動には日頃から注力していますが、今後はよ

り一層、活動に注力いたします。

　2013年度は、全社の機構改革に合わせて、CSR機能の

組織体制を、リスク管理室、環境・安全室、CSR企画室の3室

体制から、CSR・信頼性保証部の1部4グループ（TRMグ

ループ、環境・安全グループ、信頼性保証グループ、CSRグ

ループ）体制に移行し、より明確な役割分担の下でCSR活

動を展開してまいります。

　CSR最高責任者として、引き続き帝人グループのCSR経営

が前進するよう努力してまいりますので、ステークホルダー

の皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

帝人株式会社 
代表取締役 専務執行役員
CSR最高責任者

西川 修
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ビジョンと
戦略

2012年度の計画・目標と実績・自己評価
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。

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改訂第4版を2012年7月に発行

帝人グループの全社員が「企業倫理全員研修」に参加

帝人（株）主催のグローバルコンプライアンス会議を開催（年2拠点以上）

帝人グループにおける活用推進の継続

リスク対策シートによるリスク管理の推進　
（リスク対策シート提出率　国内：90％以上、海外：50％以上）

地震訓練の継続実施
（国内グループ全体の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

運用強化策の継続実施

安全保障輸出管理の継続的運用

各種制度の拡充と利用者増加

ワークライフ・バランスの定義・意識啓発の展開

女性総合職比率の向上
・女性新卒総合職比率30％以上

女性管理職比率の向上

ダイバーシティ意識啓発の展開

「EaGLES」（グループ共通リーダーシップ研修）の開講地域の拡充と受講
者人数の増加

取引先CSRアンケート評価および改善指導

CSR調達活動の他社協業の拡大

中国におけるCSR調達活動の本格化

コア人財研修への海外人財選抜数の増加

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

中長期目標CSR課題 2012年度の目標

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
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・バランス施策の推進
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

コーポレート・ガバナンスの強化と法令の対応

CSR管理指標によるCSR活動の浸透と向上

企業倫理・コンプライアンス教育の推進

相談・通報窓口の運営

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

CSR共通教育の推進

社会の要請を把握し経営に生かす

ダイバーシティの推進

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

調達CSR活動の定着化、改善

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

定期的なコーポレート・ガバナンスの見直し

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

―

社員教育や社内報などによるCSR活動の浸透と向上

中国向け、米国向け企業倫理ハンドブックの改訂

帝人グループの全社員が「企業倫理全員研修」に参加

グローバルコンプライアンス会議の開催（年2拠点以上）

グローバルウェブサイト（英語）に「取引先からの通報受付」を開設

新規リスク対策シートを用いたリスク管理の定着

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

安全保障輸出管理の継続的運用

個別管理会社への展開継続
地震被害想定見直しへの対応と定着

運用強化策の継続実施

ワークライフ・バランス、モチベーション向上視点での制度（運用）見
直しと利用者増加
・育児短時間勤務制度
・在宅勤務制度
・育児休職制度
・介護休職制度

ワークライフ・バランスの定義・意識啓発の展開
・「仕事と介護の両立」に関する啓発セミナーの実施
・新任マネージャー層へのワークライフ・バランス制度研修

選抜海外人財のフォローアップ

女性活躍の加速
・「女性新卒総合職比率30％以上」の継続
・医薬営業部門ポジティブアクション（女性MRキャリア構築支援）

女性管理職比率の向上

女性リーダーシップ研修継続実施

ダイバーシティ意識啓発の展開
・ダイバーシティのグループ内啓発冊子「together」発行
・グループ報に記事掲載

オープンに優秀人財を確保・発掘・育成
・グローバルでの採用競争力強化
・人財の最適配置・活用のためのインフラ整備
・EaGLESの継続・拡大

A会社・組織再編に対して、ガバナンス体制の整備を実施

Teijin Aramid B.V.でダイアログ開催

グループ会社統合、組織再編により、個別のCSR管理指標で浸透を
図る必要がなくなったことから見送った

ISO26000中核主題に対する帝人グループ取り組み状況の把握

企業倫理ハンドブック改訂第4版を2012年7月に発行

「企業倫理全員研修」への参加率
国内：91％
海外：50％

1月に中国でグローバルコンプライアンス会議を開催

国内：通報相談件数40件に対応し、グループ内で運営状況の全件開
示を継続実施

海外：グローバルウェブサイト（英語）に「取引先からの通報受付」の開
設を準備

リスク評価をより精緻に行うことを目的として、新規リスク対策シート
を作成、それを用いてリスク管理を推進
（新規リスク対策シート提出率　国内：85％、海外：63％）

国内グループ全体を対象としたEMC通報訓練および避難訓練を年2
回実施

9月にグループ安全保障輸出管理会議を開催、法改正情報およびグ
ループ内取引実績を共有

組織改革後の体制整備に向けた協議
グループPL・品質保証研修会の継続開催

個別管理会社へ事業継続計画（BCP）の策定を水平展開

妊娠・産休前後の女性社員への対応マニュアル作成

在宅勤務利用者アンケート実施（回答数22、回答率71％）

育児休職取得者数187人（うち男性33人）

階層別研修（新入社員・新任課長・部長など）での意識付け・制度紹介

ダイバーシティ推進に関する部長アンケート実施（回答数71、回答率
56％）

女性総合職比率17％
・女性新卒総合職比率31％

女性管理職比率3.8％

女性リーダーシップ研修1・2期　計44人受講

ダイバーシティのグループ内啓発冊子「together」（年1回発行）やグ
ループ報（年6回発行）での意識啓発

海外人財選抜数21人（計212人中）

4地域で（欧・米・中・日）実施。欧・米・中にて参加会社数増加（欧1社・
米国2社・中国2社）

旭化成（株）とのCSR調達活動協力開始
［東レ（株）・帝人（株）⇒東レ（株）・帝人（株）・旭化成（株）］

主要取引先の評価：511社

A

C

B

A

A

B

B

A

A

B

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

B

A

A

P27

P7-12

Ｐ19-22

Ｐ29-30

Ｐ19-22

Ｐ30

Ｐ29

Ｐ30

Ｐ30

Ｐ30

Ｐ30

Ｐ31-32

P32

P35

P35

P35

P36

P35

P35

P35

P35

P34

P34

P34

P33

P37-38

P37-38

P37-38

P39

P40

自己評価 2013年度の目標 参照ページ2012年度の実施内容と成果

取引先CSRアンケート評価および改善指導
主要取引先の選定と評価・格付：500社以上

CSR調達活動の他社協業の拡大

中国におけるCSR調達活動の本格化

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

社会貢献費用換算10億円　経常利益の10％

社員がボランティア活動に参加する４団体に各10万円を寄付

在宅勤務制度登録者33人（うち男性5人）

・中国でのCSR調達方針・活動の啓発
・帝人グループの中国取引先に対してCSR取引先アンケート試行
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ビジョンと
戦略

2012年度の計画・目標と実績・自己評価

※1 CO2にはメタン、一酸化二窒素を含む。
※2 CO2排出削減率：2011年度排出量を基準とした削減率（従来のCO2排出原単位から表現を変更）。
※3 化学物質：化管法（特定化学物質の環境への排出量の把握等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。

休業災害度数率0.25以下

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

ESHマネジメントの強化

環境経営を積極的に推進し、「地球環境と共生」を図る

重大事故ゼロ

年間の休業災害度数率を0.3以下に維持

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

グループ＞CO2※1排出削減率※2（2011年度基準）を1％／
年以上とする

国内＞CO2※1排出量を2020年度までに1990年度比20％
以上削減

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

環境

防災

労働安全衛生

地球温暖化
防止

環境経営

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

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、新事業開発推進グループ、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、新事業開発推進グループ、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

c-LCAによるCO2削減貢献量の算定

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）

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
制を見直す

グループ＞CO2排出削減率を毎年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排出原単位前年度比1％以上改善物流に関するCO2排出原単位を毎年、前年度比で1％以上
改善

グループ化学物質排出量の適正管理の維持化学物質※3排出量を、2020年度までに1998年度比80％
以上削減

LIME2手法活用による化学物質削減推進を継続
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

グループ＞非有効活用廃棄物※4を2020年度までに1998年度
比85％以上削減

グループ＞国内外の全ての主要な事業所で、ゼロエミッション※5
達成を目指す

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を達成

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負荷のより少ない製品・サービスを設計する

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

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

防災管理の強化

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

3大労災防止ガイドラインの認知度向上

「全職場ストレス診断」の実施と職場環境改善活動の継続

「こころ」と「からだ」のための個別相談体制の充実

中長期目標 2012年度の目標CSR課題
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※4 非有効活用廃棄物：単純に焼却や埋立処分する廃棄物。
※5 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。

LCA評価製品の増加とガイドラインの策定

設備耐震診断・対策を制度化

休業災害度数率0.25以下

B

A

C

設備耐震対策などを新たに取り入れ、計画どおりに実施した

休業災害度数率0.30

国内外におけるESH監査
監査Ⅰ：31拠点で実施
監査Ⅱ：5事業グループ、新事業開発推進グループ、原料重合部門

を対象に年1回実施
監査Ⅲ：5事業グループ、新事業開発推進グループ、原料重合部門、

3個別管理会社を対象に年1回実施

B

国内外におけるESH監査
　監査Ⅰ：29拠点で実施
監査Ⅱ：5事業グループ、新事業開発推進グループ、原料重合部門、

3個別管理会社に関して実施
監査Ⅲ：5事業グループ、新事業開発推進グループ、原料重合部門、

3個別管理会社に対して実施

P41-42

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

国内：大阪本社にて実施（7月）
海外：ミニ研修会として、シンガポール、タイにて各１回実施 A P41

LCA研修を実施（6回）し、今後の実施体制を検討

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）大阪本社にて実施（1月）
松山事業所にて実施（2月） A P42

中期目標（環境経営指標）の検討B環境経営推進部会の立上げ、討議を実施（2回） P43

P43

グループ＞CO2排出削減率（2011年度基準）を1％／年以上改善

国内＞CO2排出量を2020年度までに1990年度比20％以上削減

グループ＞2011年度比9％削減

国内＞1990年度比51.1％削減
A P45-46

さらなるモーダルシフトの拡大、まとめ輸送による積載率向上、輸送
回数の削減などの対策推進
2013年4月より、大手物流会社と共同で松山事業所から関東に向け
た製品出荷にRORO船を導入

CCO2排出原単位は2011年度比0.58％悪化 P46

中長期目標達成に向けた総量削減の推進C化学物質排出量を1998年度比69％削減 P47

LIME2手法活用による化学物質削減推進を継続
化学物質以外に環境へインパクトを与える要因についての検討を開始A・事業ごとの重点削減推進物質の提示とフォローの実施

・LCA日本フォーラムにおいて進捗を紹介 P47-48

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

A

グループ＞非有効活用廃棄物を1998年度比92％削減

国内＞総排出量を生産量原単位で2011年度比6％改善

P49

C 環境配慮設計促進策の検討
（ガイドライン見直しなど）海外からの初の認定申請あり P52

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

炭素繊維、樹脂のモビリティー分野への普及
「エコサークル」の中国での展開
再生可能エネルギー関連の製品の普及
水処理事業の国内外での展開
省エネ関連商品の普及　など

P13-16、
53-54

「重大事故（レベルＡ）ゼロ」維持に向けた爆発火災および化学物質漏
洩防止対策推進A事故防止活動と情報共有化により、重大事故ゼロを達成 P55

P55-56

対象建物18棟の対策を2014年度末までに完了するB全ての対象建物について、対策計画を策定した P56

P57

回転体災害および化学物質による健康被害の防止A
監査および各種研修会にてガイドラインの存在の周知、概要説明な
どにより認知度向上に努めた
労災対応においては、ガイドラインに沿ってチェックシート作成を行った

P57-58

事業人事担当者と連携し、積極的・能動的なメンタル予防対策を実施
（長時間残業・異動・昇格等業務関連負荷が高いとされる人を対象に
計画面談を実施）

B

ストレス診断実施職場：796
上記のうち要改善職場：63
改善活動実施中の職場：59
（4職場は個別対応中）

P58

メンタルヘルス予防を主眼においた研修・教育・啓発活動の充実A
健康管理室内に相談窓口設置
＊臨床心理士・カウンセラー・保健師が対応
社外ＥＡＰ（従業員支援プログラム）相談窓口対応強化
＊全国出張面談開始

P58

自己評価 2013年度の目標 参照ページ2012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

　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。

　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2003」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。

　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

では「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。

　2012年度には帝人グループのグループ会社を含む組織再編

（→P3トップメッセージ）を実施しましたが、これもガバナンスの基

本的考え方に基づくものです。

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

　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。

　帝人（株）のアドバイザリー・ボードは、独立社外取締役に求めら

れる要件を満たす社外アドバイザー5～7人（うち外国人2～3人）

と会長（会長不在の場合は相談役）、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、2012年度は5月に海外で、11月に国内で開催

しました。

ビジョンと
戦略

コーポレート・ガバナンス
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。

4.1 4.2 4.5 4.6 4.7 4.10

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

長島 徹（議長） 帝人株式会社 取締役会長
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
澤部 肇 TDK株式会社 相談役
飯村 豊 日本国政府代表（中東地域および欧州地域関連）
関 誠夫 千代田化工建設株式会社 非常勤顧問
妹尾 堅一郎 特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長
大八木 成男 帝人株式会社 代表取締役社長執行役員 CEO

アドバイザリー・ボード構成メンバー

アドバイザリー・ボードにおける審議事項の例

2013年3月末時点

2012年
5月14日 海外

国内

■前年度の実績報告
■新年度の経営計画報告
■中長期計画報告
■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

■上期の実績報告
■下期の見通し報告
■後継者プラン

2012年
11月16日

開催時期 開催地域 課題
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内部統制

　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、内部監査組織

としてCEO直轄の経営監査部を設置して取り組んでいます。

意思決定、業務執行、監視・監督の
分離と強化

　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

トータル・リスクマネジメント

　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。

に関わらない会長（会長不在の場合は相談役または社外取締役）

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主要会

社の監査役等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。

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）

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）

ガバナンス体制

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

帝人グループのコーポレート・ガバナンス体制
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企業倫理・コンプライアンス活動
FY2012

FY2012

コンプライアンス・
リスクマネジメント推進体制

SO2

SO2 SO4CSR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）

　帝人（株）では、2011年度に、グループの「環境経営」への取り

　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、

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、活動の実績と

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。

2012年度の調査票は、国内グループ会社49社中47社、海外グ

ループ会社69社中41社から回答がありました。

　2012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、重大なものはありませんでした。

しかし、海外子会社の工場内において、小規模な化学物質漏えい

事故が2件ありました。どちらも環境への影響はありませんでした。

　帝人グループは、CSR最高責任者を委員長とするグループ

CSR委員会の下に、リスク管理室長（2013年4月1日からCSR・

信頼性保証部長）を部会長、事業グループ代表および機能スタッ

フをメンバーとするグループコンプライアンス・リスクマネジメン

ト部会を設置し、年2回開催しています。

　国内では、各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。推進責任者は年1回の研修を受けています。

　海外では、事業グループが独自に教育を実施するほか、帝人

（株）が主催するグローバルコンプライアンス会議を、毎年、主要

な海外地域で開催しています。2012年度当初は、年2拠点以上

の開催という目標を立てましたが、実際には中国で1回開催（1月）

し、米国および欧州の拠点とは、連絡を密にしての情報交換で代

替しました。2013年度も、引き続き海外拠点との連携を強化し、

各地域版の「企業倫理ハンドブック」の改訂に努めます。

社会性報告

コンプライアンス・
リスクマネジメント

基本姿勢
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。

企業倫理ハンドブックの改訂版の発行

コンプライアンスとリスクマネジメントの位置付け

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

8．法令および社会的規範の遵守
帝人グループは、事業活動の遂行にあたり、その国や地域の
法令と社会的規範を遵守する。また、政治、行政との健全かつ
正常な関係を保つとともに、社会秩序や健全な事業活動を阻
害する個人、団体とは関わりを持たない。

企業行動規範

ウェブサイト掲載情報

Web

● 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

● 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
● 倫理意識調査アンケートの実施
● TOPICS
● 情報セキュリティ
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事業継続計画（BCP）、事業継続
マネジメント（BCM）の進捗

4.11

FY2012

リスクマネジメント活動 4.11

FY2012

SO3

4.4

　帝人グループでは、毎年、全ての役員・社員（契約社員や派遣

社員を含む）を対象に、企業倫理全員研修を実施しています。

　2012年度の参加率は、国内は91％で前年度と同じでした。海

外は2012年度から参加率の集計を開始し50％という結果でし

た。また、2012年度は、全員研修の教材において「企業行動基準」

の項目ごとに事例を取り上げ、各職場で起こり得るケースを学べ

るように工夫しました。

企業倫理全員研修の開催

　帝人グループの相談・通報制度は、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、国内を対象に開始しました。現在、

国内の帝人グループの組織で働く人は誰でも利用可能です。

2006年からは社外取引先向け窓口をウェブサイトに設けています。

　この制度は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相談・通報はTRMコミティー（→P28）に報

告され、トップマネジメントが対処します。また、社員の啓発や予

防的見地から、社員からの相談・通報内容と対応については、プ

ライバシーを守りつつ、半期ごとにイントラネット上に全件を開示

しています。2012年度の相談・通報は社内・社外合わせて40件

でした。過去数年間の年間件数は40～50件で推移しており、窓

口の存在は十分に認知されていると考えています。

　また、海外では、社員からの相談・通報をTeijin Holdings 

USA, Inc.およびTeijin Aramid B.V.で受け付けているほか、帝人

相談・通報窓口の運営

　帝人グループでは、リスクマネジメントの中でもBCMを重要

課題の一つとしています。

　国内においては、首都直下地震の想定被害の見直し結果が公

表されたことから、2006年度に策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の見直しを2012年度に開

始、2013年度の完了を目指しています。また、グループ各社の

BCP策定も順次進めており、2012年度はすでに策定したグルー

プ主要6社を除く個別管理会社への水平展開を推進しました。

　地震訓練は毎年2回実施しており、2012年度も継続開催しま

した。地震避難訓練は約300拠点で実施、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を活用した通

報訓練には、12,375人が参加しました★。

　海外では、2011年10月の水害で冠水したタイの3社※が

2012年10月31日までに完全復旧し、防水壁の整備、排水用ポン

プの増強、洪水予知のための定点観測拠点の設置、対策マニュア

ルの策定など、洪水の再発に備えて万全の体制を整えました。

　2012年度は、CSR最高責任者の下に新設したリスク管理室が、

従来のリスク抽出・評価手法をより精緻に行うために、リスク抽出・

評価に用いるリスク対策シートを変更しました。

　新規リスク対策シートでは、製造業向けおよび過去5年間に帝

人グループで顕在化したリスク情報に基づき、従来の48項目のリ

スク分類表から113項目のリスク分類表を新たに作成し、これを

用いたリスク抽出を実施しました。また、リスク評価については、リ

スクの発生頻度とリスクの発現による損失額の基準を変更し、より

定量的に評価できるようにしました。さらにリスク対策の具体的記

入を求め、リスク発生頻度、損害額の大きさ、そしてリスク特性と

の関係において、残存リスク評価と対策を求めました。

　2013年度は、新規リスク対策シートを用いたリスク評価によっ

て特定された重大リスクについて、対策を推進していく予定です。

組み姿勢や国連グローバル・コンパクトなど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。2012年7月には、その内容を反映した企業倫理ハンドブッ

クの日本語版を発行しました。海外版のうち、中国向けは2013

年7月、米国向けは12月、欧州・タイ・インドネシア向けは2014

年度以降の発行を予定しています。

2012年度の社内・社外からの相談・通報内容 ★

3件2件
個人情報取り扱い

3件
セクハラ

4件

業務上の不正・
ルール違反

7件
人間関係

計
40件

その他

11件

処遇・労務管理・
福利厚生

10件
パワハラ

※ Teijin Polyester（Thailand）Limited、Teijin（Thailand）Limited、Teijin 
Cord（Thailand）Co., Ltd.

グループのグローバルウェブサイト（英語）に「取引先からの通報

受付」を開設し、2013年4月から運営を開始しています。
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「PL・品質保証監査」の実施
FY2012

帝人グループの
マネジメントシステム

PR1

　帝人グループでは、各々のPL・品質保証単位系（2012年3月

現在、9事業グループ・6個別管理会社）が責任を持って実行して

いる品質保証活動を、グループ全体の品質統轄部署であるCSR・

信頼性保証部が監査し、品質保証の仕組みが適切に運用されて

いることを検証しています。

　2012年度も全てのPL・品質保証単位系に対する定期監査、ま

た特定のPL・品質保証単位系においてはクレームの再発防止を

目的とした特別監査を実施しました。監査結果のフィードバックを

通じて、品質保証体制や品質保証プロセスの継続的な改善を図っ

ています。

　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CSR委員会」お

よび「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、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、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。

※1 PL：Product Liability（製造物責任）の略。

社会性報告

品質保証

1．人命の尊重と安全、健康への配慮
帝人グループは、事業活動のすべての段階において、人命尊
重と、安全、健康の維持に努める。

5．ステークホルダーの尊重
帝人グループは、事業活動の遂行にあたり、株主、社員、顧客、
サプライヤー、地域住民などのステークホルダーの立場を尊
重するとともに、ステークホルダーとの対話に努める。また、
帝人グループは、機密情報として扱うものを除き、事業活動に
関わる内容で社会にとって重要な情報については、適切に開
示する。

8．法令ならびに社会的規範の遵守
帝人グループは、事業活動を行うにあたり、その国や地域の法
令と社会的規範を遵守する。また、政治、行政との健全かつ正
常な関係を保つとともに、社会秩序や健全な事業活動を阻害
する個人、団体とは関わりを持たない。

企業行動規範

基本姿勢
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。

ウェブサイト掲載情報

● 顧客満足活動事例Web
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運用強化策と取り組みの成果 PR1

FY2012

安全保障輸出管理体制の
充実と継続的運用

4.11

FY2012
　新製品の研究開発や4M※2変更時において、安全性・信頼性

を審査する「PL・品質保証アセスメント」を継続して運用していま

す。アセスメントを客観的かつ適正に行うためには安全性、信頼

性を示すエビデンス資料が重要です。PL・品質保証アセスメント

を浸透させ、必要となるエビデンス資料を提示することができる

ように、各事業のPL・品質保証単位系とCSR・信頼性保証部が協

力して活動を進めています。

　2012年度も新任の統轄管理責任者、管理責任者向けのグ

ループPL・品質保証研修会を7月27日に開催しました。35人の

受講者は、管理体制や規程類の理解を深めるとともに、PL・品質

保証監査、PL・品質保証アセスメントの進め方を習得しました。

　また、この研修会ではグローバル展開する上でのリスクについ

て理解を深めるため、外

部講師を招いて「企業が

直面しているPL・品質保

証リスク」「米国と世界の

PL事情」の講演を行いま

した。多くの受講者から、 グループPL・品質保証研修会

※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。

帝人グループ全体のPL・品質保証活動体系

事業グループ（本部）長

管理責任者

PL・品質保証単位系

事業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

CSR・信頼性保証部

事
業
グ
ル
ー
プ（
本
部
）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（CSR・信頼性保証部長）／同 代行（信頼性保証グループ長）
事業代表委員（統轄管理責任者）／全社スタッフ組織委員
事務局：信頼性保証グループ

事業CSR委員会

CEO

2013年4月1日より

PL・品質保証アセスメントの運用強化

　グローバルに事業を展開する帝人グループにおいて、法令を

遵守し確実な安全保障輸出管理を行うことは極めて重要です。帝

人グループでは、「グループ安全保障輸出管理規程」の下、輸出

を行うグループ各社は、それに整合する「安全保障輸出管理規

程」「安全保障輸出管理実施細則」を制定して運用しています。実

行体制は、事業グループと本社に専門スタッフを置く二重の管理

体制とし、確実な安全保障輸出管理を実施しています。

　安全保障輸出管理で遵守しなければならない法令などの詳細

事項は頻繁に改定されており、最新情報を周知・徹底する教育活

動が重要です。帝人グループでは、本社スタッフが得た最新情報

を速やかに事業グループへ周知するとともに、定期的な教育を

行っています。2012年度は9月に、事業グループの委員を集め

たグループ安全保障輸出管理会議を開催しました。2011年から

2012年にかけて改正された関連法規を再確認し、さらにグルー

プ内の取引実績について情報を共有し、安全保障輸出管理上の

留意点を明確にしました。

　また、2012年度は、グループ会社を帝人（株）に統合する大き

な組織再編がありましたが、これに伴って規程類や体制を整備し、

円滑に移行を済ませました。

PL・品質保証教育の徹底

CSR最高責任者

グローバル化を進める帝人グループのPL・品質保証責任者とし

て有意義な学びの場であったという声が聞かれました。
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コア人財研修への
海外人財選抜数の増加

LA11

FY2012

人財マネジメントの
グローバル化対応

LA11

FY2012

帝人グループ人事方針

　帝人グループの将来を担うコア人財を育成するため、下記の

プログラムを用意しています。2012年度は、海外人財選抜数の

増加を目標に掲げ、2011年度の11人から10人増加の21人を

選抜しました。

1）STRETCH Ⅰ、Ⅱ
　STRETCHは、Strategic Executive Team Challengeの略で、

海外を含むグループ会社の社員を対象に、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。

　「STRETCHⅠ」は、部長クラスを対象とし、2012年度は17人が

受講しました。「STRETCHⅡ」は課長クラスを対象とし、33人が受

講しました。

2）SLP
　SLPは、Strategic Leader Development Programの略で、コ

ア人財の候補者を育成するための中堅社員向けリーダー育成プ

ログラムです。2012年度は99人が受講しました。今後は海外人

財にも拡大する予定です。

　2009年、人事部門内に「グローバル人事室」を設置し、帝人グ

ループの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年度からグループ共通のリーダーシッ

プ研修プログラム「EaGLES」を世界5地域で展開しています。

　また、2011年度から、国内グループ主要6社の新卒採用社員

全員を中国またはインドでの研修に派遣しています。これは、ビ

　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。人財マネジメントの目標として、「社員と共に成長します」

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）

向上を掲げています。

社会性報告

人財マネジメントと
労働CSR

1．人命の尊重と安全、健康への配慮
帝人グループは、事業活動のすべての段階において、人命尊
重と、安全、健康の維持に努める。

5．ステークホルダーの尊重
帝人グループは、事業活動の遂行にあたり、株主、社員、顧客、
サプライヤー、地域住民などのステークホルダーの立場を尊
重するとともに、ステークホルダーとの対話に努める。また、
帝人グループは、機密情報として扱うものを除き、事業活動に
関わる内容で社会にとって重要な情報については、適切に開
示する。

6．人権の保護
帝人グループは、社員をはじめとする事業活動に関わるすべ
ての人々の人権を尊重し、児童労働や強制労働を行わず、こ
れらの方針に関し、帝人グループは自ら関与するバリュー
チェーンにおいても、関係者の良き理解と協力が得られるよう
努める。

7．社員の人格、個性の尊重
帝人グループは、社員の人格、個性を尊重し、社員の人種、性、
宗教等の多様性を受け容れるとともに、ゆとりと豊かさの実現
に向け、安全で働きやすい職場環境を確保する。

企業行動規範

基本姿勢
「社員と共に成長する」という企業理念の実践と、社
員のクォリティ・オブ・ライフ向上を目指すことを帝
人グループの人事基本方針とし、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。

ウェブサイト掲載情報

Web

● 中長期人事計画
● 帝人グループ人事基本方針
● 人財開発
● 配置・異動
● 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
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　帝人グループでは、人財や事業のグローバル化に対応できる

リーダーを育成するため、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研修プログラム「EaGLES」を実施して

います。この研修プログラムは、4カ国語（日本語・英語・中国語・

タイ語）に対応しており、（1）e-ラーニング、（2）世界5地域（日本・

EU・米国・中国・タイ）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。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行っています。

　2012年度は、海外グループ会社の参加者が、EU4社（14人）、

米国4社（11人）、中国7社（14人）と、2011年度から5社・4人増

加しました。なお、タイについては、2011年秋の洪水被害により

一時休止しましたが、2013年度に再開する予定です。

　今後は、EaGLESを新任に限らず全ての管理職が受講すべき

研修と位置付け、開講地域や受講者数の拡大を図っていきます。

　また、e-ラーニングのうち、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」は、2012年度から

国内外の新入社員教育にも活用しています。これも、「One 

Teijin」（→P3トップメッセージ）の浸透に向けたツールとして用途

や使用対象を拡大していきます。

リーダーシップ研修プログラム「EaGLES（イーグルス）」

　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、求人、

雇用、昇進などのあらゆる局面で、国籍・年齢・性別・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。

　ダイバーシティについての意識啓発を目的に、「先駆者たちが

語る先入観と上手に付き合う秘訣」などを掲載したグループ内啓

発冊子「together」（日本語版・英語版）を毎年発行しています。

また、2012年度は、帝人（株）、帝人ファーマ（株）の部長職126人

を対象に、ダイバーシティ推進に関するアンケートを実施しまし

た。回答率は56％で、回答内容からは、2000年に女性活躍推進

活動を開始して以来、管理職の意識が明らかに向上しており、改

善点が具体的に認識されるようになったことが読み取れました。

多様な価値観の尊重

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たものです。2013年度は、渡航

先として新たにベトナムを追加し、企業訪問や現地の同世代の優

秀な人財との討議、NGO活動への参加などを通じて、多様な文

化に触れていきます。

グループ内啓発冊子
「together」（日本語版・英語版）

「EaGLES」に参加して参加者
の声

● 「EaGLES」を通じて、管理職としての方法や技術だけでな
く、新たな考え方を学ぶことができた。

● 他人は自分とは異なる考えを持っているもの。それを尊重
し、相手を信頼し、よく知ることが重要だと思った。

● 相手をうまく導くには、自分が十分に準備し、自分をコント
ロールすることがとても重要であることが分かった。

● 「EaGLES」に参加して、自分の考え方が根本的に変わった。
とても大きな影響力があった。 研修の様子

でな

尊重

ント

った。
研修の様様子
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ワークライフ・バランス施策の推進
FY2012

LA13
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女性管理職（課長相当以上）の数 女性管理職比率※
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女性管理職数の推移 ★

※国内グループ主要6社：2012年のグループ再編に伴い、国内グループ主要12
社から主要6社に変更。6社合計で国内グループ会社社員数の76％をカバー
（2012年度までは主要12社合計で国内グループ会社社員数77％をカバー）。

　帝人グループでは、ワークライフ・バランスの推進施策として、

2012年度に意識啓発と各種制度の拡充および利用者数増加に

注力しました。

　国内グループ会社では、意識啓発を目的に、階層別研修（新入

社員、新任課長・部長など）で各種制度の内容や意義について説

明しました。2013年度も、全社員を対象とした「仕事と介護の両

立」に関する啓発セミナーや、新任マネージャー層へのワークラ

イフ・バランス制度研修を実施する予定です。

　各種制度の利用者数増加に向けては、2012年度に妊娠・産休

前後の女性社員への対応マニュアルを作成し、上司の理解と円

滑なコミュニケーションを促したほか、在宅勤務利用者のうち対

象者31人を対象にアンケートを実施しました。加えて、部長職

126人に対し、ワークライフ・バランス関連制度の実態調査と啓

　2013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27社合計の雇用数は209人であり、法令で定めら

れた225人に達していません★。

　また、各社別の法定雇用数は、2011年度には11社が未達でし

たが、2013年4月1日の法定雇用率変更（2％）により、14社が未

達となりました★。2013年度は、全てのグループ会社で法定雇

用率の達成に向けて一層努力していきます。

障がい者の雇用

　再雇用制度として、帝人（株）と帝人ファーマ（株）の2社に

「Hello-Again」を、全ての国内グループ会社に「シニアパート

ナー」制度を設けています。

　「Hello-Again」は、結婚・出産・育児・介護・配偶者の転勤など

を事由とする退職者が、その後10年以内に、退職事由が解消し

て再入社を希望し、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います。2012年度の1人を加え、こ

れまでに帯同転勤した社員は25人となりました。

　「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、2012年度は、138人のうち、84.1％に当たる116

人を再雇用しました（グループ41社合計）★。

退職者再雇用制度
　国内グループ主要6社※では、新卒総合職採用者に占める外国

人採用の割合が10％以上、海外経験者採用の割合が20％以上

という目標を掲げています。そのための施策として、国内で留学

生対象の説明会を実施するほか、海外（アメリカ、中国など）の

「Job Fair」（学生向け会社説明会）にも参加しています。2012年

度の採用実績はそれぞれ11％、27％でした。

グローバル人財の採用

　帝人グループでは、女性社員が能力を最大限に発揮できる職場

を目指し、1999年12月から女性活躍の推進に取り組んでいます。

　新卒総合職採用に関しては、国内グループ主要6社で女性比

率30％以上という目標を立てており、2012年度は41％、2013

年度は31％という結果でした。また、女性管理職については、

2012年度末に85人に達しました。2014年度末120人、2016

年度末160人を目指して、女性リーダー育成プログラムの継続

や、女性社員の立場に立ったきめ細かい職場慣行の見直しなどに

注力していきます。

女性活躍の推進

※ 女性管理職比率：管理職数全体に占める女性管理職の割合。
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帝人グループ労務管理実態の把握
FY2012

人権尊重の徹底 HR8

FY2012

LA15

詳細はウェブサイトへ

　国内グループ会社では、男性社員の育児休職取得を促進する

ため、「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年度の国内グループ主要6社の取得者数は187人（うち

男性33人）でした。

育児休職取得促進

　国内グループ主要6社のうち3社については、1対象者1事由

につき最大730日取得でき、分割取得を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日を大きく上回っています。

介護休職制度

　帝人グループは、ボランティア活動促進の観点から国内グルー

プ4社でボランティア休職制度（有給）を導入しています。2013

年3月末現在、ボランティア休職中の社員は6人です★。

ボランティア休職制度

　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41、海外12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。2012年度は、定年後再雇用に

関する法改正の対応状況について、国内グループ41社を対象に

調査しました。その結果、26社がすでに対応済み、もしくは対応

過程にあることが分かりました。残りのグループ会社での対応に

向け、帝人（株）からフォローおよび必要な支援をしていきます。

発を目的としたアンケートを実施しました。2013年度も、各種制

度の見直しや拡充に取り組む予定です。

　また、国内グループ会社では、実労働時間の短縮を目指して、

従来から時間外労働の事前申請やノー残業デーの徹底に取り

組んでいますが、2012年度は、国内グループ主要6社の時間外

労働時間数が1カ月当たり12.9時間（2011年度より0.6時間増

加）、年次有給休暇取得率は67％（2011年度より10ポイント悪

化）となり、実労働時間が長くなる結果となりました★。その要因

としては、グループ再編に伴う大規模な組織変更によって業務量

が増加したこと等が考えられます。ただし、2010年度に比べれば、

時間外労働は0.9時間短縮されており、年次有給休暇取得率も3

ポイント増えていることから、特別な事情がなくなる2013年度

以降は、2011年度実績を上回るよう、改善を進めていきます。

　海外では、ワークシェアリングが進んでいるオランダのTeijin 

Aramid B.V.で、管理職を含めた60％弱の女性社員が短時間勤

務制度を利用しています。

　グループ社員の人権意識向上のため、毎年10月の企業倫理月

間に、CEOのメッセージを、日本語、英語、ドイツ語、タイ語、イン

ドネシア語で配付しています。また、各職場で人権や企業倫理に

ついて討議しています。

　2012年度は、前年度に引き続き、企業倫理月間に社員全員

を対象に人権尊重を中心とした研修を各職場にて実施しました

（→P30）。例えば、帝人ファーマ（株）では、支店長会や所長会で

パワハラ、セクハラについて、実際の事例を教材に研修を実施し

ました。

　海外では、縫製業界での児童労働が未だ後を絶ちませんが、こ

の業界に深く関わりのある帝人フロンティア（株）は、こうした人権

問題に荷担することのないよう、社員教育を徹底するとともに、

CSR調達でも厳しく管理しています。
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育児休職取得者数推移 ★

43 50 54 38 39 33

100 104 117 133 162 154
101

143 154 171 171
201 187

129

28

　2012年度の介護休職制度利用者は、3社合計で3人（うち男

性1人）でした★。
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取引先調査と格付け
FY2012

CSR調達ガイドラインに基づく
サプライチェーン全体での配慮

HR2

CSR調達ガイドライン（大項目抜粋）

　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

ガイドラインに準拠し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5段階（Ⅰ～Ⅴ）で評価するものです。

　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。取引先の選定に当たっては、公平で合理的な判断に基

づき、社内の購買基準に従っています。

　また、サプライチェーン全体でCSRを実践するために、「CSR調

達ガイドライン」（下記参照）を定め、取引先に対してガイドライン

に準拠した取り組みを求めています。

　帝人グループのウェブサイトでは、「購買・調達活動の基本方

針」と「CSR調達ガイドライン」（日本語版・英語版）を公開してお

り、2012年度には中国語版も追加しました。さらに、中国での

CSR調達方針・活動を啓発するために、帝人グループ現地法人へ

の現地説明会を実施しました。

　なお、帝人グループのCSR調達は、帝人（株）資材・物流部が中

心となって推進しています。

社会性報告

CSR調達

6．人権の保護
帝人グループは、社員をはじめとする事業活動に関わるすべ
ての人々の人権を尊重し、児童労働や強制労働を行わず、こ
れらの方針に関し、帝人グループは自ら関与するバリュー
チェーンにおいても、関係者の良き理解と協力が得られるよう
努める。

9．公正、適正な取引条件の遵守
帝人グループは、事業活動の遂行にあたり、その国や地域の
法令と社会的規範を遵守する。また、政治、行政との健全かつ
正常な関係を保つとともに、社会秩序や健全な事業活動を阻
害する個人、団体とは関わりを持たない。

10．知的財産権の尊重
帝人グループは、営業秘密を含む知的財産権の重要性を認識
し、他者の有効な権利を尊重するとともに、自らの権利を守り、
活用する。

企業行動規範

基本姿勢
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、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て実践しています。

ウェブサイト掲載情報

● グリーン調達・グリーン購入
● 業務請負取引先の管理

Web

1．品質・安全性
2．人権・労働
3．安全衛生
4．公正取引・倫理
5．情報セキュリティ
6．社会貢献
7．生物多様性
8．特定鉱物への対応
9．環境全般
10．製品に含有する化学物質の管理
11．製造工程で用いる化学物質の管理
12．環境保全（大気、排水、騒音、振動など）に係る許認可
13．環境マネジメントシステム
14．環境への影響（大気、排水、土壌）の最小化
15．化学物質の環境への排出量の削減
16．資源・エネルギーの有効活用
17．温室効果ガスの排出量削減
18．廃棄物削減（3R）
19．環境への取組み状況の開示
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2012年度の取引先調査の結果
FY2012

取引先のCSR取り組み改善指導・支援
FY2012

グローバル視点でのCSR調達活動の
導入・展開 FY2012

　2012年度の調査対象は、国内における購買部門が取り扱う全

購買金額の76％をカバーする主要取引先511社で、2011年度

に比べて98社増、カバー率は昨年同様となりました。

　また2012年度は、2011年度にアンケート項目で「生物多様性

保全への取り組み」「紛争地域鉱物資源管理」を追加した結果、

34社のランクがⅠ～Ⅲ群からⅣ、Ⅴ群に下がったことを受け、この

34社をⅠ～Ⅲ群に改善することを年度目標とし、取引先への個別

改善指導を実施しました。

　調査結果では、「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、2011年度の86％から

94％に、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、2011年度の98％から99％となりました。これは、昨年のⅣ、

Ⅴ群企業のうち38社がⅠ～Ⅲ群へと改善されたためです。

　帝人グループでは、グローバル化の進展に伴い、海外の取引先

に対してもCSR調達を展開するための調査準備を進めています。

　2011年度は紙媒体でのアンケートを試行し、2012年度は欧

米・中国の取引先13社に対して調査を実施しました。日本と同じ

内容のアンケート項目を設けたところ、Ⅰ～Ⅲ群は12社、Ⅳ・Ⅴ群は

1社という結果が得られました。

　この結果は、海外の取引先が大手企業であり、CSRに対する意

識が比較的高いためだと考えています。2013年度は調査の対

象を拡大し、2015年度までには全世界の主要な取引先に向けて

同様の調査を実施する計画です。

　調査の結果、Ⅳ・Ⅴ群となった取引先は、「改善指導対象」とし、

取引を継続していくために個別改善指導・支援を実施しています。

　2011年度にⅣ・Ⅴ群であった56社のうち、38社が2012年度

にはⅠ～Ⅲ群へと格付けを向上させました。今回の調査でⅣ・Ⅴ群

だった38社に対しても、2013年度に改善のための指導を継続

し、CSR調達の質的向上を図っていきます。

　アンケート項目（70問）への回答結果について、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の各ランクに取引先を格付けして

います（ガイドラインへの遵守率40％以上はランクⅠ～Ⅲ、40％未

満はランクⅣ・Ⅴ）。

　システムの運用はファイバーフロンティア（株）※に移管し、

2008年度から東レ（株）との共同利用を開始、2012年度には旭

化成（株）も加わりました。これによって、化合繊業界でサプライ

チェーンを構成する企業群を幅広くCSRの観点から共通基準で

評価することが可能になりました。

※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。

格付 Ⅰ 格付 Ⅱ 格付 Ⅲ 格付 Ⅳ 格付 Ⅴ

取引先格付け企業数比率 ★ 取引先格付け調達金額比率 ★

3%

73%17%

4%
4% 3%

73%7%

%

%

2012年度 2012年度

4%

95%

1%

レンゴー株式会社
 段ボール西部営業部

大池 洋史 様

　帝人様は取引先調査などを定期的に行っており、CSR

に積極的に取り組んでいる会社だと感じています。

　当社は40年以上前から取引をさせていただいていま

すが、その間も社会情勢が変化し、お互いの価値観には

違いが出てきます。CSRとは、そ

うした価値観の違いをいかに克服

し、解決していくか。すなわち、規

制を守るだけでなく、その意味を

読み取り、ビジネスに結び付けて

いくことが重要だと考えていま

す。今後も、課題解決に向けて共

に歩んでいきたいと思います。

これからもパートナーとして
歩んでいくために

取引先
営業ご担当者
の声
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帝人グループの社会貢献活動推進体系

2012年度の社会貢献活動支出実績 EC1

FY2012詳細はウェブサイトへ

2012年度社会貢献活動支出実績 ★

　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。2012年度の社会貢献活動支出は約10億円（前年度

比12％減）でした。

　帝人グループは、企業行動規範に基づき「学術・教育」「文化」

「スポーツ活動」「環境保全活動」「防災活動」の観点から、事業グ

ループや事業所ごとに社会貢献活動を推進しています。

　また、CSR企画室（2013年4月1日からコーポレートコミュニ

ケーション部）が中心となって、社員が気軽に取り組めるグループ

横断的な社会貢献プログラムを提案するほか、ボランティア活動

を支援しています。これらの取り組みを通じて、主体的に社会貢

献活動に参加し、推進できる人財を育成しています。

社会性報告

社会貢献

3．社会への貢献と地域コミュニティ発展への支援
帝人グループは、事業活動を通じて拠点を置く国・地域の経済
社会の発展に貢献する。さらに、社会との共存、共栄を図る立
場から、良き企業市民として適切な社会貢献活動を行う。主と
して、学術、教育、文化、スポーツ活動や環境保全活動、および
災害などに対する防災、救援活動への参画、支援を積極的に
行う。

企業行動規範

基本姿勢
企業理念で掲げている「社会と共に成長します」
「社員と共に成長します」を実践するため、事業グ
ループや事業所の個性を生かした社会貢献活動
を通じて地域コミュニティ発展を支援しています。
加えて、グループ横断的な活動にも取り組みなが
ら、ボランティア人財の育成が活性化するような
企業文化の醸成に努めています。

・グラフの内訳は、帝人グループが登録している日本経団連の1％クラブ
における分野に準じています。

帝人グループの主な社会貢献活動

教育・社会教育 3.5%
社会福祉・ソーシャル・インクルージョン 2.7%

総額 1,018百万円
ウェブサイト掲載情報

● 被災地支援Web

地域コミュニティ発展への支援

学術・教育
・奨学金制度（日本・中国）　・根岸英一氏記念講演会（松山事業所）
・在宅医療市民公開講座　 ・中国での寄付活動
・被災地（岩手県）の児童にＴシャツ570枚を寄贈

文 化 ・オランダの美術館への製品提供　・岩手県被災地上映会に協賛

スポーツ活動
・全国高校サッカー選手権大会に協賛　
・サッカーボール寄贈（岩国事業所）
・JDFAオフィシャルスポンサー（タイ）

環境保全活動 ・クリーン駅伝、清掃活動（徳山事業所）　
・ニューヨークでの日米文化交流イベントにエコバッグを提供

防災活動 ・地域防災力向上に貢献（三原事業所）

グループ
横断的活動

・ボランティアサポートプログラムの推進　
・「絵本を贈る活動」の実施　・開発途上国の学校給食の支援
・自然観察指導員講習会の育成　・環境フォトコンテストの開催

事業所活動 ・社員研修で社会貢献活動に参加（松山事業所）

ボランティア人財の育成

その他 4.4%
環境 1.2%

健康・医学、スポーツ 4.7% 文化・芸術 4.3%
学術・研究 79.1%
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ボランティア人財の育成
FY2012

地域コミュニティ発展への支援
FY2012詳細はウェブサイトへ 詳細はウェブサイトへ

　帝人グループは、2007年からオランダの「アムステルダム市

立近代美術館」のスポンサーとなっています。

　2012年、この美術館の新館増設に伴って、Teijin Aramid 

B.V.が製造するパラ系アラミド繊維「トワロン」4,850キログラム

と、Toho Tenax Europe GmbHが製造する炭素繊維「テナック

ス」4,050キ ロ

グラムを提供し

ました。

　国内グループ社員から提供された古本などを換金して日本の

絵本を購入し、外国の図書館に寄贈する「ブック・ドリーム・プロ

ジェクト」を2008年度から継続しています。寄贈に当たっては、社

員有志が絵本に翻訳した

文章を貼り付けています。

2012年度はインドネシアの

図書館に72冊を寄贈。タイ

の図書館には換金額のうち

65,000円を寄付しました。 読み聞かせに夢中の子どもたち

アムステルダム市立近代美術館（Stedelijk Museum）

全国心臓病の子どもを守る会 カパティ

　2011年6月、「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、国内グループ社員が取り組むボランティ

ア活動の中から運営委員会が支援先を選定し、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

活動費用を一部サポートするというものです。

　2012年度の支援先は、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。
● 心臓病の子どもとその家族をサポートする 
  「全国心臓病の子どもを守る会」
● サッカーを通じて地域社会に貢献する「帝人サッカースクール」 
● 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」 

　帝人グループは、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、独創的な研究開発精神の継承発

展と、国家・社会の発展と文化創造に貢献する若き科学技術者の

育成を目的として、1953年に「帝人久村奨学金」を創設しました

（2011年より「（公財）帝人奨学会」に改組）。民間企業としては日

本初の奨学金制度であり、約60年でおよそ1,500人の理工系学

生を支援してきました。

　また、2010年6月には、中国での奨学金制度も創設しました。

給付額は1人当たり年間8,000元で、返還義務はありません。給

付対象は、北京大学、清華大学、復旦大学、上海交通大学の技術

系修士課程在籍者です。2012年度は、2011年度（24人）の1.5

倍に当たる36人に奨学金を給付しました。

日本および中国での奨学金制度 ボランティアサポートプログラムの推進

「絵本を贈る活動 ～book dream project～」を実施

　帝人グループは、2011年度から社会貢献運動「TABLE FOR 

TWO」に参加しています。松山事業所で活動を開始し、2012年

度には岩国事業所と大阪本社でも導入しました。

　社員食堂で寄付金付きメニューを購入すると、1食につき20円

が開発途上国の学校給食事業に寄付されます。また、寄付金付

きメニューは栄養とカロリーのバランスが考慮されており、肥満

や生活習慣病の予防にも役立ちます。

開発途上国の子どもたちの学校給食を支援

オランダの美術館にアラミド繊維と炭素繊維を提供

　タイのTeijin Polyester（Thailand） Limited（TPL）は、2012年

に一般社団法人Japan Dream Football Association（JDFA）

のオフィシャルスポンサーになりました。

　JDFAは、東南アジア諸国での子ども向けサッカークリニック

（教室）の開催や現地リーグ視察、スカウト活動などを通じて、東

南アジア初のJリーグプレーヤー誕生を目指しています。TPLは、

このスポンサーシップを通じて、タイをはじめとする東南アジアの

子どもたちの夢をサポートしていきます。

東南アジアのサッカー少年少女の夢をサポート

初支援

継続

継続

継続

学術・教育

文 化

スポーツ活動

TEIJIN CSR Report 2013 40

社
会
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

経
済
性
報
告



グループESHマネジメント体制

グループESH研修会
FY2012

ESH（環境保全、安全・
防災、健康）マネジメント

2．地球環境との共生
帝人グループは、持続的発展が可能な社会を希求し、地球環
境との共生を図り、自然と生命を大切にする。

企業行動規範

基本姿勢
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付け、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。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。

環境・安全報告

　帝人グループは、ESH（環境保全、安全・防災、健康）を一元的に

マネジメント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委員会の下に、グループESH部会を編

成し、その部会長は帝人（株）のCSR・信頼性保証部長が務めてい

ます。そのメンバーは、事業グループまたは事業本部ごとに環境、

安全・防災、健康活動の責任者で構成されています。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。

　また、年1回、事業グループごとのESH委員長による監査と、

CSR最高責任者による監査を実施しています。監査では、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。

ウェブサイト掲載情報

● グループESH報告会と事業グループESH
大会

● 2012年度 帝人グループ 環境保全、安全・
防災、健康コストの内訳

● 帝人グループ マネジメント認証取得状況

Web

ESH監査の概要 ★

ESH
監査Ⅰ

生産現場に
おける
ESH監査
主として
環境活動に
関わる監査

事業
グループ
ESH委員長
事業
グループ
ESH委員長

5事業グループ、新事業
開発推進グループ、原料
重合部門、3個別管理会社

ESH
監査Ⅱ

監査の概要 監査者

監査Ⅰ、Ⅱの
結果の監査

CSR
最高責任者

5事業グループ、新事業
開発推進グループ、原料
重合部門、3個別管理会社

ESH
監査Ⅲ

国内17、海外12拠点

2012年度監査実績

　国内外のグループ会社のESH管理レベル向上を目的に、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。

　2012年度は、2012年7月に国内の研修会を大阪本社で実施。

基礎講座に51人、管理者講座に51人、応用講座に52人、合計延べ

154人が参加しました★。海外では、11月にTeijin Polycarbonate 

Singapore（シンガポール）、1月にタイ4社（タイ）で各1回開催

し、合計47人が参加しました★。
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コンプライアンス内部監査員養成講座
FY2012

ESH会計
FY2012

EN30

　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2013年1月に大阪本

社、2月に松山事業所で開催しました。1級は96人、2級は6人が

認定され、2005年のスタート以来、のべ766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★。

　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

帝人グループ マネジメント認証取得状況

環境パフォーマンス指標およびESH会計の報告対象範囲

高機能繊維

炭素繊維・
複合材料

フィルム

樹脂

ヘルスケア

製品

IT

個別管理会社

・社名は2013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。

■国内：ユニオンタイヤコード、帝人モノフィラ
メント、ユニセル、帝人コードレ
■海外：Teijin Polyester（Thailand）、Teijin
（Thailand）、Teijin Cord（Thailand）、帝人汽
車用布加工（南通）、Teijin Aramid

■国内：東邦テナックス
■海外：Toho Tenax Europe、Toho Tenax 
America、Diversified Structural 
Composites

■国内：帝人デュポンフィルム
■海外：PT. Indonesia Teijin DuPont Films

■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

■ 国内：帝人ファーマ、帝三製薬、帝人在宅医療

■国内：帝人フロンティア、帝人加工糸、和興、
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：南通帝人、帝人加工糸（南通）、Teijin 
Frontier（Vietnam）、Thai Namsiri Intertex

■国内：インフォコム

■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

30

20

10

0

（億円）

環境保全、安全・防災、健康に関わる投資額の推移 ★

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

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。

25 24

8 9
7

13
10

13 13

150

100

50

0

（億円）

環境保全、安全・防災、健康に関わる費用額の推移 ★

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

・環境保全に関わる費用額は、公害防止コストの増加に伴い2012年度は
84億円（前年度比3％増）となりました。安全防災健康に関わる費用額
は、海外での防災対策費用増加の結果、26億円（前年度比24％増）とな
りました。

2008 2009 2010 2011 2012（年度）

・環境保全投資額は2012年度は前年度並みの13億円となりました。安
全防災健康に関わる投資額は、前年度に引き続き積極的な防災対策を
行い、また労働安全対策投資も増加した結果、2012年度は13億円（前
年度比27％増）となりました。

2008 2009 2010 2011 2012（年度）

126

99

22

97

20

81

21

84

2629

国内：21社、41事業所・工場
海外：14社、17事業所・工場

ISO14001認証取得状況

国内：19社、31事業所・工場
海外：6社、8事業所・工場

OHSAS18001適合証明取得状況

国内：26社、49事業所・工場
海外：16社、19事業所・工場

ISO9001・ISO13485・ISO16949等認証取得状況

20
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環境経営推進部会がスタート
FY2012

環境経営宣言環境経営

基本姿勢
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」
を発表しました。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」「環境配
慮設計」「環境ビジネス」を3本柱とする環境経営
を推進しています。

環境・安全報告

　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、こうした視点を経営の内部に取り込んでいく

ことを宣言しました。環境経営の3本の柱としては「環境保全」「環

境配慮設計」「環境ビジネス」を掲げています。

　また、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から、2012年度に「帝人グ

ループ環境経営推進部会」を設置しました（→P20帝人グループ

のCSRマネジメント体制）。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、3本柱による環境経営を

推進していきます。

　2012年度は、初年度の活動として環境経営推進部会を2回開

催し、今後の帝人グループの環境経営のあり方や、環境経営を推

進していく上での目標・指標を検討・討議しました。2013年度は、

2020年に向けた中期目標（環境経営指標）やLCAの進め方につ

いて検討する予定です。

2．地球環境との共生
帝人グループは、持続的発展が可能な社会を希求し、地球環
境との共生を図り、自然と生命を大切にする。

企業行動規範

帝人グループは持続的発展が可能な社会を希求し、企業理念
の一つである「地球環境との共生を図り、自然と生命を大切に
します」を実現するため、

1. 資源・エネルギーの有効活用と環境負荷の低減を推進し、
地球環境の保全に努めます。

2. 地球環境に配慮した科学技術の向上を目指し、環境負荷を
低減させる製品・サービスを社会に提供します。

3. グループ社員の教育・啓発や、事業活動を展開する地域社会
との協力を通して、地球環境の保全を目指す社会的な活動
に積極的に参加します。

（1992年12月制定、2007年7月改定）

帝人グループ地球環境憲章

LCA作業部会を設置しCO2削減貢献量の算定に着手
　2012年4月に、環境経営推進部会の下部組織として、事業グ

ループの代表者からなるLCA作業部会を設置しました。2012年

度は、8月から計6回にわたってLCA研修を実施。外部講師を招

いて、代表的な製品を題材に、LCAの評価方法や事業グループ

での評価の進め方を議論しました。これらの評価をベースに、各

製品・素材のCO2削減貢献量を算定する取り組みを進めていき

ます。

　2013年度は、各事業

がLCAに取り組めるよう

LCAガイドラインを策定

するほか、LCAで評価す

る製品数を増やしていく

予定です。 LCA研修
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帝人グループのビジネスフローと環境経営の3本柱

帝人グループでは、環境を意識した経営を実践するために、
全ての企業活動を網羅する3本の柱で環境負荷の低減を進めています。

開発・設計 調 達 製 造 物 流 販 売

環境改善への貢献自体を目的と
したビジネスです。帝人グループ
では、CO2削減や省資源などに
貢献する技術・製品の開発に力
を注いでいます。

3. 環境ビジネス

廃 棄

リサイクル

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であり、
CO2削減や化学物質排出削減、廃
棄物の管理・削減、生物多様性保
全活動を推進しています。

1. 環境保全
製品がライフサイクルを通して
環境に与える影響を評価し、設
計に反映させるという取り組み
です。独自の認定制度を設計し、
運用しています。

2. 環境配慮設計

製造 物流 廃棄 開発・設計 販売 リサイクル調達

熱可塑性CFRPを使った
コンセプトカーの車体骨格

多段式生物処理装置「MSABP」

「レフテル」

「テナックス」

事業所クリーンデー

生物調査

→ 詳細はP45-50 → 詳細はP53-54→ 詳細はP51-52
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調達から廃棄までの
プロセスにおける取り組み

EN6EN3EN1

FY2012

気候変動問題への
取り組み

EN18EN17EN16EN5

FY2012

環境経営①

環境保全

2．地球環境との共生
帝人グループは、持続的発展が可能な社会を希求し、地球環
境との共生を図り、自然と生命を大切にする。

企業行動規範

基本姿勢
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、
また、生物多様性に与える影響を社員全員が明確
に認識して、環境負荷低減施策を展開しています。

環境・安全報告

　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、省エネルギーやさまざまな資源の効率的活用、化学物質の環

境排出量削減、廃棄物の管理・削減、土壌・地下水の汚染防止、

生物多様性保全に自主的に取り組んでいます。

生産における温室効果ガス削減

2012年度帝人グループの環境INPUT・OUTPUT ★

■ 2012－2020年度目標

グループ：CO2排出削減率（2011年度基準）を1％／年以上

国　 　内：CO2排出量を2020年度までに1990年度比20％以
上削減

0.928

0.887

0.930

0.963

● エネルギー

31.0×106
ギガジュール

● 取扱化学物質 125.8万t
● 淡水使用量 0.82億t
● 海水使用量 0.46億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

● CO2 204万t
● 化学物質 2,820t

● 非有効活用廃棄物 0.41万t
● 総排水量 1.21億t

OUTPUT 排出量

詳細はウェブサイトへ
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　帝人グループのCO2排出量は13,046トンとなり、2011年度

から1,170トン減少しました。基準となる千トンキロ当たり原単位

（原油換算量／千トンキロ）は0.038で、2006年度を1とした指

数では1.024となりました。年度目標の「CO2排出原単位を毎年

1％以上改善」に対しては、0.58％悪化しました。

　この主な要因は2010年度に実施した事業構造改革によって物

流に変化が生じたためです。海外での生産比率を高めた製品は

国内出荷が減少したため、まとめ輸送で便数を少なくしたり、環境

負荷の少ない鉄道輸送へのさらなるシフトに努めましたが原単位

では前年度比6％増加しました。一方、国内生産を維持している

製品はより一層の船舶、鉄道輸送の活用を促進したほか、トラック

積載率の向上を図ったことで、原単位は前年度比2%改善しました。

　2013年度は、さらなるモーダルシフトの拡大、まとめ輸送によ

る積載率向上、輸送回数の削減などの対策を進めます。特に4月

より、大手物流会社と共同で松山事業所から関東に向けた製品出

荷、また、関東から中国地方に向けた製品出荷にRORO船の起用

を開始しています。

物流分野におけるCO2排出量低減

　国内では、業務用車両の利用に伴うCO2排出量について、事

業所ごとに自主的な削減目標を設定しています。共通する施策

は、営業車両のエコカーへの切り替え、省エネルギー型運転の推

業務用車両利用に伴うCO2排出量低減

・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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2012年度海外温室効果ガス排出量
（万t-CO2）
75
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0

341

196

（万t-CO2）
国内 海外

1.9

28.6 28.2
18.3

17%
海外
前年度比 減

（年度）20081990
（基準年）

2009 2010 2011 20122007

北米 欧州 東南アジア中国

生産における温室効果ガス排出量の推移 ★

物流分野のCO2排出量と原単位の推移 ★

奨などですが、例えば帝人ファーマ（株）では、これらに加えて燃

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。

　こうした取り組みの結果、2012年度の業務用車両利用に伴う

CO2排出量は8,314トン（2011年度比2％減）となりました。

・物流におけるCO2排出量の対象範囲は、2006年度時点で省エネルギー
法の特定荷主に該当した帝人ファイバー（株）、帝人化成（株）および帝
人デュポンフィルム（株）の事業です。帝人ファイバー（株）については、
2010年4月に原料重合事業が、2012年10月にはアパレル事業を除く
全ての事業が帝人（株）に分割・承継された結果、現時点では消滅会社と
なっていますが、過年度との比較可能性を保つために2006年度当時に
対象範囲であった事業を引き続き対象としております。なお、帝人化成
（株）は2013年4月1日に帝人（株）に吸収合併されています。
・軽油単位発熱量を2010年度より37.7GJ/kLに変更。（2009年度以前
は38.2GJ/kL）
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（t-CO2） （2006年度＝1）
CO2排出量 原単位指数

（年度）2007 2008 2009 2010 2011 2012

0.58%
前年度比

悪化
21,823

0.9280.9280.928

0.8870.8870.887

0.9300.9300.930

1.018 1.024

0.9630.9630.963
19,260 18,500

14,216 13,046

27,576

国内
1990年度比
「1990年度比20％以上削減」を達成！

51%減

　2012年度の帝人グループのCO2排出量は、204万トンとな

り、2011年度比9％減となりました。

　国内については、帝人（株）松山事業所（南地区）重合工程での

スチーム使用合理化や、徳山事業所の冷凍機ポンプのインバー

ター化など、省エネルギープロジェクトの積極的な推進に加え、

徳山事業所の全受電化の効果により、排出量は127万トン

（2011年度比4％減）となりました。

　海外では、水害のために操業を一時停止していたタイの3工場

の稼働低下の影響もありましたが、オランダのTeijin Aramid 

B.V.での洗浄水合理化や、アメリカのToho Tenax America 

Inc.の炭素繊維工場での排ガス処理改善などが効果を上げたこ

とで、排出量は77万トン（2011年度比17％減）となりました。

　また、「CO2排出削減率（2011年度基準）を1％／年以上とす

る」という目標に対しては、2012年度は2011年度（基準年）比

9％削減となりました。
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化学物質の排出削減 EN21EN20EN8

FY2012

　帝人グループでは、化管法※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

　2012年度の帝人グループ全体の化学物質環境排出量は、

2,820トン（2011年度比24％増）でした。国内各工場では生産ラ

インの確実な保守などで排出削減に努めましたが、溶剤使用量

の増加に伴い2011年度比11％増となりました。海外では、回収

装置の補修などを実施しましたが増産などの影響で2011年度

比46％増となりました。また、「2020年度までに1998年度比

80％以上削減」という目標に対しては、2012年度段階では、

1998年度比69％削減となりました。

　なお、2012年度の環境排出量の内訳は、大気への排出が

98.8％、水域へは1.2％であり、埋立ならびに土壌への排出はあ

りませんでした。

　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

どでエネルギー使用の効率改善に取り組んでいます。特に、夏季・

冬季の節電対策としては、オフィスの空調の適正化を呼びかける

だけでなく、快適な執務環境とするための服装（ドレスコード）に

も留意する「帝人クールビズ・ウォームビズ」を展開しました。

　こうした活動の結果、2012年度のオフィスにおけるCO2排出

量は、1.1万トン（2011年度比1％減）となりました。

オフィスにおけるCO2排出量削減

　帝人グループでは、生態系や環境への影響が大きい化学物質

を重点的に管理・削減していくため、LIME2※を活用しています。

　LIME2によって、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定量的に算出することができま

す。帝人グループは、排出量が少なくても大きな影響を及ぼす化

学物質があることから、目標についても、排出量だけでなく「環境

影響を考慮した削減目標」を策定しました。

LIME2の手法を活用して、
環境への影響が大きい化学物質を重点的に管理・削減

化学物質の排出状況

化学物質排出量上位10物質 ★

■ 2012－2020年度目標

化学物質排出量を、2020年度までに1998年度比80％以
上削減

※化管法：特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に
関する法律。

14.6%

その他 5.3%

トルエン 1.7%

プロピルアルコール 1.7%

N,N-ジメチル
ホルムアミド

50.4%

ジクロロメタン
（塩化メチレン）

3.3%
N-メチルピロリドン

2.8%
キシレン

2.4%
テトラヒドロフラン

2.1%

無機シアン化合物
（錯塩およびシアン酸塩を除く。）

4.9%
アセトン

10.8%
メチルエチルケトン

・赤文字は、化管法第一種指定化学物質。

総排出量
2,820
トン/年

化学物質の排出量推移 ★

・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。

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

（t）
国内 海外

2,883 2,677 3,026
2,279

8,989

（年度）1998
（基準年）

2008 2009 2010 2011 2012

2,820

69%
1998年度比

減
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EN20EN8

　2012年度の燃料使用に伴う帝人グループのSOx排出量は、

0.41万トン（2011年度比7％減）でした。国内は0.40万トン

（2011年度比5％減）、海外は0.01万トン（2011年度比50％減）

でした。

　帝人グループが2012年度に使用した淡水（工業用水、上水、地

下水）の総量は0.82億トン、また主として冷却用途で使用した海

水は0.46億トンであり、いずれも2011年度に比べて減少しまし

た。また、総排水量は、グループ全体で排出削減に取り組んだ結

果、1.21億トン（2011年度比21％減）となりました。排水に伴う帝

人グループのCOD負荷量（化学的酸素要求量）とBOD負荷量（生

物化学的酸素要求量）は、767トン（2011年度比18％増）でした。

大気、排水（COD、BOD）負荷

水使用量・総排水量の推移 ★

SOx排出量推移 ★

LIME2を使用した排出化学物質環境影響

※ LIME2: LIMEはLife-cycle Impact assessment Method based on 
Endpoint modelingの略。LIME2は、日本版被害算定型環境影響評価手
法第二版のことで、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。

・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。

　2012年度は、2011年度に各事業グループで重点的に削減す

ることを定めた化学物質について、削減計画を開始しました。ま

た、この取り組みに関しては2012年11月にLCA日本フォーラム

（JLCA）で報告しました。2013年度は、化学物質以外の環境要

因についての検討を進めることにしています。

帝人株式会社 
東京本社

 環境・安全グループ
服部 啓次郎

　化学物質の排出が地球の生態系に影響を及ぼすこ

とは想像がつくのですが、実際に担当業務として関わ

るまではあまり深く考えたことはありませんでした。

　LIME2は少量でも環境に大きな影響を及ぼす物質

を見極めるのには効果的なツールであることが分かり、

昨年は帝人としての取り組みを外部へも報告すること

ができました。現在、化学物質だ

けでなく、水資源使用の影響な

ども評価できるようLIME2自体

もその応用範囲を広げつつあり

ます。今後は日本国内だけでな

く、海外拠点の活動が地球全体

の環境保全にどのような形で貢

献できるか、さらに検討を進めた

いと思います。

LIME2活用の主担当として社員の声

1.00

0.75

0.50

0.25

0

（万t）
国内 海外

0.89

0.73

0.51
0.44

0.95

（年度）2007 2008 2009 2010 2011 2012

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0

（％）

0.41

7%
前年度比

減

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

（億t）
国内 国内海外 海外

水の使用量 総排水量

0.97 0.91

1.96

0.87

1.82

0.86

1.54

0.82

1.21

2008 2009 2010 2011 2012（年度）

2.11
5%減
前年度比 21%

前年度比

減

（2005年を100とした指数）

（年度）2005 2020
想定

100.0
94.5

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）

12.5
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廃棄物の管理・削減 EN22

FY2012

土壌・地下水汚染の防止
FY2012

環境・安全報告

　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

用廃棄物とは、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のことです。

　2012年度の帝人グループ全体の非有効活用廃棄物排出量

は、総排出量6.0万トンに対し0.41万トンでした（総排出量に占め

る割合は6.9％）。2020年度までの目標である「1998年度比

85％以上削減」に対しては、1998年度比92％削減となり、前倒

しで目標を達成しました。

　今後は、この目標を継続維持していきます。

　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ています。

　国内については、廃棄物を500トン以上排出する事業所は

2011年度までに全てゼロエミッションを達成しており、2012年

ゼロエミッションと生産量原単位を指標にした改善

非有効活用廃棄物の削減

COD、BOD負荷量推移 ★

非有効活用廃棄物量の推移 ★

■ 2020年度までの目標

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

　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。

　2012年6月に施行された改正水質汚濁防止法に対して、国内

各事業所にて適切な届出対応を行ったほか、瀬戸内地区の複合

事業所においては、過去に調査した土壌調査のデータなどを集

約し、今後の土地活用に役立てていきます。

・データを見直した結果、2007年度から2011年度の海外BOD負荷量
を修正した。
・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。

国内COD 海外COD国内BOD 海外BOD

1,500

1,000

500

0

（t）

1,046
936

779 797
652

767

（年度）2007 2008 2009 2010 2011 2012

18%
前年度比

増

46,184

5,6916,240

1998年度比
グループ目標「1998年度比
85%以上削減」を達成 !

92%減

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

（t）

（年度）1998 2008 2009 2010 2011 2012

国内 海外

（基準年）

7,780
4,598 4,149

度からは、「総排出量を生産量原単位で毎年1％改善」という新た

な目標を掲げています。2012年度の国内での総排出量は3.2万

トンで、生産量原単位では2011年度比6％改善することができ

ました。

　海外でのゼロエミッション達成事業所・工場は2拠点です。

2012年度は中国の樹脂工場（TPC）での廃棄物の分別促進によ

り、リサイクル量が増加しており、資源の有効活用が進みました。

・2012年度は、上記4,149トンのほかに排水池浚渫に伴い汚泥が7,862
トン発生し、外部埋立を実施。
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生物多様性の保全 EN14

FY2012

　2012年度、岩国事業所と大阪研究所は、JBIBの「いきものモ

ニタリングシート」を活用し、社員と外部専門家による生物調査を

実施しました。

　例えば、岩国事業所では、2012年8月に2つの貯水池（調整池）

と付近の緑地で鳥類や昆虫類を記録しました。その結果、数多く

JBIBモニタリングシートによる生物調査

　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

などは、生物多様性に影響を与えています。

　帝人グループでは、その状況を見える化した「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、国内外の社員全員が生物多様性への影響を明確に認識し

た上で、保全活動を展開しています。今後は各取り組みに関連す

る影響度合いの定量化に向け検討していきます。

　また、「日本経団連生物多様性宣言」推進パートナーズに参加

するとともに、国際的な視点から生物多様性の保全に関する共同

研究を行う「企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）」の会員とし

てワーキング・グループによる活動にも取り組んでいます。

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

生物調査を実施した岩国事業所の東調整池

の生物が観察され、特に、貴重なチュウサギなど水辺の鳥の繁殖

場所になっていることが分かりました。専門家からは、事業所内

の緑地は非常に良い状態であり、鳥類の繁殖地となっていること

は非常にまれであるため、今の状態を維持していくことが重要で

あるという意見をいただきました。

社員による調査の様子

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

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

去

製造・加工

中間製品

エネルギー資源
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環境配慮設計の推進と
環境配慮設計認定制度

環境経営②

環境配慮設計

基本姿勢
帝人グループでは「環境配慮設計」を「調達、製造、
使用、廃棄という製品のライフサイクル全体を通
して、製品が環境に与える影響を総合的に評価し
つつ設計を行い、環境負荷を低減させること」と
定義して活動しています。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・安全報告

　帝人グループは「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、製品のライフサイクルを通じて、製品が環

境に与える影響を総合的に評価しながら設計を行っています。製

品、生産プロセス、IT・サービスの新規・改良設計に当たっては、

専用のチェックリストを用いて評価。環境負荷低減のための諸対

策を検討し、その結果を反映させています。

　また、帝人グループ独自の環境配慮設計認定制度を運用して

おり、これまでに31製品が、環境配慮設計製品として認定されて

います。認定後も、PL・品質保証監査を実施し、認定継続か取り

消しかを判断し続けています。

ウェブサイト掲載情報

● 環境配慮設計製品・プロセス認定リストWeb

2．地球環境との共生
帝人グループは、持続的発展が可能な社会を希求し、地球環
境との共生を図り、自然と生命を大切にする。

企業行動規範
■ 環境配慮設計チェックリスト評価項目概要

1. 安全性
2. 省エネルギー
3. 省資源
4. 環境保全
5. 情報の提供
6. 製造段階における環境負荷低減

上記6つの大項目の中に、それぞれ中項目、さらに評価ポ
イントを設定。中項目以下は「原料・素材用」と「完成品用」、
「IT・サービス用」の3種類に分けて評価。
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CO2削減貢献量算定のためのガイドライン
普及への貢献 FY2012

環境配慮設計の推進と
環境配慮設計認定制度

FY2012

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

詳細はウェブサイトへ

環境経営②

環境配慮設計

基本姿勢
帝人グループでは「環境配慮設計」を「調達、製造、
使用、廃棄という製品のライフサイクル全体を通
して、製品が環境に与える影響を総合的に評価し
つつ設計を行い、環境負荷を低減させること」と
定義して活動しています。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・安全報告

　帝人グループは「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、製品のライフサイクルを通じて、製品が環

境に与える影響を総合的に評価しながら設計を行っています。製

品、生産プロセス、IT・サービスの新規・改良設計に当たっては、

専用のチェックリストを用いて評価。環境負荷低減のための諸対

策を検討し、その結果を反映させています。

　また、帝人グループ独自の環境配慮設計認定制度を運用して

おり、これまでに31製品が、環境配慮設計製品として認定されて

います。認定後も、PL・品質保証監査を実施し、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「Earth Symphony

（アース・シンフォニー）」と名付け、2010年6月に日本で商標登録

しました。これには、社内外に帝人グループの環境配慮設計の推

進を分かりやすい形で浸透させる狙いもあります。認定製品に

は、さまざまな場面で「Earth Symphony」を表示しています。

　2011年度からは、グローバルに認知度を高めるために海外で

の商標登録も進めています。2011年度には、EU、中国、シンガ

ポールで、2012年度はインド、インドネシアでも登録しました。

　また、2012年度は、オランダのTeijin Aramid B.V.からリサ

イクルアラミド繊維を使用したパルプの認定申請がありました。

これは海外初となる申請であり、海外グループ会社にも徐々に浸

透していっているものと考えています。

　帝人（株）は、2011年から日本化学工業協会のLCA作業部会

に参加しており、2012年度は、c-LCA手法を用いた化学製品の

CO2削減貢献量算定のためのガイドラインの社内外への普及に

努めました。また、同作業部会では、このガイドラインに基づいて

c-LCA評価結果の再評価を行い、CO2排出削減貢献量について

具体的な事例（国内事例：10、世界事例：4）を紹介した報告書「国

内および世界における化学製品のライフサイクル評価」（日化協

レポート第2版）を発行しました。

　なお、CO2削減貢献量算定のためのガイドラインについては、

国際化学工業協会協議会を通じてグローバルな化学セクターの

ガイドラインの策定に貢献するとともに、世界の産業界への拡大

に向けても尽力しています。

　このほか、帝人（株）は、日本化学繊維協会のLCAワーキンググ

ループにも参加しています。

環境配慮設計認定製品紹介

ウェブサイト掲載情報

● 環境配慮設計製品・プロセス認定リストWeb

2．地球環境との共生
帝人グループは、持続的発展が可能な社会を希求し、地球環
境との共生を図り、自然と生命を大切にする。

企業行動規範

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。

「レフテル」は、窓用の高透明熱線反射・断熱フィルムで、窓際の
温度環境改善による省エネを可能にします。アルミ蒸着フィルム
など他の素材では得られない明るさと耐久性・熱遮断性を備え
ており、しかも高い透明性を持っています。

レフテル®クローズアップ1

■ 環境配慮設計チェックリスト評価項目概要

1. 安全性
2. 省エネルギー
3. 省資源
4. 環境保全
5. 情報の提供
6. 製造段階における環境負荷低減

上記6つの大項目の中に、それぞれ中項目、さらに評価ポ
イントを設定。中項目以下は「原料・素材用」と「完成品用」、
「IT・サービス用」の3種類に分けて評価。

「テナックス」は、高強度・高弾性による軽量特性を生かし、自動
車や航空機、風力発電用のブレード（羽根）などに活用されてい
る炭素繊維です。軽量化が消費エネルギーの節約につながり、
CO2排出量削減に貢献します。

テナックス®クローズアップ2
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低炭素社会の実現に貢献する
技術の開発、製品の普及

EN26

FY2012

循環型社会の実現に貢献する
技術の開発、製品の普及 FY2012 環境ビジネスの拡大に向けて

FY2012

EN26

ニュースフラッシュ（P17-18）でも自動車関連製品を取り上げています。

環境経営③

環境ビジネス

2．地球環境との共生
帝人グループは、持続的発展が可能な社会を希求し、地球環
境との共生を図り、自然と生命を大切にする。

企業行動規範

グリーンケミストリー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。

中長期経営ビジョン「CHANGE for 2016」

基本姿勢
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・安全報告

　帝人グループでは、自動車の車体や飛行機の機体の軽量化を

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、ガラスなど従来の素材よりも軽くて強い炭素繊維「テナック

ス」やそれを用いた複合材料、またポリカーボネート樹脂「パンラ

イト」の開発・普及に注力しています。
　2011年には、熱可塑性炭素繊維複合材料（CFRP）を用いた部
品を1分以内で成形し、量産する技術を確立。熱可塑性CFRPで
車体骨格を作ると、重量はわずか47キログラム、鉄製骨格の約5
分の1という飛躍的な軽量化を実現しました。

炭素繊維やポリカーボネート樹脂による
モビリティー軽量化への貢献

　太陽光発電や風力発電など、発電時にCO2を排出しない再生可
能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るほか、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、生産性向上によるコストダウンの実現を目指しています。
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、発電効率の向上に役立っています。

再生可能エネルギー関連の製品の普及

　帝人グループでは、省エネの促進に向けた多様な製品を提供
しています。その代表例が、大型蓄電池や電気自動車などに使わ
れるリチウムイオン2次電池向けセパレーター「LIELSORT（リエ
ルソート）」です。「リエルソート」は高電圧下でも劣化せず、飛躍
的な高容量化を実現した革新的なセパレーターです。2012年6
月に、韓国の合弁会社で生産を開始しました。
　また、2013年1月には、LED照明用素材として、世界最高レベ
ルの難燃性と透明性を両立したポリカーボネート樹脂にシートを
ラインナップし、LED照明の性能・安全性の向上に貢献しています。

省エネ関連製品の普及

　帝人グループでは、水処理事業を通じて排水の循環・再利用を
推進しています。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システムです。
　「MSABP」は、汚泥減容・省メンテナンス・省エネ・低コストなど
が評価され、都市化や工業化が進む中国やアンゴラなど新興国で
の採用が進んでいます。2012年度は、中国瀋陽市で理想的な分
散処理を実現できる設備として「MSABP」が一括採用されました。
　また、排水の再利用のための電解-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。これらに加えて、排水の分析・調査・コンサルタン
ト業務なども含めたトータルソリューションを提供しています。

水処理事業の国内外での展開
　帝人グループでは、高成長が見込まれるアジアや新興国に対して、
高度成長期における環境問題を経験してきた知見を生かして、
環境負荷低減に貢献する製品・サービスを提案しています。
　その一環として2013年3月、アジア地域における最大級の国
際環境展示会「エコプロダクツ国際展」に出展しました。今回の出
展では「クリーン
モビリティ」「資源
の有効活用」「生
活の質の向上」を
主要テーマとし
て、ソリューション
を紹介しました。 エコプロダクツ国際展

「エコサークル®」については特集（P13-16）をご覧ください。

多段式生物処理装置「MSABP」

熱可塑性CFRPによるボディの軽量化とその波及効果

1,100kgの
自動車

710kgg 減

合計

軽量化スパイラル

35%

ボディ 

トランス
ミッション

電気部品

その他部品 

ステアリング
ブレーキ

サスペンション
　

エンジン

帝人グループの環境ビジネス

● 風力発電
（炭素繊維）

★軽量化
（炭素繊維）

● 太陽光発電
（PET/PENフィルム、
シリコンナノインク）

● 高効率照明LED
● 有機EL関連素材
● 窓貼断熱・遮熱フィルム

● 水処理装置

★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 ● 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
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低炭素社会の実現に貢献する
技術の開発、製品の普及

EN26

FY2012

循環型社会の実現に貢献する
技術の開発、製品の普及 FY2012 環境ビジネスの拡大に向けて

FY2012

EN26

ニュースフラッシュ（P17-18）でも自動車関連製品を取り上げています。

環境経営③

環境ビジネス

2．地球環境との共生
帝人グループは、持続的発展が可能な社会を希求し、地球環
境との共生を図り、自然と生命を大切にする。

企業行動規範

グリーンケミストリー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。

中長期経営ビジョン「CHANGE for 2016」

基本姿勢
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・安全報告

　帝人グループでは、自動車の車体や飛行機の機体の軽量化を

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、ガラスなど従来の素材よりも軽くて強い炭素繊維「テナック

ス」やそれを用いた複合材料、またポリカーボネート樹脂「パンラ

イト」の開発・普及に注力しています。
　2011年には、熱可塑性炭素繊維複合材料（CFRP）を用いた部
品を1分以内で成形し、量産する技術を確立。熱可塑性CFRPで
車体骨格を作ると、重量はわずか47キログラム、鉄製骨格の約5
分の1という飛躍的な軽量化を実現しました。

炭素繊維やポリカーボネート樹脂による
モビリティー軽量化への貢献

　太陽光発電や風力発電など、発電時にCO2を排出しない再生可
能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るほか、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、生産性向上によるコストダウンの実現を目指しています。
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、発電効率の向上に役立っています。

再生可能エネルギー関連の製品の普及

　帝人グループでは、省エネの促進に向けた多様な製品を提供
しています。その代表例が、大型蓄電池や電気自動車などに使わ
れるリチウムイオン2次電池向けセパレーター「LIELSORT（リエ
ルソート）」です。「リエルソート」は高電圧下でも劣化せず、飛躍
的な高容量化を実現した革新的なセパレーターです。2012年6
月に、韓国の合弁会社で生産を開始しました。
　また、2013年1月には、LED照明用素材として、世界最高レベ
ルの難燃性と透明性を両立したポリカーボネート樹脂にシートを
ラインナップし、LED照明の性能・安全性の向上に貢献しています。

省エネ関連製品の普及

　帝人グループでは、水処理事業を通じて排水の循環・再利用を
推進しています。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システムです。
　「MSABP」は、汚泥減容・省メンテナンス・省エネ・低コストなど
が評価され、都市化や工業化が進む中国やアンゴラなど新興国で
の採用が進んでいます。2012年度は、中国瀋陽市で理想的な分
散処理を実現できる設備として「MSABP」が一括採用されました。
　また、排水の再利用のための電解-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。これらに加えて、排水の分析・調査・コンサルタン
ト業務なども含めたトータルソリューションを提供しています。

水処理事業の国内外での展開
　帝人グループでは、高成長が見込まれるアジアや新興国に対して、
高度成長期における環境問題を経験してきた知見を生かして、
環境負荷低減に貢献する製品・サービスを提案しています。
　その一環として2013年3月、アジア地域における最大級の国
際環境展示会「エコプロダクツ国際展」に出展しました。今回の出
展では「クリーン
モビリティ」「資源
の有効活用」「生
活の質の向上」を
主要テーマとし
て、ソリューション
を紹介しました。 エコプロダクツ国際展

「エコサークル®」については特集（P13-16）をご覧ください。

多段式生物処理装置「MSABP」

熱可塑性CFRPによるボディの軽量化とその波及効果

1,100kgの
自動車

710kgg 減

合計

軽量化スパイラル

35%

ボディ 

トランス
ミッション

電気部品

その他部品 

ステアリング
ブレーキ

サスペンション
　

エンジン

帝人グループの環境ビジネス

● 風力発電
（炭素繊維）

★軽量化
（炭素繊維）

● 太陽光発電
（PET/PENフィルム、
シリコンナノインク）

● 高効率照明LED
● 有機EL関連素材
● 窓貼断熱・遮熱フィルム

● 水処理装置

★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 ● 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
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重大事故ゼロを目指した活動
FY2012

防災管理の推進体制

2

1

0

（件）
爆発・火災事故 漏えい・流出、その他

（年度）2007 2008 2009 2010 2011 20122006
0 0

1

0

2

0 0 0

1

0 0

1 1

2

防災活動

1．人命の尊重と安全、健康への配慮
帝人グループは、事業活動のすべての段階において、人命尊
重と、安全、健康の維持に努める。

企業行動規範

基本姿勢
爆発・火災や有害物質の漏えい・流出などの災害
ゼロを目指し、防災に関する管理基準を厳守して
災害の未然防止や再発防止に努めるとともに、地
震・津波対策にも取り組んでいます。

環境・安全報告

防災診断の実施
FY2012

　帝人グループでは、全てのグループ会社に共通の防災管理規

則を定めて防災管理に取り組んでいます。また、防災に関する各

種ガイドラインに基づき、年度ごとに、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

化計画を立てています。

　これらの防災活動の実践状況と成果については、事業グルー

プで管理し、不適合箇所がある場合は改善指導を行っています。

また、その結果については、年度末にCSR最高責任者が監査して

います。

　帝人グループでは、爆発・火災や有害物質の漏えい・流出など

の「重大事故ゼロ」を目指して、グループを挙げて防災管理を強

化しています。

　2012年度は、日本国内の他社化学プラントで爆発火災事故が

複数発生したため、発生状況や原因、対策などの情報を事業所間

で共有するとともに、同様の事故を防止するため水平展開活動を

展開しました。こうした活動を通じて、重大事故ゼロを達成するこ

とができました。

　帝人グループでは、自主基準に基づく「防災診断」（1980年か

ら）と「ミニ防災診断」（2008年から）を実施しています。

重大事故発生件数の推移 ★

・事故件数については、1月～12月で算出しています。

55 TEIJIN CSR Report 2013



防災専門チーム活動
FY2012

防災管理技術教育　
FY2012

防火活動
FY2012

地震対策
FY2012
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（件）
防災診断 ミニ防災診断
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　帝人グループでは、防災に関する知識や経験が豊富な社員・

OB、外部識者を集めたチームを組織。この防災専門チームが、

国内外を問わずグループ内の各化学プラント、各自家発電プラン

トが自主的に進めている防災活動を専門的な立場から支援して

います。

　2012年度は、防災診断実施部署の指導、各工場が実施してい

る事故防止対策の支援のほか、化学プラントの爆発火災事故を

受けた水平展開の実施内容を取り決めました。

　防災に関する知識と現場力を兼ね備えた管理者の育成を目的

として、2012年5月から約1年にわたり防災管理技術教育を実施

しました。プログラムは運転管理、設備管理の防災関連技術、体感

教育、事故事例を題材とした討議などで、今回は20人が修了しま

した。教育修了後には、学んだことを自部署でどう生かすかをテー

マにした小論文を作成し、1年後にその実施結果を報告します。

　帝人グループでは、2008年から「帝人グループ防火の日」で

ある11月10日に、定期防火点検などのグループ全社共通活動

や、各社独自の防火活動を実施しています。これらの活動はグ

ループ内で共有し、防火体制の強化に役立てています。

　大規模地震による被害を最小限に抑えるため、2006年に改正

された耐震改修促進法に基づいて耐震診断を行い、不適格な建

物19棟の対策を進めています。

　このうち1棟は、2011年度に耐震補強を済ませ、2012年度は

残り18棟の対策計画を策定しました。2014年度までに耐震対

策を完了する予定です。

　「防災診断」は、多量の高圧ガスや危険物を取り扱う国内外20

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年周期で安全性を検査しています。2012年度は設備耐

震診断・対策を試行し、2013年度に制度化する予定です。

　また、「ミニ防災診断」は、危険物貯蔵所、可燃物置場、ボイラー

など小規模な火災危険場所（20事業所）を対象として、防火を主

眼とした検査をしています。2012年度は、計画どおり防災診断を

1プラントで、ミニ防災診断を6事業所で実施しました。

TOPICS
帝人（株）松山事業所で防火活動に注力
　帝人（株）松山事業所では、「防火の日」の活動とし
て、事業所長メッセージを発信したほか、全部署を対
象に、①部署長による防火講話、②防火巡視、③防火教
育、④防災訓練、⑤防火管理チェックリストによる点検、
⑥消火器の更新状況確認、⑦各部署独自の防火活動
を実施しました。これに加えて、消火器の実射訓練は
全員が体験するよう、計画的に進めています。こうした
活動を通じて一人ひとりが防火に対する意識を高め、
真剣に取り組むことで、火災ゼロを継続しています。

防災診断件数の推移 ★

消火器実射訓練

8
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休業災害防止に向けた取り組み LA7

FY2012

労働安全の確保に向けた
「安全活動3本柱」の推進

LA9労働安全衛生

1．人命の尊重と安全、健康への配慮
帝人グループは、事業活動のすべての段階において、人命尊
重と、安全、健康の維持に努める。

企業行動規範

基本姿勢
社員の「労働安全」「健康衛生」を確保することなく
して、企業の持続的な成長は望めません。安全と
健康に配慮した職場環境を提供するため、労働災
害の撲滅、長時間労働の是正、メンタルヘルスの
向上に取り組み、必要な改善策を実施しています。

環境・安全報告

　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”“ハッと”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。

　帝人グループは、2012年度の目標を「年間の休業災害度数

率※0.25以下」と掲げ、安全活動3本柱の推進、労働災害情報の

共有化と水平展開、国内外でのESH研修・指導に取り組みました。

　しかし、2012年（1月～12月）の休業災害度数率は国内0.32、

海外0.28、グループ全体では0.30となり、目標達成には至りま

せんでした。休業災害のうち、2012年12月と2013年2月に発生

した帝人グループ内の事業所での回転体への巻き込まれ災害

（回転体災害）については、再発防止対策を強力に推進しました。

　2013年度は、引き続き「年間の休業災害度数率0.25以下」を

目指し、特に回転体災害と化学物質による健康被害の防止活動

を推進します。

※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。

2011 2012201020092008

0.20

0.25
0.35

0.84

0.25

0.11

0.99

0.72

0.25

0.22

0.26

0.98

0.72

0.32

（年度）

1.05

0.88

0.32 0.32
0.32

1.00※

0.85※

0.28

1.2

1.0

0.8

0.4

0.2

0.0

・休業災害度数率については1月～12月で算出しています。
※出典：厚生労働省 労働災害動向調査資料

休業災害度数率 ★

国内
国内製造業平均

海外 帝人グループ
国内化学工業平均

ウェブサイト掲載情報

● OHSAS18001適合証明取得状況
● 「帝人グループ健康ウォーキング」の開催
● ナノ材料による健康障害の防止について

Web

1.12

0.32（国内）
0.30（帝人グループ）
（海外）
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「全職場ストレス診断」の実施と
個別相談体制の充実

LA8

FY2012

3大労災防止ガイドラインの
認知度向上 FY2012

LA9

グループ内での労働災害情報共有と
災害発生時の対応 FY2012

LA9

健康衛生の確保に向けたメンタルヘルス
対策の強化と生活習慣病予防の推進

LA8

TOPICS
イントラネットで健康に
役立つ情報を発信

　帝人グループでは、「回転体による挟まれ・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」を制定しています。

　2012年度は、このガイドラインの認知度を高めるために、国内

では監査や各種研修会の際に概要を説明しました。また、グルー

プ内事業所での回転体災害の再発防止対策に活用するため、ガ

イドラインに沿ったチェックシートを作成し、2012年12月から関

係事業本部における安全対策状況チェックにおいて試行を開始し

ました。2013年度は、試行結果を基にチェックシートを見直し、

グループ内で活用していく予定です。

　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

てイントラネットで公開するとともに、ほか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。

　特に、災害発生状況、原因が「ESH監査規則」に定める「特別監

査」の要件に該当した場合は、帝人グループESH部会長を監査者

とする特別監査を実施し、現地で災害発生要因の究明状況およ

び、再発防止対策の進捗や改善点の有無を確認します。

　2012年度に発生したグループ内事業所での2件の回転体災

害は、「特別監査」の要件に該当したことから、2013年5月に特別

監査を実施しました。

　健康管理室は毎年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、各職場の状況に合わせた改善活動（上司からの情報発信、週

報会・月報会での討議設定など）を提案しています。2012年度は

796の職場で診断を実施し、63職場に対して改善提案を行い、

59職場で改善活動を進めました。

　2013年度は、人事担当者と連携し、相対的に業務負荷が高い

など業務関連で不調が発生しやすい環境にある社員に対して定

期的な面談・声かけ・アンケートを実施するなど、積極的・能動的

なメンタルヘルス対策を推進する予定です。

　国内においては、健康管理室が国内グループ社員の健康管理

施策の企画・推進を担っています。健康管理室は、毎月社員のメン

タルヘルス状況を集約し、各事業と経営陣に報告しています。ま

た、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、改善活動（上

司からの情報発信、討議設定など）を提案しています。

　2008年4月に法定化された特定健診・保健指導（通称メタボ

健診・保健指導）については、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受診を促し、本社・事業所の産業保

健スタッフによる集団・個別指導を実施。その後も、半年間にわ

たって継続的に支援します。

　2012年11月から「コラム 
いきいき☆きらり」を通じて、
心の仕組みや問題解決スキ
ルを解説しています。 イントラネット

「コラム いきいき☆きらり」
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2．地球環境との共生
帝人グループは、持続的発展が可能な社会を希求し、地球環
境との共生を図り、自然と生命を大切にする。

3．社会への貢献と地域コミュニティ発展への支援
帝人グループは、事業活動を通じて拠点を置く国・地域の経済
社会の発展に貢献する。さらに、社会との共存、共栄を図る立
場から、良き企業市民として適切な社会貢献活動を行う。主と
して、学術、教育、文化、スポーツ活動や環境保全活動、および
災害などに対する防災、救援活動への参画、支援を積極的に
行う。

5．ステークホルダーの尊重
帝人グループは、事業活動の遂行にあたり、株主、社員、顧客、
サプライヤー、地域住民などのステークホルダーの立場を尊
重するとともに、ステークホルダーとの対話に努める。また、
帝人グループは、機密情報として扱うものを除き、事業活動に
関わる内容で社会にとって重要な情報については、適切に開
示する。

7．社員の人格、個性の尊重
帝人グループは、社員の人格、個性を尊重し、社員の人種、性、
宗教等の多様性を受け容れるとともに、ゆとりと豊かさの実現
に向け、安全で働きやすい職場環境を確保する。

企業行動規範

基本姿勢
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。

ウェブサイト掲載情報

● ステークホルダーへの付加価値配分表Web

ステークホルダーへの
付加価値配分

経済性報告

2012年度の配分実績

　2012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－売上原価）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。

4.14 EC1

ステークホルダーへの付加価値配分比率

5.1%
株主

72.6%
社員

11.0%
環境

1.3%
地域社会

5.5%

行政機関
（国、自治体）

4.5%

債権者
（金融機関）

（億円）

ステークホルダーへの付加価値配分額の推移 ★

売上総利益
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環境99
地域社会10

78行政機関
（国、自治体）

58債権者

20株主 
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-379

企業
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独立保証報告
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日本と海外における関心や課題の違いを踏まえ、
実質的な意味のあるCSR活動を目指してください

主としてコーポレート・ガバナンス、
企業倫理について

「活動報告書」を越えた新しい
「未来志向の報告書」に期待します 主として環境保全活動について

第三者意見 （専門家からのご意見）
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小山 嚴也 （こやま よしなり） 様
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。（一社）経
営倫理実践研究センター上席研究員、横浜国立大
学経営学部非常勤講師も務める。『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 （かわむら まさひこ） 様
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』『CSVは
CSRの進化形だろうか』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。

　まず、全体として着実に読みやすくなっ

ています。今回は「CSRの基本方針」を掲げ

た上で、それに基づく項目ごとの基本姿勢

が記載されています。そして、基本姿勢に

沿って個々の活動が展開されているという

関連性が非常に明確です。社員にとっても、

自分たちが関わっている活動の位置付けが

整理されているので、納得性が高い報告に

なっていると思います。また、項目ごとに

ウェブサイト掲載情報をまとめたのも効果

的です。冊子とウェブサイトの情報がどの

ようにリンクしているかが分かりやすく、メ

ディアごとの情報の位置付けを工夫してい

る努力がうかがえます。

　また、昨年私は、個々の取り組みについて

具体性がほしいと指摘しましたが、それも改

善されています。例えば、企業倫理全員研

修の教材で取り上げた事例や、リスク管理に

用いるリスク対策シートの変化の内容など

が詳しく報告されており、活動の独自性はも

ちろん、帝人の「本気度合い」も伝わります。

　改善を期待する点もあります。今年はグ

ローバル企業としての報告を意識し、

ISO26000の対照表も掲載しています。

ISO26000に沿って現段階の活動を自己点

検すること自体は評価できる取り組みなの

ですが、同じテーマであっても地域によって

課題や取り組むべき活動の中身が異なるこ

とを意識してほしい。例えば「人権」への取り

組みは国際的にも重要なテーマの一つです

が、人権に対する日本と海外の感覚は全く

違います。来年は、日本と海外で求められる

ことの違いやその対応を明示するなど、より

実質的に意味のある活動を目指していただ

きたいと思います。

　昨年は、ISO26000の対応について、37の

「課題」と自社の取り組みを照らし合わせる

必要があると指摘しました。今年は

「ISO26000対照表」で自己点検されてお

り、進歩が見られます。続いて、その中から

課題を抽出する必要があります。取り組み

が十分な点とまだ弱い点を明らかにするこ

とで、帝人が積極的に改善努力していること

が伝わり、報告の説得力が増すと思います。

　ほかに改善された点としては、項目ごとの

基本姿勢と企業行動規範が示され、活動の出

発地点と目標地点が明確になりました。内容

面では、特集の「エコサークル」を評価します。

これは本業を通じた社会・環境課題への挑戦

です。CSRは社会貢献と本業がリンクしない

印象もありますが、この事業は環境とビジネ

スの両面から期待できます。ただ、「10年の

あゆみ」において、参加企業数に加えてリサイ

クル処理量の推移も報告すべきと感じました。

　なお、CSRの基本方針2．にある「帝人ら

しいCSR」は曖昧で誤解を生む原因ともなる

ので、見直しをお勧めします。

　今後、帝人に期待したいのが、統合報告を

意識した「未来志向の報告書」です。現状は、

過年度の取り組みをまとめた「活動報告書」

に留まっています。今後の取り組みについ

て達成目標を掲げ、短期・中期・長期の実践

課題を明確にすれば、読者も将来像が見え

るし、社員の取り組みの目安ともなります。

そのために、まず代表的なKPI（主要業績評

価指標）を導入されてはいかがでしょうか。

グローバル事業推進の中で、文化や言語が

異なる国々で共通の指標を示すことは非常

に有効です。KPIを目標としてPDCAサイク

ルを回し、その結果を報告書で伝えることに

なります。新しい報告モデルに期待します。



世界各地域の良さを融合した
「トランスナショナル」に挑戦してください 主として人財・労働マネジメントについて

「帝人の社会貢献活動とは何か」を自覚し、
見直し、アピールしていくことが必要です 主として社会貢献活動について
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高橋 陽子 （たかはし ようこ） 様
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）、『社会貢献へようこそ』
（求龍堂）がある。

奥林 康司 （おくばやし こうじ） 様
大阪国際大学　副学長
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。

　昨年は、グローバル企業として文化上の

ダイバーシティに対応すべきだと指摘し、世

界共通の人事制度の運用などを求めました。

加えて今年は、それらの取り組みを進める上

で重要となる視点を提案します。それは、日

本の本社など特定地域の価値観をベースに

するのではなく、各国の文化を尊重し、各地

域の良い部分を融合すべきだということ。と

いうのも、今後さらにグローバル化が加速

し、アジア諸国をはじめとする各地域との人

材交流が進む中で、日本にいても海外文化

の影響を強く受けるようになるからです。

　国境を突き抜けるという意味の「トランス

ナショナル」という言葉がありますが、帝人

には、ぜひトランスナショナルを目指しても

らいたい。さらには、その過程で多様な文

化に触れるほど、共通項も見えてくるはず

です。それを帝人のグローバルな共通価値・

基準にしてはいかがでしょうか。

　また、トランスナショナルというレベルから

見ると、帝人の女性管理職の割合は多いと

は言えません。欧米はもちろんアジアでも

女性が重要なポストを占めることは当たり前

となっています。ただし、女性管理職の比率

向上を目指すだけでは意味がありません。

大事なのは、女性が管理職のポストを全うで

きるか否かです。ワークライフ・バランスへ

の配慮やモチベーション向上にも取り組む

必要があるでしょう。

　さらに、男性女性にかかわらず社員のワー

クライフ・バランスを推進することは、社会

のサステナビリティそのものである「命をつ

なぐ」ことにつながります。会社がサステナ

ブルに働ける環境を提供することで、社員が

社会や会社のサステナビリティな発展に貢

献していくという関係性が成立するのです。

　昨年、私は社会貢献活動の重点分野や

ジャンル分けについて整理した方が良いので

は？と提案しました。それを受けて、今年は「地

域コミュニティ発展への支援」と「ボランティ

ア人財の育成」という2本柱で整理されまし

た。さらに望むならば、「地域コミュニティ発

展への支援」で報告されている各地域の活動

事例から、もう一歩踏み込んでいただきた

い。つまり、帝人が、地域コミュニティの発展

に向けて何を課題だと捉え、その解決のため

に何に取り組むのかを示してほしいと思いま

す。例えば、今回の冊子・ウェブサイトの事例

を通して見ると「青少年の健全育成」に力を

入れていることが読み取れます。これを重点

テーマの一つに位置付け、関連する社会課題

と共に紹介するという方法もあると思います。

　また、帝人ではCSR活動を3分野で整理され

ていますが、その中で社会貢献は「選択的

CSR」と位置付けられています。これだと「余裕

があればやろう」と考えているかのような印象

を与えかねません。社会貢献の捉え方を見直

すことも検討してみてはいかがでしょうか。一

般的に、企業の目的は利益を上げることだとい

われますが、私が考える企業の目的は、豊かで

快適な暮らしを実現し、社会を発展させていく

ことです。利益はその手段だと思います。その

観点で見れば、帝人はいわゆる社会貢献活動

だけでなく、「エコサークル」をはじめとする本

業でも、より良い社会づくりを目指しておられ

ます。ステークホルダーと連携しながら着実に

進化し、広がっていることは、特筆すべき社会

貢献だと感じています。自社の社会貢献につい

てもう少し広く捉え、それをより説得力あるメッ

セージとして示していただきたいと思います。

それが社員の誇りを確かなものにし、帝人の

ファンもさらに増えていくに違いありません。



中核主題 課題 取り組み項目 参照ページ

人権

労働慣行

環境

公正な事業慣行

消費者課題

コミュニティへの参画及び
コミュニティへの発展

組織統治

CSRマネジメント
計画・目標と実績・自己評価
コーポレート・ガバナンス
コンプライアンス・リスクマネジメント

リスクマネジメント

－

CSR調達

相談・通報制度

ダイバーシティの推進

企業倫理月間

人財マネジメント

企業倫理月間
人財マネジメント
CSR調達

人財マネジメント

人財マネジメント

健全な労使関係の維持

労働安全衛生

人財開発
リスクマネジメント
防災活動

環境保全（化学物質の排出削減）
土壌・地下水汚染の防止
コンプライアンス・リスクマネジメント

環境保全（廃棄物の管理・削減）
環境配慮設計
環境ビジネス

環境保全（気候変動問題への取り組み）

生物多様性の保全
社会貢献

コンプライアンス・リスクマネジメント

コンプライアンス・リスクマネジメント

コンプライアンス・リスクマネジメント

CSR調達

コンプライアンス・リスクマネジメント

顧客満足活動

品質保証

環境配慮設計
環境ビジネス

品質保証

情報セキュリティ

顧客満足活動

顧客満足活動

社会貢献　

社会貢献

社会貢献

－

－

社会貢献

－

P19-22
P23-26
P27-28
P29-30

P29-30

P37-38

P30

P34-35

P36

P33-36

P36
P33-36
P37-38

P33-36

P33-36

ウェブサイト

P57-58

P33-34
P29-30
P55-56

P47-48
P49
P29-30

P49
P51-52
P53-54

P45-47

P50
P39-40

P29-30

P29-30

P29-30

P37-38

P29-30

ウェブサイト

P31-32

P51-52
P53-54

P31-32

ウェブサイト

ウェブサイト

ウェブサイト

P39-40

P39-40

P39-40

P39-40

1. 組織統治

1. デュー・ディリジェンス

2. 人権に関する危機的状況

3. 加担の回避

4. 苦情解決

5. 差別及び社会的弱者

6. 市民的及び政治的権利

7. 経済的、社会的及び文化的権利

8. 労働における基本的原則及び権利

1. 雇用及び雇用関係

2. 労働条件及び社会的保障

3. 社会対話

4. 労働における安全衛生

5. 職場における人材育成及び訓練

1. 汚染の予防

2. 持続可能な資源の使用

3. 気候変動の緩和及び気候変動への適応

4. 環境保護、生物多様性、及び自然生息地の回復

1. 汚職防止

2. 責任ある政治的関与

3. 公正な競争

4. バリューチェーンにおける社会的責任の推進

5. 財産権の尊重

1. 公正なマーケティング、事実に即した偏りのない情報、及び
公正な契約慣行

2. 消費者の安全衛生の保護

3. 持続可能な消費

4. 消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛争の解決

5. 消費者データ保護及びプライバシー

6. 必要不可欠なサービスへのアクセス

7. 教育及び意識向上

1. コミュニティへの参画

2. 教育及び文化

3. 雇用創出及び技能開発

4. 技術の開発及び技術へのアクセス

5. 富及び所得の創出

6. 健康

7. 社会的投資

ISO26000対照表
社会的責任に関する国際規格ISO26000の7つの中核主題に該当する帝人グループの活動を紹介します。
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本報告書目次 ウェブサイト
のみに掲載

ウェブサイトに
詳細を掲載ウェブサイト掲載情報

社会性報告

環境・安全報告

経済性報告

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

環境経営①　環境保全

環境経営②　環境配慮設計

労働安全衛生

ステークホルダーへの付加価値配分

● 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

● 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

● 倫理意識調査アンケートの実施

● TOPICS ● 情報セキュリティ

● 顧客満足活動事例

● 帝人グループ労務管理実態の把握

● 中長期人事計画 ● 帝人グループ人事基本方針

● 人財開発 ● 配置・異動

● 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 ● 業務請負取引先の管理

● その他の地域コミュニティ発展への支援事例

● その他のボランティア人財の育成事例

● 2012年度社会貢献活動支出実績内訳

● 被災地支援

● グループESH報告会と事業グループESH大会

● 2012年度 帝人グループ 環境保全、安全・防災、健康コストの内訳

● 帝人グループ マネジメント認証取得状況

● 帝人グループの環境INPUT・OUTPUT（過去5年間の推移）

● 環境配慮設計製品・プロセス認定リスト

● OHSAS18001適合証明取得状況

● 「帝人グループ健康ウォーキング」の開催

● ナノ材料による健康障害の防止について

● ステークホルダーへの付加価値配分表

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

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

　帝人グループは、事業活動の遂行に当たり、さまざまなステーク
ホルダーの立場を尊重するとともに、ステークホルダーとの対話に
努めています。2012年度はオランダのステークホルダーの皆様
と、サプライチェーンに関わるテーマについて意見交換をさせてい
ただきました。同じテーマであっても地域によって取り組むべき課
題が異なることを再認識するとともに、グループ全体の課題も浮
き彫りにすることができました。社会やお客様への約束である
“Human Chemistry, Human Solutions”の実現に向けて、これ
からもさまざまな国や分野のステークホルダーの皆様と活発なコ
ミュニケーションを続けてまいります。今回貴重なご意見を賜りま
したステークホルダーの皆様には厚く御礼申し上げます。
　毎年4分野の専門家の方々から、帝人グループのCSR報告書に
対する第三者意見をいただいておりますが、CSR報告書の改善に
留まらず、CSR活動全般の改善にも役立っています。今回の報告

編集後記
書では、昨年のご指摘を基に、以下の点を改善しました。
①「ISO26000」への対応については、中核主題の中にある合計37
の「課題」とグループの取り組みを対照表に整理し、自己点検を行
いました。今後も「課題」に対して継続的に改善を行っていきます。

②CSR活動方針については、項目ごとに基本姿勢と関連する企業行動
規範を掲げ、グループにおける取り組みの目的を明確にしました。

③ページデザインについては、読みやすさを向上させるため、今回
大幅に刷新しました。項目ごとに見開きの構成とし、1ページ当
たりの文字数を削減しました。ウェブサイトに掲載する関連情報
についても項目ごとに案内しています。
　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上げます。

帝人株式会社　コーポレートコミュニケーション部

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。

ウェブサイト掲載情報一覧
誌面の制約で本報告書に掲載できなかった情報をウェブサイトに掲載しています。
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〒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）

お問い合わせ先：
コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-3506-4408
FAX： 03-3506-4150
帝人コーポレートサイト
http://www.teijin.co.jp
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