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印刷サービスのグリーン購入に取り組んでいます� レスポンシブル・ケア�

この報告書は再生紙および大豆インキを使用しています。

南米に生息し、世界で最も美しい蝶といわれ

る「モルフォ蝶」。この蝶の羽には色素があり

ません。光の反射でさまざまな美しい色に見

える構造をしているのです。帝人の超極細繊

維「モルフォテックス」は、ナノテクノロジー

を駆使して、ポリエステル繊維にモルフォ蝶

の羽の発色原理（多層干渉理論）構造を応用

したものです。染料や顔料を使わないことに

より、染色廃液の低減や染色工程での省資源、

省エネルギーに貢献しています。また、染料

や顔料による肌かぶれなどの心配もありませ

ん。現在、高級衣料、塗装、化粧品等に用い

られています。「モルフォテックス」は、人と

地球環境に配慮した次世代の繊維として大き

な可能性が期待されています。

自然の中のお手本に学ぶ。

・・・それが帝人グループの考え方です。

2006年 帝人グループ�

CSR報告書�
［2005年度実績］�

2006年6月発行
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世界で存在感のある企業グループであり続けるために…

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

それから10年。2003年4月に、帝人グループが社会やお客様に向け宣言する

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

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

社会と顧客から信頼される企業グループであり続けます。

社会とともに成長します

1．株主と顧客から信頼され、期待さ
れる企業グループとして企業価値

の増大に努めます

2．広く社会の理解と共感を得られる
企業グループをめざします

3．地球環境との共生を図り、自然と
生命を大切にします

社員とともに成長します

1．社員が能力と個性を発揮し、自己
実現できる場を提供します

2．社員とともに、革新と創造に挑戦
します

3．多様な個性に彩られた、魅力ある
人間集団をめざします

企業理念

Quality of Life

帝人グループは人間への

深い理解と豊かな創造力で

クォリティ・オブ・ライフの

向上に努めます

ブランドステートメント

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

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

本当の価値を実現することに挑戦し続ける

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

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

また、「Chemistry」には「良い人間関係」といった意味合いもあり、「信頼関係の大切さ」も表現しています。
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お読みいただくにあたって
「2006年 帝人グループCSR報告書」は、帝人グループのCSR（Corporate
Social Responsibility：企業の社会的責任）活動に対し、より多くの皆様に
ご理解いただけるよう、以下の点に配慮して作成しました。

網羅性と重要性への配慮
記述内容は、下記のガイドラインのほ

か、SRI（社会的責任投資）に関するア
ンケート項目なども参考に、当社グル

ープの事業状況を考慮して厳正に選定

するとともに、とくに重要な取り組み

を特集としてまとめました。

帝人グループの事業活動は企業間取引

のものが多いため、一般消費者からみ

ると事業の実像が必ずしも明瞭ではな

いという意見を考慮して、本報告書では

従来に比べ、社会と関わる事業の姿に

ついての記述を強化しました。

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

理解いただけるようページ数を極力抑

えるとともに、当社グループのCSRマ
ネジメントの特徴に合わせた章構成を

採用しました。また、情報内容に応じ

た表現の採用や視認性への配慮、関連

する情報が記載されているページを

（aPXX）マークで示すなど、検索性も
強化しました。

信頼性への配慮
帝人グループは、経営全般にわたり企

業倫理を重視するとともに、積極的な

情報公開および情報の信頼性向上に努

めています。この観点より、本報告書の

記述内容については、あずさサスティ

ナビリティ（株）による第三者審査を受

けています。

報告対象範囲
報告対象期間として、掲載データは暦

年（2005年1月～12月）および決算期
（2005年4月～2006年3月）、記述情報
は最新のもの（2006年5月末）まで含
めて採用しています。また、報告対象

組織は、原則としてすべての帝人グル

ープ（帝人（株）および国内グループ会

社84社、海外グループ会社67社）を対
象としています。ただし、ESH※マネ

ジメント、人財マネジメントなど、帝

人グループ全体を把握できていない項

目については、個別に対象範囲の注釈

を付けています。

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

献、財務情報や環境配慮型製品等に関

する詳細情報をはじめ、掲載情報を随

時更新しています。その他、以下の資

料のご請求フォームを用意しています。

¡CSR Report（英語）
¡会社案内（日本語）

¡Annual Report（英語）
¡ファクトブック（日本語／英語）

¡決算短信（日本語／英語）

¡株主通信（日本語）

〈参考としたガイドライン〉

¡「環境報告書ガイドライン（2003年
度版）」（環境省）

¡「サステナビリティ・リポーティン

グ・ガイドライン2002」（Global
Reporting Initiative）

発行年月および次回発行予定
2006年6月発行（次回発行予定：2007年6月）

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

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

本誌内に記載されている®の付いている名称は、帝人グループ各社
にて商標登録されているものです。ただし文中においては®を省略
し「 」で表示しています。

ESH※報告

環境・安全マネジメント 19

環境パフォーマンス 21

防災・安全・健康パフォーマンス 25

環境・安全マネジメントデータ 29

エコプロダクツ／エコビジネス 31

社会性報告

コンプライアンスとリスクマネジメント 33

品質保証マネジメント 35

人財マネジメント 37

産業界・大学・政府機関との協働 41

社会貢献・コミュニケーション活動 43

第三者意見

専門家からのご意見 47

読者からのご意見 49

第三者審査報告 50

第三者意見・第三者審査報告を受けて 50

ホームページURL http://www.teijin.co.jp
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帝人グループは、「世界で存在感のある企業」をめ

ざし、1990年代後半からグローバル化と規模の拡

大を強力に推進しました。企業シナジーを発揮でき

る多くの企業との合併を行うと同時に、長期的にコ

ア事業として発展させることの困難な事業は他社に

売却するなど、選択と集中をすすめました。そして

2003年には、持株会社の帝人（株）と事業を行うグ

ループ会社百数十社との新たな仕組みがほぼ整いま

した。

グループ会社の中には、帝人の事業部だったもの

もありますし、新規に帝人グループに参入した会社

もあります。このような急激で大規模な仕組みの変

更は、帝人にとっては大きなリスクでもありました。

そこで、持株会社帝人（株）のもとで百数十のグルー

プ会社が企業理念を同じくして、公正に、迅速に経

営できるよう、コーポレート・ガバナンスの強化に努

めてきました。1999年以来、アドバイザリー・ボー

ドの導入や社外取締役、さらに社外監査役の採用に

より、経営の透明性を向上させる一方、執行役員制

の導入により経営の迅速性を向上させ、トータルリ

スクマネジメント委員会の設置により、リスク対応を

強化しました。そして、これら一連の施策ついては、

『コーポレート・ガバナンスガイド2003』で明文化し、

社内外に公表しました。

グループの再編とコーポレート・ガバナンス

ブランドステートメントとCSR

一方で、私はこのような急激な変化のなかで、求

心力がそこなわれることを懸念しました。そこで、

新しい仕組みのなかで社員の求心力を強化すること

とグローバル市場での存在感の向上を願い、コーポ

レート・ブランドの強化を図りました。ブランドス

テートメント“Human Chemistry, Human

Solutions”の制定には、私自らが関わりました。

事前に役員たちに「帝人グループの将来の姿」「どう

あるべきか」などをヒアリングし、1,500名に及ぶ

社員の意識調査も参考にしました。

その結果、2003年に生まれたこのブランドステー

トメントには、「社会との約束」として「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」という決意を託しました。

私は、グループ社員に接するたびに「ブランドステー

トメントは『社会との約束』なんだ」と言い続けてき

ましたが、その「約束」の中身こそ、今流に言えば

「CSR」だったといえます。

ビジョンと戦略

事業戦略、コーポレート・ガバナンス、CSRは三位一体
トップメッセージ



4ビジョンと戦略 トップメッセージ

コーポレート・�
ガバナンス�

事業戦略�

C S R

Human Chemistry, 
Human Solutions  CSR活動の再整理と社員への徹底

これまで帝人グループは、「CSR」を意識せずに、

環境・安全・健康活動、企業倫理・リスクマネジメ

ント活動、女性活躍の推進などに積極的に取り組ん

できました。しかし、これからはグループ内でCSR

の視点に基づくしっかりした位置づけを行うべきで

あり、また、帝人グループ全体でバランスのとれた

活動が必要になってきたと認識するに至りました。

そこで、2005年4月に企業倫理とリスクマネジメ

ントの担当責任者であるCROと、環境・安全・健康

活動の担当責任者であるCESHOを統合し、「CEO

の分身」としてCSROを設置。そのもとで、従来の

さまざまな活動をCSRの視点で再整理し、2006年

3月にCSR中期計画を策定しました。

CSR活動は、社員の共感が必要です。社員の共感

なくして、外部ステークホルダーとのよい関係はで

きません。コーポレート・ブランドは帝人グループ

そのものであり、社員がしっかりと理解し、実践す

ることが基本です。そのために社員教育も充実させ

ています。同時に、私はグループの各事業所を巡回

し、社員と直接対話するインナーコミュニケーショ

ンをすすめています。

三位一体による持続的な企業価値の増大へ

2005年度は、2003年に始まった中期経営計画

「Wing 2003」の最終年度でしたが、営業利益

ROA8.5%と目標の7.6%を上回るなど、順調に達

成することができました。2006年度から新たな中

期計画「STEP UP 2006」が始まりましたが、私は

そのなかで、「事業戦略とコーポレート・ガバナンス、

そしてCSRは三位一体で、どれひとつおろそかにで

きないもの」だと位置づけました。

最適な事業戦略がなければ、市場と顧客に対応で

きません。同じくしっかりとしたコーポレート・ガ

バナンスが守られなければ、健全な経営は維持でき

ません。そして、社会の要請であるCSRがきちんと

果たせなければ、ステークホルダーの信頼を保つこ

とができません。私は、これらが三位一体で実践さ

れて、初めて持続的な企業価値の増大につながるの

だと考えています。

2006年2月より国内・海外の事業所で実施してき

た新中期計画の説明会では、この考え方をチャート

で示し社員に説明していますが、ブランドの意義も

含め、社員の皆さんにもようやく理解してもらえる

ようになったと実感しています。いわゆるサステナ

ビリティ（持続可能性）が求められる時代の入り口に

あって、経営者も社員も社会も、もがき苦しんでいる

のが実情です。しかし、私は事業戦略とコーポレー

ト・ガバナンス、そしてCSRはやがて、サステナブ

ルな企業経営の新たなトリプルボトムラインとして

定着していくであろうと予感しています。

帝人グループはCSR経営を実践しながら、海外を

含むグループ全体で地球規模の社会的な課題に対応

し、社会とともに持続可能な成長を遂げたいと願っ

ています。読者の皆様からのご意見・ご提案をいた

だければ幸いです。

2006年6月

代表取締役社長CEO

三位一体による持続的な価値の増大



帝人株式会社の概要

創 立

資 本 金

大阪本社

東京本社

代 　 表

1918年（大正7年）6月17日

70,787百万円

〒541-8587 大阪府大阪市中央区南本町1-6-7（帝人ビル）

TEL: 06-6268-2132（代表）

〒100-8585 東京都千代田区内幸町2-1-1（飯野ビル）

TEL: 03-3506-4529（代表）

代表取締役社長 CEO 長島 徹（ながしま とおる）

インターネットホームページ　http://www.teijin.co.jp
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多彩な事業をグローバルに展開

“Human Chemistry, Human Solutions”をキーワードとする

帝人グループの多様な素材系先進技術とソリューション系ノウハウは、

主としてお取引先企業の事業活動を通じて人々の生活に深く関わっています。

ビジョンと戦略

帝人グループの概要

1918年にわが国最初のレーヨンメーカーとしてスタートした

帝人グループは、その後ポリエステル事業をスタートさせ、繊

維で培った技術力を土台に、さまざまな分野に幅広く業態を拡

大しました。現在では、帝人（株）と約150社のグループ会社が

「合成繊維」「化成品」「医薬医療」「流通・製品」「IT」などの多彩な

分野で事業活動をすすめており、事業活動地域も、日本、アジア、

欧米とグローバルに広がっています。事業の再編等により、社

員数も変化していますが、現在のグループ社員数約19,000人

のうち、約8,000人が海外法人で働く社員で、そのうち日本から

の出向は200人弱です。なお、2005年度の国内・海外を合わせ

た臨時従業員の年間平均雇用数は約2,800人でしたが、グルー

プ社員数には含めていません。

帝人グループは、主に素材製造など一生活者と直接的に関わ

りをもたない業種を中心に事業活動を行っていますが、多様な

分野にわたる数多くの企業の製品やサービスに形を変えて、そ

の先にいる一般生活者のくらしに深く関わっています。

帝人グループの事業展開

グループ概要

持株会社 1社

国内グループ会社 84社

海外グループ会社 67社

合計 152社

国内社員数 10,372人

海外社員数 8,447人

合計 18,819人

�
（年度）�

03 04 050201

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（人）�
■国内　■海外�

■連結売上高　■連結営業利益�

�
（年度）�

03 04 050201

（千億円）� （億円）�

0

10

0

1,000

8 800

6 600

4 400

2 200

売上高�
9,380億円�

売上高�
9,380億円�

合成繊維　27.8% 日本�

66.0%

化成品　28.2%
医薬医療�

11.3% アジア　16.1%

IT・新事業ほか�
5.0%
流通・リテイル�

27.7%

欧州　6.9%
�
米州�
11.0%

事業セグメント別割合� 地域別割合�

グループ社員数の推移

連結売上高・営業利益の推移

2005年度 連結売上高の割合

（2006年3月31日現在）
■詳しくは、Webサイト上の「株主・投資家情報」をご覧ください。
http://www.teijin.co.jp/japanese/ir/
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地球環境�

マスメディア�

政府・官公庁�

自治体�

地域住民�
NGO
NPO

株主�
社員・�
労働組合�
求職者�

顧客・消費者�

仕入先�
協力企業�

金融機関�

業界団体�

ポリエステル�
繊維事業�
グループ� 高機能�

繊維事業�
グループ�

個別管理会社�

フィルム事業�
グループ�

新事業開発�
グループ�

樹脂事業�
グループ�

IT事業�
グループ�

医薬医療事業�
グループ�

流通・�
製品事業�
グループ�

●事業活動に関わるステークホルダー�
●事業活動に直接関わらないステークホルダー�
●出資者�

帝人グループを取り巻くステークホルダーとの関わり

合成繊維事業（63社）

ポリエステル繊維事業グループ
帝人ファイバー（株）を中核に、P.T.
Teijin Indonesia Fiber Corporation
ほかで構成。衣料、インテリア生活資
材などの製造・販売とともに、完全循
環型リサイクルシステム「エコサーク
ル」をグローバルに展開。

高機能繊維事業グループ
帝人テクノプロダクツ（株）を中核とし
て、東邦テナックス（株）、T e i j i n
Twaron B.V.ほかで構成。アラミド繊
維、炭素繊維でともに世界第2位の生
産能力をもち、パラ系アラミド繊維で
は世界シェア約50%。

化成品事業（27社）

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

樹脂事業グループ
帝人化成（株）ほかで構成。生産能力世
界第4位のポリカーボネート樹脂は、光
学用途で強く、DVD用途では約70%
の世界シェア。容器用の樹脂では、リ
サイクル、リユース分野でも先行して
いる。

医薬医療事業（9社）

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

流通・リテイル事業（25社）

NI帝人商事（株）を中核として、（株）テ
イジンアソシアリテイル、（株）帝健ほ
かで構成、繊維原料、衣料製品、産業
資材、化成品、生活雑貨などを総合的
に企画・販売。

IT事業（11社）

インフォコム（株）ほかで構成。情報シ
ステムの運用・開発・メンテナンスを
提供。

新事業開発グループ（1社）

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

その他（15社）

帝人エンジニアリング（株）、帝人物流
（株）ほかで構成。グループ内外に各種
サービスを提供。
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多様な独自技術で快適・安全・安心なくらしへ

繊維・化成品など素材分野でトップクラスのシェアをもつ帝人グループは、

流通・製品、医薬医療、ITなどのソリューション事業も含め、

さまざまな先進技術で、人々のくらしの快適・安全・安心に貢献しています。

ビジョンと戦略

事業活動を通した社会への貢献

ポリエステル繊維の分野では、「テトロン」に代表されるポリ

エステル繊維とテキスタイルの開発、生産、販売をグローバル

に展開。その原動力となっているのは、長年培ってきたポリエ

ステル関連の高分子技術や繊維技術に基づく製品開発力です。

また、環境対応製品・技術を積極的に開発しています。

高機能繊維の分野では、幅広い用途への製品供給を推進して

います。主力のアラミド繊維は、強度、弾性率が高いパラ系と耐

熱性に優れたメタ系を中心に多様な用途へ展開。また、炭素繊

維は、航空機や燃料電池、自動車分野などの用途開発をすすめ

ており、高強力・軽量特性をもつ「テナックス」がエアバスA380

などに採用されています。

合成繊維事業 化成品事業

先端産業を支える素材のひとつとして新技術や素材改質がす

すむポリエステルフィルム分野では、米国デュポン社と設立し

た世界合弁会社を中核に、世界最大の生産能力を有しています。

帝人グループが開発したポリエチレンナフタレート（PEN）フィ

ルムは、主に磁気メディア用途に用いられていますが、ハイブ

リッドカー部品・燃料電池部材・フレキシブルディスプレイ等の

工業材料等へと用途を拡大しています。

また、CDの素材として世界に先駆けて開発した高純度ポリ

カーボネート樹脂は、近年急速に普及しているDVDの素材にも

用いられています。光学系ディスク分野では世界の約70%（当

社推定値）のシェアを維持しており、ケミカルリサイクル技術

の実用化も積極的にすすめています。

帝人ファイバー（株）が開発した
「MRTファイバー」は、吸水すると
伸長し、乾燥するとと収縮するとい
う自己調節機能をもった繊維です。
「MRTファイバー」を利用したスポー
ツウェアには、発汗すると生地の肌
側に凹凸面が発現して発汗時のべと
つきを抑えるものや、水分に反応し
て通気性が向上することで不快な
蒸れを抑えるものなどがあります。

自己調整機能をもったスポーツウェア素材

安全を支える「トワロン®」「テクノーラ®」 ポリカーボネート・ケミカルリサイクル

ナイキ　スフィアリアクト

パラ系アラミド繊維で世界市場の50%を占
める「トワロン」「テクノーラ」は、警察をはじ
め世界の防弾衣料用途で使われています。ま
た、自動車のブレーキやクラッチなど耐摩耗
性が必要なパーツに、アスベストの代替品と
して使用されています。

帝人グループが最も得意とするケミカル技
術を駆使して生み出した加工フィルムは、フ
ラットパネルディスプレイ、デジタル電子材
料、半導体、医療材料などの分野に展開され
ています。液晶テレビ分野では、薄型化・省
電力・高画質を実現するため、ポリカーボネー
トフィルム「パンライトシート」やポリエステ
ルフィルム「テイジンテトロンフィルム」が使
われています。
■詳しくは、Webサイト上の「研究開発」を
ご覧ください。
http://www.teijin.co.jp/japanese/rd/
rd05_01.html

用途が拡大する機能性加工フィルム

ポリカーボネート（PC）樹脂の廃材から、石油から製造したものと同等の高純度ビ
スフェノールA（ポリカーボネート樹脂の主原料）を回収するリサイクル（ケミカルリ
サイクル）技術を開発しました。

■ポリカーボネート�
■PETフィルム�

バックライト�

ユニット�

�

�
液晶ユニット�

反射板�

液晶層�

キャビネット�

PC廃材 粉砕廃材� 再生PC

粉砕� 重合�

解
重
合�

精
製�

液晶モジュールモデル図
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避難者を支える「エアロシェルター®Ⅱ」

ナノファイバーを利用した再生医療用の新素材

CPAP装置

神経再生用のチューブ

帝人ファーマ（株）を中核に、医療用医薬品では、骨・関節、呼

吸器、代謝・循環器の3つの重点領域でトップクラスのシェアを

維持しています。また、在宅医療分野では日本で唯一全国展開

している総合プロバイダーであり、医薬品と在宅医療機器の両

分野をカバーできるトータルヘルスケア体制を提供しています。

医薬医療事業

帝人在宅医療（株）は、在宅医療機器の開発・
製造・レンタル・メンテナンスから24時間体
制での患者様のフォローまで一貫した、地域
密着型の総合サービスを提供しています。ま
た、睡眠時無呼吸症候群治療器（CPAP）の展
開にも注力しています。

在宅医療サービスを全国展開

NI帝人商事（株）を中核に、帝人グループの素材事業との連

携を取りながら、繊維系専門商社機能を駆使してアパレル、小

売まで総合的に事業を展開しています。衣料繊維はもちろん、

自動車やインテリアなどの産業資材まで幅広い分野における高

度な専門知識とネットワークをもち、お客様の多様なニーズに

応えます。

流通・リテイル事業

「エアロシェルターⅡ」は、空気を吹

き込んで立ち上げるパラグライダー

タイプの大型仮設テントです。有効

面積170m3の標準タイプがわずか

30分で設営でき、高い耐候性と軽
くて使いやすいという特長がありま

す。従来は雨天作業・イベント用途

に展開してきましたが、2004年の
中越地震の際に被災者の仮設避難

施設として活用されたことから、防

災・災害用の新規用途が拡大してい

ます。

インフォコム（株）を中核に、情報通信関連のトータルソリュ

ーションやシステム運用、コンテンツ提供などのサービスを展

開しています。モバイル・コンテンツやヘルスケア・ソリュー

ションなど独自市場でのトップをめざすとともに、一般企業に

向けて本格的なW e bベースの次世代E R P※パッケージ

「GRANDIT」を提案しています。

IT事業

EMC（エマージェンシーコール）は、企業において、災害・事件・事故が発生した場
面で、社員の安否や迅速確実な相互連絡を実現するために開発されたシステムです。
現在このシステムは、天災・犯罪被害等のリスクに対して「子どもの安全を守る情報
連絡システム」としての有効性が認められ、多くの私立学校で採用されています。

万が一に備えるEMCシステム

災害発生を一斉通報�

ユーザの安否を確認�

エマージェンシー�
コール�

EMC概念図�

①緊急連絡�

②安否確認�

事務局� 一斉通報�通　報�

安否登録�安否状況�事務局�

登録者�

登録者�

携帯電話・PHS・�
メール・一般電話・�
ポケベル・FAX

新事業開発

新規事業の創出のため、帝人グループの重点分野「情報・エ

レクトロニクス」「環境・エネルギー」「自動車・航空機」「ヘルス

ケア」を中心に、将来の柱となる新事業の創出に取り組んでい

ます。

失われた組織を再生するには欠損部を三次
元的に充填する足場材料が必要です。生分解
性の材料を用い、エレクトロスピニング法に
てナノファイバーの足場を作製しました。ナ
ノファイバーの微細な構造は細胞接着や浸潤
などに都合が良く、生体内の正常な組織修復
に寄与することが期待されます。この足場は
用途に応じた形状に対応可能です。

※：Enterprise Resource Planningの略。企業全体を経営資源の有効活用の観点
から統合的に管理し、経営の効率化を図るための手法・概念のこと。これを実現す
るための統合型ソフトウェアをERPパッケージといいます。
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企業統治に連動するCSRマネジメント体制
1999年以来、先駆的な経営改革を継続してきた帝人は、2005年4月より、

CSR機能を統括するCSRO（グループCSR責任者）を任命し、

CSR課題を統合的に推進する体制で活動を展開しています。

ビジョンと戦略

コーポレート・ガバナンスとCSRマネジメント体制

コーポレート・ガバナンス

CSRマネジメント体制

帝人グループのコーポレート・ガバナンス体制 （2006年5月現在）

企業は株主から資本を託され、事業活動を通じて利益をあげ、

継続的に株主価値を増大させることが期待されています。また、

社員や債権者、顧客を含む取引先、消費者、地域住民と地域社

会等のステークホルダー（利害関係者）に対するそれぞれの責

任を果たしていかなければなりません。これらを踏まえて事業

活動を行うためには、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の

確立が不可欠です。

帝人グループは、1999年以来アドバイザリー・ボードの設置、

執行役員制度の導入など先駆的な経営改革を推進。取締役の選

任、報酬の決定、経営監視、コンプライアンスの確保を含む経営

の諸問題に関し、「透明性の向上」「公正性の確保」「独立性の確

保」「意思決定の迅速化」を追求し、より適切な経営システムの

確立・運営を推進しています。

取締役会と執行役員制度
意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、取締役の数を10名以内と
定め、大幅な権限委譲のもとに執行役員制を導入。取締役のうち3名を社外取締
役とし、監視・監督と社内的業務執行の分離のため、取締役会の議長は会長が務
めるなど、会長とCEOの役割分担を明確にしている。

TRMコミティー
取締役会内にCEOを委員長とした「TRM（Total Risk Management）コミ
ティー」（統合リスク管理委員会）を設置し、主として業務運営リスクを対象に重
大リスクに対する統合管理を行う。

アドバイザリー・ボード
経営の透明性向上のため、社外の有識者による取締役会への諮問機関として設置。
ボードメンバーは、国内外の有識者数名と会長、CEOで構成され、年2回、取締
役会に対する助言・提言を行う。また、アドバイザリー・ボード内に、指名・報酬
委員会の機能をもたせ、社長の交代・後継者の推薦、帝人グループの役員報酬制
度・水準の審議、社長・代表取締役の業績評価などを行う。2005年度の新たな取
締役会会長の選任に当たっては、アドバイザリー・ボードで審議・推薦し、取締役
会で承認された。

監査役監査と内部監査体制
監査役の過半数を独立性を確保した社外監査役とすることにより、透明性を確保
し、経営に対する監視・監査機能を果たす。さらにグループ企業の監査役で構成
するグループ監査役会を設け、グループ全体の監視・監査が有効に機能する体制
を構築している。一方、CEO直属の内部監査組織として「業務監査室」を設置し、
グループ横断的に「内部統制の有効性、妥当性の評価等」を実施している。監査役、
監査役会は、｢業務監査室」、｢会計監査人」との緊密な連携等により、的確な三様
監査体制を構築している。

帝人（株）は上記のガバナンス体制を通じて商法による「委員会等設置会社」がめ
ざすところの経営に対する監視・監督機能の強化を実現していると考えていま
す。また、帝人（株）と社外取締役・社外監査役には、人的、資本、取引、その他の
利害関係はありません。

帝人グループのCSRマネジメントは、2005年4月より、

CEOの分身であるCSRO（グループCSR責任者）のもと、新た

な体制でグループ包括的に推進されています。

これまで、環境・安全活動に関しては、1970年に「環境・安全

基本方針」、1992年に「帝人地球環境憲章」を定め、社員の安全

や産業廃棄物の減少、地球・地域環境の保全などを展開。

CESHO（グループ環境・安全・健康責任者）のもとに「環境・安

なお、2006年5月施行の新会社法により監査役会設置会社に

も「内部統制システム整備」についての取締役会決議を行うこと

が義務付けられていますが、帝人（株）は、いち早く施行前の3月

にこの取締役会決議を行いました。

■詳しくは、Webサイト上の「コーポレート・ガバナンスガイド」をご覧ください。
http://www.teijin.co.jp/japanese/about/about04_10.html

アドバイザリー・ボード�

株
主
総
会�

指名・報酬委員会�

CEO※1

　CSO※2

　CSRO※3

　CTO※4

　CMO※5

　CFO※6

　CHO※7

　CIO※8

取締役会�
合計10名（うち社外3名）

TRMコミティー�
（CEO、CSO、CSRO、CTO、CHO）�

監査役会�
合計5名（うち社外3名）

グループ監査役会�

社外メンバー主体�

透明性・公正性�
迅速性・独立性�

持株会社組織�

ガバナンス体制�

7
つ
の
事
業
グ
ル
ー
プ�

※1：Chief Executive Officer、最高経営責任者
※2：Chief Strategy Officer、グループ経営計画責任者
※3：Chief Social Responsibility Officer、グループCSR責任者
※4：Chief Technology Officer、グループ技術責任者
※5：Chief Marketing Officer、グループマーケティング責任者
※6：Chief Financial Officer、グループ財務責任者
※7：Chief Human Resources Officer、グループ人財責任者
※8：Chief Information Officer、グループ情報責任者
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C S R O CSR室�

環境・安全室�

グループCSRスタッフ部会（新設）�

グループ安全保障輸出管理会議�

グループPL・品質保証部会�

グループESH部会�

グループコンプライアンス・リスクマネジメント部会�グループCSR委員会�
（新設）�

帝人グループのCSRマネジメント体制

全・健康は必須の課題である」として組織的に実施してきました。

また、企業倫理に関しては、1993年に「企業行動規範」を制定

し、1998年には社員の行動のあるべき姿まで具体化した「企業

行動基準」を定め、倫理委員会（2003年よりコンプライアン

ス・リスクマネジメント委員会）のもとに企業倫理の浸透を目的

とした教育・啓発活動を推進。2003年より、CRO（グループリ

スク管理責任者）のもとで企業倫理とリスクマネジメントを一

体化した活動を展開してきました（aP33）。

一方、2003年5月に環境・社会報告編集会議有志メンバーに

よるCSR研究会を発足。社会的なCSR要請の高まりを受け、

2004年2月に副社長を委員長とし、機能スタッフ部署長10人

をメンバーとするグループCSR推進委員会をスタート。この委

員会での討議結果を踏まえ、2005年4月にCSR機能を統括す

るCSROが定められ、代表取締役専務が就任しました。

CSROによる監査

2003年度より年1回実施してきたCRO監査を引き継ぎ、

2005年2月に第1回目のCSROによるコンプライアンス・リス

クマネジメント監査を行いました。また、これまでCESHOが

行ってきたESH監査（aP19）についても2005年度は、CSRO

の責任のもとで実施されました。

CESHOとCROの役割を統合したCSROとグループCSR委員会を新設。そのもと
に、従来の関連委員会、部会を再編するとともに、新たにグループCSRスタッフ部
会を設置し、他の部会ではカバーされない社会貢献活動、ステークホルダーとの対
話・関係強化活動などを推進する体制を組織。コアスタッフとして、CSR室（従来の
コンプライアンス・リスクマネジメント室）と環境・安全室が運営にあたっている。

当社は、「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」ことにより、

持続的な企業価値の増大をめざします。今年度から始まっ

た新たな中期経営計画「STEP UP 2006」の中でも、CSR

活動は事業戦略・ガバナンスと合わせ、3つの最重要な経営

システムの1つとして位置づけられています。

私は昨2005年4月に、帝人グループのCSRO（グループ

CSR責任者）に就任しました。そして、この時から「CSR

（社会的責任）」の名のもとに、多岐にわたる活動が統合的

に運営されることになりました。企業倫理・コンプライア

ンスや、ESH（環境・安全・健康）・防災、そしてPL・品質

保証、リスクマネジメント、さらには社会貢献活動など、

私の最初の仕事が、これらの活動に関する将来の方向づけ

となりました。

まず、社会的な要請の高まりに対応して、ESH・防災や

コンプライアンスのような基盤的なCSR活動を今後ます

ます強化していく方針を打ち出しました。安全な職場の確

保や社会のルールを遵守することは何よりも大切な我々の

活動です。地球環境への貢献もますます重要な意味をもつ

ようになってきています。次いで、「CSR」の考えを人財・

労働政策や、購買・物流政策に具体的に反映していく拡張

的な活動の重視を訴えました。そして、3つめに社会貢献

活動へのより積極的な参加を謳う方針を初めてグループ

CSRの中期計画に盛り込みました。

これらの基本方針に基づき、今後3年間にわたり帝人グ

ループのすべての社員の参加によってさまざまなCSRのプ

ログラムが計画され、実施に移されていきます。CSROと

そのスタッフは、こうしたグループ組織全体のCSR活動を力

強く支援していきたいと願っています。我々は、明日に向かっ

て「より豊かなクォリティ・オブ・ライフ」

の実現をめざすことを約束します。

2006年5月

“CSR”活動の力強い前進を願って

代表取締役 専務取締役 CSRO

片山 隆之
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さらなるCSR経営の推進に向けて
外部からの評価により抽出した課題に基づく2006年度CSR中期計画を策定し、

事業戦略、コーポレート・ガバナンス、CSRの三位一体のシステムを掲げ、

新たな企業行動規範のもと、さらなるCSR経営を推進していきます。

ハイライト

［特集1］CSR中期計画と行動規範の改定

CSR中期計画の策定 企業行動規範の改定

CSRの基本方針

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

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

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

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

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

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

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

中長期課題 2006年2月決定

1 基本的CSRの強化・徹底：

企業倫理・コンプライアンス、リスクマネジメント、ESH（環境・安全・健康）、防災、PL・
品質保証の各分野におけるCSR活動の徹底

2 拡張的CSRの強化：

主管部署との調整のもと、人財・労働、購買・物流等におけるCSRの推進支援

（1）社員のワークライフバランス強化
少子・高齢化対策への対応、ボランティア制度の拡充 ほか

（2）ダイバーシティへの配慮
女性社員の登用、海外ローカル社員の登用、高齢者・障害者の雇用への配慮

（3）CSRに関してのサプライチェーンに対する適正な要請と支援

3 選択的CSRの推進：

（1）地域レベルで実施される各種の社会貢献活動を支援

（2）グループで推進する社会貢献の共通分野を選び、新たな取り組みを開始
a）自然環境保護、b）国際交流、c）社会教育 など

（3）社員のボランティア活動の支援（人事・福利厚生制度の見直しを含む）

企業の社会的責任とは、多様なステー

クホルダーとの関わりのなかで具体的に

個別的に規定されるものです。その課題

抽出は独善的なものでなく、社外の要請

に学ばなくてはならないと考え、2002

年から2004年まで取り組んだ環境経営

格付機構の自主基準評価を活用し社内で

検討を重ね、「帝人グループのCSR」とし

て課題を抽出。それらをもとに、2006

年度からの中期計画を策定しました。

中期計画では、「CSR」は独立したも

のとしてではなく、経営ビジョンのなか

で「企業の持続的価値の増大には、事業

戦略、コーポレート・ガバナンス、CSR

の三位一体のマネジメントシステムが必

要である」とし、経営システムの重要要

素として位置づけています。

帝人（株）は、1993年に「企業行動規範」

を策定し、企業倫理の向上に努めてきま

した。2005年度、事業のグローバル化

の進展とCSRの社会的要請の高まりを

背景として、この規範をグローバル企業

としての視点を明確にし、世界で事業活

動を行う帝人グループの共通規範として

耐えうる内容に大幅に改定しました。

具体的には、国連グローバルコンパク

トの主旨などを参考に「人権の保護」「児

童労働、強制労働の禁止」「人権保護に関

するサプライチェーンに対する働きか

け」「ダイバーシティ（多様性）への配慮」

「賄賂や腐敗行為の禁止」などを盛り込

みました。

これらの策定にあたっては、CSR室が

原案を提案し、コンプライアンス・リス

クマネジメント部会、CSRスタッフ部会、

海外の主要な帝人グループ会社の意見要

望を取り入れました。また取締役会では、

海外経験豊富な社外取締役から貴重なア

ドバイスを受け、それらの内容も反映さ

せました。

改定した行動規範は、2006年4月より

Webサイト上で公開しています。

帝人グループ「企業行動規範」のWebページ
http://www.teijin.co.jp/japanese/about/
about04_09.html
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国別行動基準の策定

帝人グループでは、世界共通の行動規

範のもとに、より具体的な企業倫理上の

基準を定め、企業行動基準として告知し

教育・啓発に努めてきました。海外にお

いても英語版を配布してきましたが、各

国の法律や生活習慣に合わない部分もあ

り、十分活用されていませんでした。

そこでCSR室企業倫理担当者を中国、

インドネシア、タイなど現地に派遣し、

説明会を開くなどして、国別行動基準の

策定を要請しました。約1年かけて各国

の現地社員も参画して取り組み、最終的

に帝人（株）の世界共通の行動規範と各

国別行動基準の齟齬のないようCSR室

が確認し、各国版企業行動基準の策定が

2005年度末に完了。中国の行動基準で

は日中友好の大切さを盛り込むなど、そ

れぞれ個性的な行動基準ができました。

2005年度末までに行動基準を策定した

のは欧州、米国、中国、インドネシア、タ

イの計5地域です。

企業行動規範・企業行動基準体系

（環境、安全、健康）

1．人命の尊重と環境、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とともに、地球環境との共生を図り、自
然と生命を大切にする。

（社会との関わり）

2．社会への貢献

帝人グループは、事業活動を通じて社会に貢献する。
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、支援などを通じて社会に貢献する。

3．文化、慣習の尊重

帝人グループは、事業活動を行うにあたり、その国や地域の文化と
慣習を尊重する。

4．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。

（人権）

5．人権の保護

帝人グループは、事業活動に関わる人々の人権を尊重し、児童労働
や強制労働を行わない。これらの方針に関し、帝人グループは自ら
関与するサプライチェーンにおいても、サプライヤーの良き理解と
協力が得られるよう努める。

6．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、
働きやすい職場環境を形成する。

（社会的規範）

7．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。

8．公正、適正な取引条件の遵守

帝人グループは、その調達や販売等の事業活動において、すべての
取引先に対し誠実に対応し、公正かつ適正な取引条件を遵守する。
また、帝人グループは賄賂を認めず、あらゆる形態の腐敗に関与し
ない。

9．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
者の権利を尊重するとともに、自らの権利を守り、防衛する。

10．適正な記録保持と秘密情報の管理

帝人グループは、その事業活動において、法令、規則などに基づき、
必要とされる記録、報告などを正確かつ明瞭に行い、それらの記録、
帳簿、報告書等を適正に保管する。また、保有する営業秘密と個人
情報については、それらが漏洩することのないよう、適切な情報管
理を行う。

国別・現地語でその国の法律・社会規範に即応した
もの。（日本、中国、タイ、インドネシア、欧州、米国）�

企業理念�

企業行動規範�

企業行動基準�

世界共通�

左から米国版、タイ版、中国版、インドネシア版の企
業行動基準の冊子

1993年6月17日制定、2006年3月1日改定帝人グループ「企業行動規範」
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同じ過ちをくり返さない「風通しのいい」社風をめざして

過去の不祥事を貴重な教訓として、再発防止施策を徹底しています。

また、CSRO直通のホットライン情報を開示して、内部通報の透明化を図るとともに、

社員への企業倫理の教育を通じて、コンプライアンス意識の啓発に努めています。

ハイライト

［特集2］コンプライアンス体制の強化

2004年3月の不祥事を受けて
コンプライアンス活動を強化

さまざまな問題の自主的・早期の

解決に貢献するホットライン

帝人グループでは、企業倫理、遵法精

神の徹底とともに、「安全をすべてに優先

させる」ことを基本として、その徹底に努

力してきました。しかし、昨年版のCSR

報告でも報告した通り、2004年3月に帝

人ファイバー（株）徳山事業所で「高圧ガ

ス保安法違反」が発生。20日間の操業停

止という行政処分を受けました。

長島CEOは、このようなことが起き

てきわめて残念だとし、「企業倫理ハン

ドブック」に基づいた企業倫理全員研修

をグループ全社員に要請。各グループ会

社では、コンプライアンス推進責任者等

がリーダーとなり各職制を通じて研修会

を実施しました。

その後、帝人ファイバー（株）では3月

11日を「コンプライアンスの日」と定め

毎年、「企業倫理ハンドブック」の読み合

わせ、唱和、勉強会等を実施しています。

談合に関わる排除勧告

2004年12月に帝人エコ・サイエンス

（株）関西事業所大阪営業部に対して公正

取引委員会の立入り調査があり、2005

年6月に「談合に関わる排除勧告」を受け、

これを応諾しました※1。本件は、過去か

らの悪しき慣習によるもので、関係者に

は帝人グループ規程に基づき適正な指導

と処分を実施しました。

計測器性能の不適正表示問題

2005年10月には、帝人エンジニアリ

ング（株）が米国メーカーから輸入販売

しているγ線を用いた厚さ計測機※2に関

して、1990年以降規格に関する不適正

な表示を行い、顧客に販売・納入してい

たことが明らかになりました※3。本件は、

コンプライアンス教育を強化し、点検を

実施してきたなかで社員による内部通報

により発覚したもので、速やかに関係当

局に自主申告し、その後処分を受けまし

た。なお、これらの違反行為の関係者に

対しては、帝人グループ規程に基づき適

正な指導と処分を実施しました。

この内部相談・通報制度の始まりは、

帝人グループがイントラネット上で社員

が社長に直接、相談・提案ができる「ス

ピークアウト」の制度を導入した1999

年に遡ります。その後、2003年に企業

倫理ホームページにあった「スピークア

ウト」コーナーを「企業倫理意見箱」と改

称し、CRO（現CSRO）に直接つながる

相談・通報窓口としました。また、外部

の弁護士事務所を窓口とする「コンプラ

イアンス・ホットライン」を開設。一方、

1999年より外部専門機関と契約した

「セクハラ・ホットライン」も併せて運営。

それぞれ相談・通報者のプライバシーを

守りつつ、問題解決に努めてきました。

2004年5月には、相談・通報者のプラ

イバシーに配慮した表現でグループ内に

初めてホットライン情報を全件開示。そ

の結果、ホットラインへの関心が高まり、

投稿件数は前年度の1.5倍の29件になり

※1：大阪府が土木部において発注する水・土壌の環
境測定分析業務の入札で、事前に受注予定者を決定し、
受注予定者が受注できるよう競争を実質的に制限して
いたとして、独占禁止法違反の規程に反するとの勧告
を受けました。その後迅速に社内調査を行った結果、
談合行為を認め排除勧告を応諾しました。
※2：フィルム・シートの製造工程で厚みを計測する機械
※3：1987年より所定の販売許可を取得したうえで、
米国の計測機器メーカーからの輸入販売を開始。
1990年以降、高性能な計測の必要性から規格の異な
る計測機を販売する必要が生じた際に、手続きの簡便
さから従来品の規格での不適正な表示を始め、そのま
ま継続。安全の基準となる漏洩線量については適正な
資料を提供しており、安全面への影響はないものの、
12社の販売先に16台を販売・納入していました。

グループ内相談・通報制度

グループ�
役員・社員�

CSRO、�
CSR室長�

企業倫理意見箱�

イントラネット、Eメール（日本）�

コンプライアンス・ホットライン�

外部法律事務所（日本）�

セクハラ・ホットライン�

外部機関（日本）�

匿名でも受け付け、通報者保護を徹底�

帝人グループポータル�

帝人グループポータル�

送信� 送信�

Corporate Ethics �
Opinion Box�

Intranet English Cite（海外）�送信� 送信�

報告�電話�

報告�電話、Eメール、郵便�



企業倫理月間告知のポスター
を活用し、グループ内プロ
モーションの陣頭指揮を執る
長島CEO

14ハイライト ［特集2］コンプライアンス体制の再整備

内部監査員養成講座の

受講希望者が増加

風通しのいい社風の醸成と

社員の意識改革をめざして

2005年1月には、環境・安全・健康

（ESH）に関連する法令遵守の強化をめ

ざして、国内グループ会社を対象に、コ

ンプライアンス内部監査員養成講座を開

始しました。この講座は、ESHに関する

法規制内容を教育し、理解度をペーパー

テストにて判定、内部監査員の資格認定

を行うかたちで実施しています。2006

年3月末までに計4回開催し、回を追うご

とに受講希望者は増えており、延べ236

名が内部監査員の資格を取得しました。

資格を取得した監査員は、各会社、事

業所・工場でEMS（環境マネジメントシ

ステム）やOHSMS（労働安全マネジメ

ントシステム）に関わる法的要求事項の

教育・指導や内部監査を実施し、法令遵

守状況の確認を行います。

近年、企業に対してCSRの履行を求め

る要求はますます強くなっており、「企

業倫理」はCSRの最も重要な要素のひと

つです。帝人グループでも、2005年10

月の「企業倫理月間」に長島CEOが「社

会的責任を果たしながら健全な成長を続

けるのでなければ、企業の持続的な発展

を維持することはできない」と全グルー

プ役員・社員にメッセージを発信し、啓

発を続けています。

帝人グループでは、一連のコンプライ

アンス違反を重く受け止め、企業倫理教

育への参加率100％をめざすとともに、

点検をさらに強化、継続することにより、

再発防止に向けた「風通しのいい社風」

の醸成と社員のコンプライアンス意識の

向上に努めていきます（\P33）。

2005年度の相談・通報内容内訳

総数�
28件�

職場の人間関係�
5件�

セクハラの相談�
4件�

4件�
人事・処遇に関するもの�

その他　5件�

法令違反の疑い�
2件�

不適切な�
勤怠管理の�
疑い�
2件�

3件�
不正な経費処理の疑い�

パワハラの疑い　3件

海外グループ会社社長を対象にした「グロー
バルトップミーティング」を2005年9月にシ
ンガポールで初めて開催。価値観の共有や
事業グループをまたがるメンバー間での意
見交換のほか、プログラムのひとつである
リスクマネジメント研修会では、賄賂の誘
惑にどう対処するべきかなどのケーススタ
ディも実施。

2005年9月に実施した大阪本社でのESHコ
ンプライアンス内部監査員養成講座。回を
重ねるごとに受講希望者が増加している。
グループ内も含めた数々の社会的な問題が
続くなか、グループ社員の企業倫理意識が
向上している表れと思われる。

ました。2005年度末にもイントラネッ

トとグループ報上で全件情報開示し、グ

ループ内で発生した企業倫理上の諸問題

に対し注意を喚起しました。

2005年度は、すべてのホットライン

を合わせて28件の相談・通報があり、さ

まざまな問題の自主的で早期の解決に貢

献しました。なお、2006年4月実施の公

益通報者保護法への対応を考慮して、企

業倫理規程のホットライン運営に関する

規程を改訂し、取引先、サプライヤーか

らもホットラインとして通報を受け付け

ることとしました。

1）長島社長による企業倫理月間の活動の呼びかけ

2）企業倫理月間告知のポスターの掲示

3）セクシャルハラスメント防止ポスターの掲示

4）教育啓発のための「セクハラ危険度チェッククイズ」をイントラネット
で掲載（2005年度はパワハラ危険度チェック）（aP34）

5）倫理意識アンケート調査を国内在籍の全グループ社員の約1割を対象
に実施

6）会社員として必要な業務関連法規を学ぶものとして「コンプライアン
スEラーニング」をグループの管理職を対象に実施（aP33）

企業倫理月間の主な活動内容
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途切れることがない資源循環の環をつくる「エコサークル®」

帝人グループがリードする完全循環型リサイクルシステム「エコサークル」は、

ポリエステル製品を、製品から原料、原料から製品へ完全に循環リサイクルします。

繊維、PETボトルなどの主要な製品で実用化され、実績を積み重ねています。

ハイライト

［特集3］リサイクル事業の前進

完全循環型リサイクルシステム

「エコサークル®」

「繊維to繊維®」リサイクルの

着実な拡大

「繊維to繊維」の技術が確立して以降、

「エコサークル」の輪は着実に広がってき

ました。エコサークルの「メンバー」は、

当初ユニフォームなどを扱うアパレルや

問屋に限られていましたが、インテリア、

学生服、学校体育衣料、スポーツなどの

メーカーにも広がりをみせています。

2005年度の具体的な成果としては、

ヤクルトレディー（ヤクルト販売員）のユ

ニフォームの更新に際し、使用済みユニ

フォームを回収し、再生ポリエステル繊

維として利用しました。同様に松下電器

産業（株）、日立製作所（株）の作業服や

熊本県水俣市役所の推奨事務服などに

も、「エコサークル」が採用されました。

水俣市役所の推奨事務服は、地方自治体

が「エコサークル」を採用した初めての

ケースとなります。

また、比較的回収が容易であった分野

使用済み製品の�
回収�

帝人ファイバー�
新原料リサイクル工場�

ユーザーの消費�

PET�
ボトル�

フィルム�

ポリエステル�
原料�

原油�

将来的には、原油から�
ポリエステル原料への�
使用はなくなっていく�

衣料品�糸�

※1：新原料リサイクルは原料として新たに石油を使わないため資源の枯渇防止に繋が
るだけではなく、LCA（ライフ・サイクル・アセスメント）の調査では、石油からDMTを
生産する場合に比べ、消費エネルギーで84%、二酸化炭素排出量で77%（リサイクル
せずに焼却した場合の二酸化炭素排出量を加算）を削減できることが示されました。
（経済産業省・繊維製品3R推進会議、2003年10月報告「繊維製品のLCA調査報告書」）

2006年6月から水俣市職員が着用する「エコサークル」
を活用した「クールビズ」スタイルの推奨事務服

エコサークルシステム

※2：DMT（テレフタル酸ジメチル）
※3：投入資源を効率的に使用し、経済的付加価値を生み出しているかを測る指標。

産出物の経済的価値・サービスを分子に、生産に使う資源エネルギーも含めた
総エネルギーを分母にして算出する。

「ボトルtoボトル」の環境優位性と今後の課題
帝人ファイバーでは、エネルギー資源生産性※3を指標に、「ボトルto

ボトル」とPETボトルから繊維を一度だけ再生するマテリアルリサイク
ルとの検証を行いました。その結果、「ボトルtoボトル」は、マテリアル
リサイクルに比べてエネルギー資源生産性で2.4倍と高い優位性が実
証されました。
しかし、ここ1、2年はPETボトルくずの海外流出等の事情から、使
用済みPETボトルの十分な量が確保できず苦しい操業となっています。
「ボトルtoボトル」によるリサイクルが環境面で優れていることが立証
されたこともあり、安定した原材料の確保へなおいっそうの自助努力
を行うとともに、行政当局や自治体へ政策面での配慮や協力を求めて
いきたいと考えています。

以外への広がりとして、一般衣料の分野

でパタゴニア社（aTopics 海外へ「エコ

サークル」の本格展開を開始）、イオン

（株）、（株）アシックスが「エコサークル」

に参加を表明しました。このうち、イオ

ンは大手小売業としては初めての「エコ

サークル」への参画で、20～30歳代の女

性向けに展開しているプライベートブラ

ンド「SELF SERVICE」を対象に、同

ブランド製品をイオンの店舗で回収し、

「繊維to繊維」でリサイクルした原料を

使用した繊維製品を販売しています。

○＋

帝人グループが世界で初めて開発した

新原料リサイクル技術※1は、ポリエステ

ル繊維製品やPETボトルなどのポリエス

テル製品を回収し、再び石油から製造さ

れるものと同等のポリエステル原料※2に

戻して再利用できる最先端の技術です。

この技術を中核とした完全循環型リサイ

クルシステム「エコサークル」が、環境意

識の高まりの中で各方面から注目を集め

ています。

すでに2002年より「繊維to繊維」リサ

イクルを本格稼動させており、年々賛同

する企業が増えています。現在の参加企

業は約70社で、帝人グループは賛同企

業とともに商品の開発、回収、リサイク

ルを共同ですすめています。2003年に

は「ボトルtoボトル」のビジネスも開始。

将来、「フィルムtoフィルム」の展開も予

定しています。
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循環型社会の構築をめざして

ポリエステルは世界の繊維生産量の4

割以上を占めていますが、これまで再利

用されているのはごくわずかでした。石

油資源の枯渇や大量の廃棄物が問題とな

っている現在、石油を原料とするポリエ

ステル繊維のリサイクルは、廃棄物を減

らし、貴重な資源を途切れることなく循

環させる「循環型社会」の形成に大きな

役割を果たせるはずです。

しかし、「循環型社会」を形成するには

まずすべての人、一人ひとりが環境に対

する認識を変える必要があります。これ

は、帝人一企業だけでできることではあ

りません（a「ボトルtoボトル」の優位性と

今後の課題）。「エコサークル」の協力企業

や、実際に衣類を使用される消費者の理

解、協力をいかに得られるかが重要です。

そのための取り組みのひとつとして、

2005年6月に、（株）アシックス、テイコ

ク（株）、ミズノ（株）などの賛同を得て、

学校体育衣料のリサイクルに関する共同

勉強会の場、「CLUB-E2」を設立しまし

た。これは学校・体育衣料業界における

環境と経済の両立を考える勉強会で、啓

発活動などを通じた教育的な効果も訴求

していきます。また、NPOとも連携し、

エコ商品の拡大やリサイクルの推進を行

政や地域社会へ働きかけ、環境を大切に

する風土を育成する運動の一助としたい

と考えています。

小中学生向けに
「繊維 t o繊維」
「ボトル toボト
ル」の取り組み
をわかりやすく
解説したパンフ
レット

アウトドアの分野で世界的に多くのファンと知名度をも

つ、米国のアウトドア用品・衣料品メーカーのパタゴニア社。

帝人ファイバー（株）は、2005年9月から、このパタゴニア社

と共同で「エコサークル」を活用し、パタゴニアの機能性ア

ンダーウェア「キャブリーン」のリサイクルプログラムをス

タートさせました。

この取り組みは、「エコサーク

ル」の海外展開の第一歩となりま

す。この「エコサークル」は、海外

からの関心も高いことから、米国

や欧州のポリエステル繊維商品

を扱う企業に対して、これからも

積極的な提案を行っていきます。

パタゴニア社の店頭に置かれている
回収ボックス

完全循環型リサイクル技術が各方面から
高い評価
2005年度も以下のような評価をいただ
きました。（aP18）

「グッドデザイン賞」
（新領域デザイン部門・社会インフラデザイ
ン）日本産業デザイン振興会

「愛・地球賞」
（財）2005年日本国際博覧会協会

「第15回 日経地球環境技術賞」
日本経済新聞社

「第3回 日本環境経営大賞」
（独創的環境プロジェクト賞）日本環境経営
大賞表彰委員会

Topics
海外へ「エコサークル」の本格展開を
開始

（株）たまきは1961年創業で、官公庁、企業、学校を対象

に、ユニフォーム用ネクタイを主な商品として製造販売して

きた会社です。今回、帝人ファイバーさんの「繊維to繊維」

リサイクルシステムである「エコサークル」を利用させてい

ただき、当社でも「完全循環型ポリエステルネクタイ」の回

収・再生産システムを立ち上げました。循環型社会の構築

をめざして、当社も微力ながら社会に貢献したいと思って

います。なお当商品は、ノーベ

ル平和賞を受賞したワンガリ

ー・マータイさんが提唱し、伊

藤忠商事（株）がライセンスを

もつ「MOTTAINAI」関連商品

としても販売していきます。

（株）たまき　代表取締役社長　玉置晴美

Topics
ネクタイからネクタイへ
完全循環リサイクル
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「特集」以外の2005年度の重要報告事項は以下のとおりです

ハイライト

ニュースフラッシュ

帝人（株）は、国際的なSRI分野の指標である「FTSE4Good」およ

び「エティベル・サスティナビリティ・インデックス」に採用されてい

ます。また、国内の「モーニングスター社会的責任投資株価指数」の

SRIインデックス構成銘柄150社に組み入れられています。

SRIインデックス採用状況

帝人グループでは、2005年に社会問題としてクローズアップさ

れたアスベスト問題を重大事項として真摯に受け止め、緊急の課題

として取り組みをすすめています。活動内容は大きく分けて、①石

綿健康診断の導入、②アスベスト粉じん曝露防止、③アスベスト含

有材の非アスベスト化の3つです。

石綿健康診断については、帝人グループOBに対するグループ運用

基準を制定し、2005年度には、約1万1千人に案内を送付し、希望者

約900人が受診しました。2006年3月末現在、OBの方の健康被害は、

持株会社制移行前の帝人（株）において中皮腫による健康被害が4人

（いずれも逝去）発生しており、遺族が申請した労災認定に必要な職

歴証明に対して誠意をもって対応しています。このOB石綿健康診断

は、当面、2008年度まで継続実施し、以後見直しを行います。

アスベスト含有材の非アスベスト化については、アスベスト含有材

を飛散性、準飛散性、非飛散性の3区分に分け、リスクに応じて非ア

スベスト化をすすめています。飛散性の吹付アスベストは、2006年

3月を期限に除去等の処置をすすめ曝露の可能性がある箇所につい

ては、対策処理を完了しました。保温材、耐火被覆材などの準飛散性

については、劣化・損傷が認められる場合やアスベスト含有材に人・

機械が接触する可能性がある箇所について、2008年3月を目標に除

去・代替化をすすめています。

アスベスト問題への対応

WBCSD（World Business Council for Sustainable

Development：持続可能な発展のための世界経済人会議）は1995

年に設立され、経済成長、環境保全、社会的公平という3本柱による

持続可能な発展に対して決意を共有する、約180の国際企業の連合

体です。2005年6月に名古屋で開催された総会に、帝人は会員企業

として長島CEO、片山CSROが参加しました。また、2006年には持

続可能な化学産業について広範囲でかつ長期にわたるビジョンを提

供することを目的として、会員企業の有志による「WBCSDケミカル

セクタープロジェクト」を立ち上げ

ることが合意されており、帝人も

プロジェクトに参加する予定です。

WBCSDに会員企業として参加

帝人テクノプロダクツでは、2006年度末の完成をめざし、バイ

オマス燃料を用いる自家発電ボイラーを三原製造所に導入します。

このバイオマス燃料導入計画を、環境省が2005年実施を公表した

自主参加型排出量取引制度に登録して、国内の温室効果ガス排出量

取引の試行に参加する予定です。また、松山事業所でも、既存の微

粉炭ボイラーを活用して、バイオマスと石炭の混合燃焼実用化を検

討しています。（aP22）

CO2排出削減へバイオマス燃料化を推進

帝人グループは、日本インベスター・リレーションズ協議会主催の

「2005年度IR優良企業賞」に選ばれました。今回で10回目を迎える

この賞は、IRの趣旨を深く理解し、積極的に取り組み、市場関係者の

高い支持を得るなど、優れた成果を

あげた企業を表彰するものです。適

正なディスクロージャーに努めてい

ること、IR部門が経営トップに直結し

て投資判断に必要な情報を蓄積して

いること、コーポレート・ガバナンス

体制に関する説明が詳細でわかりや

すいなどの点が高く評価されました。

帝人グループとしてIR優良企業賞を受賞

「2005年度IR優良企業賞」授賞式



1818ハイライト　ニュースフラッシュ

テイジン・トワロンは2005年12月、日本の経団連に相当するオラ

ンダ経営者団体連合会（AWVN）より、社会改革制度賞を受賞しまし

た。テイジン・トワロンでは、新しいライフタイム・セイビング制度

（休暇貯蓄制度）を取り入れ、早期退職者には一定割合の割増退職金

を払うか、または他の形の休暇を与えます。その結果、貯蓄した休暇

を使っての早期退職や夏期休暇を3カ月まで延長したり、育児休暇を

さらに6カ月延長したりできるようになりました。オランダでは、国

が年金の支給年齢を62歳から65歳に引き上げ、早期退職と予備年金

の支払いを削減する動きがあり、テイジン・トワロンの休暇貯蓄制度

は国の施策を補う社会改革制度として高く評価されました。

テイジン・トワロン「社会改革制度賞」を受賞

帝人グループ全体の研究開発力・基盤技術開発力の向上や、革新的

な技術シーズの発掘・推進、および研究者・技術者の育成などを目的

として2005年7月に「帝人グループフェロー」の認定制度を新設しま

した。2006年1月1日付で帝人グループの各種フィルムの研究に長年

携わり、数々の実績をあげてきた帝人化成（株）先端加工技術研究所

長谷川欣治所長を初代フェローとして認定し、

CEO直轄の「長谷川研究室」を設置。今後「長

谷川研究室」は、帝人グループ内事業会社を横

断し、グループ全体でのフィルム領域における

先端技術の開発を推進していきます。（aP38）

初代フェロー「長谷川研究室」開設

帝人ファイバーが展開する新原料リサイクルが、「完全物質循環リ

サイクルにおける新たな社会システム」として、日本産業デザイン振

興会主催の「グッドデザイン賞」を「新領域デザイン部門」で受賞しま

した。「業界や社会を先導しようとする企業姿勢に社会デザインの可

能性を感じた」と評価されました。新原料リサイクルシステムに関わ

るグループ各社は、今後、Gマークを活用し、環境への取り組みをア

ピールしていきます。

また、（財）2005年日本国際博覧会協会が、地球環境問題の解決と

持続可能な社会の実現に貢献する国内外の有力技術100件を選定し

た「愛・地球賞」に「ボトルtoボトル」が選ばれました。（aP15）

リサイクル技術がさまざまな賞を受賞

中国の南通市では、毎年、同市に対して文化的・経済的に貢献した

人たちが数名選出され、南通市名誉市民として表彰されています。

2005年は1人のみの選出となり、南通帝人有限公司の飯塚志保総経

理が表彰されました。表彰理由としては、大規模な設備投資や、帝人

加工糸・カーシート事業の誘致、工

会（中国の労働組合）への援助等が挙

げられます。とくに工会への援助に

ついては、高い評価を受け、地元の

工会新聞から取材を受けました。

飯塚総経理が南通市名誉市民として表彰

その他のトピックス

■ 海外へ「エコサークル」の本格展開を開始 （aP16）
■ ネクタイからネクタイへ完全循環リサイクル （aP16）
■ エコマラソンでふだんの生活の見直しを （aP22）
■ 大阪研究センターで土壌浄化を実施 （aP22）
■ 万が一に備えるオイルフェンス訓練を実施 （aP26）
■ 三原事業所の活動が日化協・JRCCの安全賞を受賞 （aP27）
■ エアバスの各部に活きる帝人の先進技術 （aP31）
■ 間伐材を有効利用する「テクノーラロッド」 （aP32）

■ Eラーニングで社員の個人情報保護意識を啓発 （aP36）
■ CEOと社員の活発な交流を推進 （aP38）
■ 社外との積極的な交流で多様性施策を深化 （aP40）
■ 技術創生と戦略ターゲット （aP42）
■ オランダで幅広い社会貢献活動を展開 （aP44）
■ルクセンブルクで工場内の天然森林を保護 （aP45）
■ インターンシップで帝人への理解を促進 （aP46）
■ 医療分野でのお客様とのコミュニケーション （aP46）

長谷川 初代フェロー

「愛・地球賞」表彰盾「愛・地球賞」表彰盾 Gマーク

「南通市名誉市民」授賞式
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環境、防災・安全、健康を一元管理し、PDCAサイクルを運用
帝人グループの企業理念に基づき、地球環境憲章、行動目標ならびに環境・安全基本方針を定め、

環境、防災・安全、健康を一元管理する体制を確立し、中期計画、目標を定め、

継続的な改善に努めています。

ESH報告

環境・安全マネジメント

帝人グループでは、グループCSR委員

会（aP10）のもと、グループESH部会を

設置し、環境、防災・安全、健康を一元管

理する包括的なマネジメントを行ってい

ます。このグループESH部会は、各事業

グループのESH管理組織を代表する事

業ESH委員長および機能スタッフ組織

の長で構成し、グループとしての方針、

中期目標および年度重点活動事項などを

審議、決定するとともに、定期的にESH

活動状況の監査を行っています。

グループESHマネジメント体制

ESH大会・報告会

帝人グループでは、ESH監査に加え、

各年度のESH活動状況を総括し、経営

トップによる見直しを行い、次年度へ向

け継続的な改善を図るため、ESH活動に

関する大会や、報告会を開催しています。

事業グループ長がCEOへESH活動につ

いて報告するグループESH報告会にお

ける指示事項は、グループESH部会にお

いて検討され、次年度のグループ活動に

反映しています。

取締役会�

社長CEO

CSRO

グループCSR委員会�

グループESH部会�

ポリエステル繊維事業グループ�

高機能繊維事業グループ�

流通・製品事業グループ�

フィルム事業グループ�

樹脂事業グループ�

医薬医療事業グループ�

IT事業グループ�

新事業開発グループ�

機能スタッフ�

環境・安全室�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

ESH指揮系統�
事業指揮系統�

ESH推進体制

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

帝人グループ環境・安全基本方針

ESH監査の概要と監査者

ESH監査Ⅰ

ESH監査Ⅱ

ESH監査Ⅲ

監査者

事業ESH委員長

同上

CSRO

2005年監査実績

国内25、海外8事業所

8事業グループごとに1回実施

8事業グループ、個別管理会
社対象に実施

監査の概要

生産現場におけるESH監査

主として環境活動に係る監査

事業グループが実施した監査結
果の監査

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

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

帝人グループ地球環境憲章

中期目標の達成実績

項　目

有害物質の排出量

エネルギー効率

非有効活用廃棄物の排出量

2005年度実績

1998年度対比63％削減

1998年度対比8.6％向上

1998年度対比63％削減

数値目標

1998年度比50％削減

年1％向上（1998年度比7％向上）

1998年度比50％削減
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2006年度から始まる新中期計画で

は、環境、防災・安全、健康について取

り組み課題と戦略を定めました。トータ

ルかつ一元的な管理をしたうえで、中期

目標の達成をめざし、グループ会社全体

でさまざまな施策を実施していきます。

中期計画

ESH研修会

帝人グループでは、国内外のグループ

会社のESH管理レベルの向上をめざし

て、グループ会社のESH管理に携わる管

理者を対象に研修会を実施しています。

研修会は、2002年より国内グループ

会社の管理者を対象に開催をはじめ、漸

次海外グループ会社の管理者へ対象を広

げています。開催頻度は、国内は毎年開

催し、海外は東南アジア、欧州、北米の3

地域に分け、2年に1回開催しています。

国内においては、2005年度の研修会

に過去最高の103名が参加し、欧州およ

び北米ではESH活動の早期浸透を図る

ため、特別に2年連続で開催されました。

ESH新中期計画の課題と戦略

共通

1．ESHマネジメントの基盤強化
1）ESHアセスメント制度の運用改善　2）ESH研修会の充実　3）ESHスタッフ人財の育成　
4）ESH法令情報システムの導入検討　5）ESH関連ガイドラインの整備

2．サプライチェーンでのESH活動推進
1）事業所での外注企業協力会活動　2）CSR調達への拡大検討

3．社会との対話
1）地域リスクコミュニケーションの定着と拡大　2）事業所・工場ESH報告の発行検討

環境

1．地球環境問題への積極的取り組み
1）地球温暖化防止　2）化学物質管理　3）廃棄物管理　4）原材料のグリーン調達　
5）地球環境問題の啓発

2．土壌・地下水汚染の防止と浄化
１）汚染防止ガイドラインの徹底　2）懸案箇所の地下水フォロー　3）油類土壌汚染への対応

防災

1．重大事故・災害の防止と緊急対応力の維持・向上
1）グループ間の防災力格差是正 2）高リスク設備に対する防災対策 3）防災診断の推進

2．大規模地震への対応強化
1）社員・家族の安全確保施設の再点検とガイドラインの見直し
2）「業務継続計画」の観点から対応策の見直し

3．防災に関する社会貢献
1）自然災害における地域・公的機関との共同防災　2）保安防災教育訓練における社会貢献

安全

労働災害防止への確実な推進
1）休業災害度数率数値目標の設定　2）作業リスクアセスメントの徹底
3）機械設計アセスメントの改訂と定着　4）ヒューマンエラー災害の防止

健康

社員の健康確保と増進
1）アスベスト問題への対応　2）有害化学物質によるリスク洗い出しと対策推進
3）メンタルヘルスケアの推進　4）分煙化の推進　5）生活習慣病予防の推進

新中期目標

区　分

事故・災害

地球温暖化

化学物質

廃棄物

休業災害度数率

内容

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

CO2総排出量を、1990年度対比、2010年度10％以上削減。

CO2排出原単位を前年対比1％以上改善。

環境への排出量を、2005年度対比、2011年度30％以上削減。

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

非有効活用廃棄物※1を、2005年度対比、2011年度50％以上削減。

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

休業災害度数率を、2007年度0.3以下とし、維持する。

対象

グループ全体

国内

海外

グループ

国内

グループ

国内

グループ

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



INPUT�
投入量�

OUTPUT�
排出量�

帝人グループ�

海水使用量�
1.27億t

淡水使用量�
1.04億t

エネルギー�
45.2×106ギガジュール�

原料�
219万t

総排水量�
2.15億t

非有効活用廃棄物
1.7万t

CO2

316万t
化学物質�
3,324t

製造加工� 廃棄�

中間製品� 製品� 使用�

原料� リサイクル� 回収�

2005年度帝人グループの環境負荷
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さまざまな取り組みでライフサイクル全体の環境負荷を低減

事業活動に伴うさまざまな環境負荷をライフサイクル全体で把握し、

積極的な取り組みで各事業所やオフィスにおける環境負荷の低減をめざすとともに、

製品の及ぼす環境負荷を包括的に低減すべく、さまざまな取り組みを展開しています。

ESH報告

環境パフォーマンス

帝人グループの事業活動では、製造、

加工のプロセスにおける化学物質の使用

をはじめ、燃料などエネルギーの使用や

水の使用などにより、さまざまな環境負

荷を発生させています。グループでは、

これらの環境負荷に関わる法規制や自治

体との協定を遵守するとともに、環境負

荷を軽減するため、さまざまな活動に自

主的に取り組んでいます。

帝人グループの製品が、ユーザーで使

用、消費、さらには廃棄されることによ

る環境負荷の発生も考慮する必要があり

ます。このため、製品の環境負荷を考慮

し、易リサイクル性やリユース性の追求、

新たな機能の開発など、製品における環

境負荷削減も推進していきます。

帝人グループの環境負荷

換算省エネルギー指数の推移

中期目標�

�
（年度）�

01 02 03 04 0598
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CO2排出量の推移

�
（年度）�
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400
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0

（万t）�
■国内　■海外�

帝人グループでは、地球温暖化防止へ

の貢献のため省エネルギーを推進してい

ます。1998年を基準年とした「換算省

エネルギー指数※1」を設定し、毎年基準

年のエネルギー使用量の1％に相当する

換算省エネルギー効果※2を発現するよ

う、取り組んできました。2005年度も、

省エネルギーの改善に努めた結果、この

指数が2004年度比で1.1ポイント向上

し、1998年度以降7年間の累計で8.6％

と目標を達成しました。

2005年度の国内グループ会社のCO2

総排出量は、省エネルギーの推進や生産

量の減少により、207万トンと1990年

度対比17.2％減少しました。しかしな

がら、今後は増設・増産により、2010年

度には約240万トンまで増加すると予想

されます。そこで、2006年度から始ま

る新中期計画では、2005年2月の京都議

定書の発効を受け、国内のCO2総排出量

地球温暖化防止と省エネルギー

中期目標（1998～2005年度）
1998年度を基準として
2005年度末までにエネルギー効率
を1％／年向上させる。

※1：〔換算省エネルギー指数〕＝〔換算省エネルギー効
果〕／〔1998年度の使用エネルギー量（重油換算）〕
※2：〔換算省エネルギー効果〕＝〔該当年度の省エネル
ギー効果（重油換算）〕×〔1998年度の生産量〕／〔該当
年度の生産量〕
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バイオマス燃料の貯蔵風景。帝人テクノプロダクツ
（TTP）三原製造所では、樹皮、製材屑、建築廃材など
の木質バイオマス燃料と廃タイヤや、RPF※などのリ
サイクル燃料を使用するボイラーを2006年末より稼
動させます。

について、「2010年度に1990年度対比

10％以上削減すること」を新たに目標と

して設定しました。今後は、さらにバイ

オマス燃料の導入や省エネルギーのいっ

そうの推進によりCO2削減に取り組ん

でいきます。

また、2005年度の海外グループ会社

のCO2排出量は、Teijin Akraがグルー

プ外となったことにより、約20万トン減

少しました。今後は、CO2排出原単位の

改善を目標として設定し、目標達成に向

け活動をすすめていきます。

バイオマス燃料化の推進

CO2排出量削減へ向けた施策として、

省エネルギーに加え、バイオマス燃料を

用いる自家発電ボイラーを積極的に導入

しています。これは従来使用していた石

炭に代わって、再生可能なエネルギー資

源であるバイオマス燃料を使用すること

により、CO2排出量を削減するものです。

帝人グループでは、三原製造所や松山事

業所などの国内主要拠点にバイオマス燃

料などの導入をすすめていきます。これ

によりCO2削減に大きな効果が期待でき

ます。たとえば、三原製造所のボイラー

は、バイオマス燃料の導入により帝人グ

ループ全体のCO2排出量の約1.3％に相

当する年間約3.2万トン削減が可能とな

ります。

オフィスの省エネルギー活動

帝人グループでは、環境省が推進する

「チームマイナス6％」に参加し、クール

ビズ、ウォームビスをすすめるとともに、

オフィスにおける省エネルギー活動の改

善を図っています。その一環として、大

阪本社ビルをオフィスでの省エネルギー

モデルとすべく、省エネルギー・省資源

推進活動をスタートしました。2005年

4月から2007年3月までの2年間を推進

期間とし、具体的なガイドラインを設定

し、より効果的な活動となるよう積極的

に活動をすすめています。

さらに、社員の日常生活での省エネル

ギー意識の定着にも取り組み、社員が自

ら家庭で実践した省エネルギー活動を自

己評価し、申告する「エコマラソン」など

を実施していきます。

2004年10月に大阪府茨木市にある

研究センターの福利厚生地区の跡地を

売却・転用するため、自主的に土壌調査

した結果、跡地の一部で土壌・地下水汚

染があることが判明しました。速やか

に市に報告し、2005年2月より市の指

導を受けながら土壌浄化工事を実施、

予定した工事はおおむね終了しました。

今後、一部残っている追加工事のモ

ニタリング検査を行い、継続して基準

値を満たしていることを確認すれば、

浄化工事の完了となります。

Topics 大阪研究センターで土壌浄化を実施

土壌浄化工事現場

2005年にグループ内で実施された「エコマラソン」には、

1,872人もの社員が参加し、トータルのCO2削減量は59,900kg

になりました。私もこの運動に参加させていただき、個人総合1

位の表彰をいただいたのですが、特別に難しいことは何もして

いません。普段の生活のなかで無駄をなくしていくことが大事だ

と思います。

表彰されたことは励みになりますが、それ以上に大切なのは、

できるだけたくさんの社員が参加し、省エネルギーに取り組む

ことだと思います。

Topics エコマラソンで普段の生活の見直しを

帝人デュポンフィルム（株）

岐阜事業所

板垣智子

※Refuse Paper ＆ Plastic Fuelの略。再生紙とし
てリサイクルできない古紙やプラスチックより製造す
る燃料。
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ESH報告

環境パフォーマンス
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物質名

ジクロロメタン

N,N-ジメチルホルムアミド

エチレングリコール

無機シアン化合物

キシレン

トルエン

アクリロニトリル

亜鉛の水溶性化合物

ベンゼン

アセトアルデヒド

その他

合　計

量（t）

1,086.8
274.7

157.6

110.5

99.6

92.3

58.7

10.0

7.4

6.4

33.6

1,937.7

2006年度から始まる新中期計画で

は、環境排出量を2011年度末までに

2005年度比30％以上削減を目標としま

す。さらに国内では、大気汚染防止法に

規定されるVOC物質の排出量を、2010

年度までに2000年度比50％以上削減に

取り組んでいきます。

2005年度の排出状況

2005年度の対象物質の環境への排出

量は、大気排出ガスの吸着回収の強化や

接触燃焼処理の導入などにより、前年比

13.5％減の3,324トン、1998年度比

63％の削減となり、中期目標を達成し

ました。この内、化管法の第一種指定化

学物質の排出量は1,938トンで、前年度

対比21.0％の削減です。

2005年度のグループ全体での化学物

質の取扱量は219万トンで、対象物質の

環境への排出量はこの取扱量の0.15％

に相当します。排出先内訳は大気が

90.3％を占め、水域が9.7％で、土壌と

埋立に関する排出はありませんでした。

大気負荷と排水、COD（BOD）負荷

帝人グループの燃料の使用に伴う

2005年度のSOx排出量は、国内グルー

プ会社が0.69万トン、海外グループ会社

0.35万トンとなり、グループトータルで

は1.03万トンと、2004年度とほぼ同程

度でした。

2005年度に帝人グループが使用した

工業用水（地下水含む）と水道水の使用量

は、国内グループ会社が0.89億トン、海

外グループ会社が0.15億トン、合計1.04

億トン（うち、地下水0.31億トン）と、

2004年度とほぼ同じでした。

海外グループ会社では、それぞれの立

地国の水事情に合わせ、水資源の保護に

も取り組んでいます。また、国内の一部

の事業所では、条件の許容できる設備の

冷却用として工業用水に代わり海水を

1.27億トン使用しています。この海水も

加えたグループの総排水量は、2005年

度2.15億トンとなり、2004年度とほぼ

同一でした。

排水に伴うCOD負荷量（化学的酸素要

帝人グループが1998年度に環境中に

排出していた化管法※1に規定されている

第一種指定化学物質（354物質※2）およ

び日本化学工業協会（日化協）が指定し

ている化学物質（280物質※2）の環境排

出量は、8,989トンありました。これを

2005年度末までに50％削減することを

中期目標とし、排出される化学物質の回

収や分解技術の積極的な導入と徹底した

管理を推進してきました。とくに、有害

性、残留性が高いと考えられる物質や排

出量が多い物質については、優先して削

減に取り組むことをグループのガイドラ

インとして定めています。

化学物質の排出削減

中期目標（1998～2005年度）
1998年度を基準として
2005年度末までに有害化学物質の
排出量を50％削減する。

※1：「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」の略称

※2：化管法と日化協の重複指定を考慮すると合計
480物質
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求量）、BOD負荷量（生物化学的酸素要

求量）は、2005年度より、CODとBOD

を区分して集計しています。グループ全

体では2005年度CODは1,061トン、

BODは135トンとなり、CODとBODを

合わせた負荷量は、前年度対比27％減少

しました。これは、海外のグループ会社1

社が生産停止し、17％減少したことなど

によります。引き続き、日常管理を適正

に行い、維持していきます。

非有効活用廃棄物量の推移
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中期目標�

帝人グループでは、事業活動で発生し

た産業廃棄物の処理については、地球温

暖化につながる熱回収されない焼却処理

や資源の浪費となる埋立処理といった方

法から、マテリアル、ケミカル、サーマ

ル等のリサイクルへ転換をすすめていま

す。また、各所で廃棄物の有効活用を推

進した結果、2005年度は三原事業所と

広島プラスチックがゼロエミッションを

達成。これで国内6事業所、海外2事業所

がゼロエミッションを達成しました。

2005年度の非有効活用廃棄物の総排

出量は、グループ全体で1.7万トンとな

り、4.6万トンだった1998年度に対して

63％の削減となりました。

2006年度からの新中期計画では、

2011年度末までに非有効活用廃棄物量

の2005年度比50％削減を目標としま

す。また、グループゼロエミッションへ

の取り組みとして、国内グループ会社で

廃棄物を年間500トン以上排出している

事業所・工場は、2011年度末までにゼ

ロエミッション達成に向けて取り組んで

いきます。

廃棄物の管理・削減

中期目標（1998～2005年度）
1998年度を基準として
2005年度末までに非有効活用廃棄
物の排出量を50％削減する。

COD（BOD）負荷量は、2003年度まで終末処理場と
公共水域へ排出される量を集計していましたが、
2004年度より公共水域へ排出される量のみを集計し
ています。
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地域の皆様の安心と社員の安全と健康のために

地域の人々や社員の安全を確保するため、各種の防災対策や

地域とのコミュニケーション活動を積極的に推進しています。

また、社員の安全・健康を守るため、OHSAS18001を軸とした種々の活動を展開しています。

ESH報告

防災・安全・健康パフォーマンス

爆発・火災、危険物・有害物の漏洩・流

出等の事故・災害の未然防止と被害の拡

大防止を図るため、防災管理に積極的に

取り組んでいます。グループ共通の各種

防災ガイドラインを整備して、保安防災

教育・訓練、防災診断、地震対策等の防

災活動を推進しています。

また、地域社会に懸念や影響を与えた

事故・災害を重大事故・災害と定義し、

2003年からは、爆発・火災に加え、危険

物・有害物の漏洩・流出、建物の倒壊等

の情報も収集し、グループ内に公開して

再発防止に努めています。

2005年度の実績

これらの活動の成果により、2005年

度は前年度に比べ重大事故・災害件数を

減少できました。ただし、地域社会への

影響はなかったものの火災事故1件、危

険物漏洩事故1件が発生しており、この

再発防止に取り組むとともに、グループ

内への水平展開を図りました。

とくに2005年5月に帝人テクノプロダ

クツ岩国工場で発生した危険物漏洩事故

については、消防署より設備の一時使用

停止命令を受け、これを深く反省し、危

険物施設の運転管理、設備管理の改善と

コミュニケーション向上を図りました。

今後さらに、現場の防災力向上を図り、

重大事故・災害の予防をめざします。

防災診断

帝人グループでは、1980年から自主

診断基準による防災診断を実施していま

す。高圧ガスや危険物を多量に取り扱う

プラントを対象とし、各プラントの専門

家が5年周期でプラントの安全性を診断

します。

2005年度は防災診断の対象を海外に

も拡大し、海外4社（4プラント）が初回の

防災診断を実施しました。現在25のプラ

ントを防災診断の対象として、防災体制

の検証と強化を図っています。

今後は危険物貯蔵所、可燃物倉庫、ボ

イラー等の小規模な危険場所を対象とし

たミニ防災診断の仕組みを取り入れ、防

災診断をよりいっそう充実していきます。

防災対策

消防署と連係して行われた帝人三原事業所の防災訓練 防災診断の結果、標示が改善された配管と煙突更新
工事

計25プラント／5年間

重大事故・災害発生件数の推移
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重大事故・災害の防止

帝人グループでは、2003年に社内外

で発生した重大事故を受け、「帝人グル

ープ重大事故・災害防止対策アクション

プラン」を策定して、人、設備、管理の面

から重大事故・災害を防止しています。

2005年度は、防災上のリスクが高い

プラントについて、このアクションプラ

ンが計画どおりに実行されているか監査

を実施。監査の結果、人員補充計画、技

能伝承計画、設備の劣化更新計画、予防

保全方式等の見直し・改善がアクション

プランどおりに推進されていることを確

認しました。

今後、高い固有技能を有したベテラン

社員の多くが退職を控えており、防災対

策支援専門チームを設置して現場の防災

力低下の防止をすすめていきます。

地震対策

大規模地震による被害を最小化するた

めに、阪神・淡路大震災後、各種の地震

対策をすすめてきました。建物の耐震対

策については、耐震改修促進法に基づき、

国内グループ会社の対象建物59棟の耐

震診断を完了し、不適合と診断された建

物の耐震補強改修・撤去を計画的に実施

中です。

2005年度は、新たにグループ入りし

た会社の対象建物2棟の耐震診断を完

了。法対象以外の建物についても、今後

リスク評価と耐震診断を積極的にすすめ

ていきます。

また、グループ共通の「地震対策ガイ

ドライン」を制定して、グループ各社の

事前対策を整備。今後も、リスクマネジ

メント活動と連携して地震対策の充実を

図ります。

帝人グループは、地域への説明責任を

果たすとともに、「より開かれた事業所」

として親しまれる存在となることをめざ

し、地域とのコミュニケーションに取り

組んでいます。2001年4月の化管法施

行を機に、国内の主要事業所で近隣の自

治会や学校関係者、自治体などの方々を

お招きし、化学物質管理や環境保全、防

災に関する活動の管理内容についての対

話を行う場を設けています。

2002年2月の開始から2005年度末ま

でに、7カ所9事業所・工場で開催しまし

た。ESH管理の状況について説明して

貴重なご意見をいただくとともに、見学

会も実施し、ESH活動について理解を

深めていただいています。今後も引き続

き、各事業所・工場で定期的に開催をす

すめていきます。

地域リスクコミュニケーション

三原事業所は2005年3月、地域自治体や行政、学校関
係者11人を招いて、2003年4月に続きに第2回目の地
域リスクコミュニケーションを開催しました。

2005年10月19日、帝人（株）岩国事

業所内港において「オイルフェンス展

張訓練」を実施しました。この訓練は、

ISO14001に基づく緊急事態の対応訓

練として「地震により荷役配管接合部が

外れ、重油タンカーから重油が海面に流

失」したという想定で、クレーンによる作

業船の海面への降下や、オイルフェンス

の展張包囲など、有事の際に被害を最

小限に食い止められるよう、各参加隊員

全員が統制のある訓練を展開しました。

Topics 万が一に備えるオイルフェンス訓練を実施

作業船によるオイルフェンスの展張包囲
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ESH報告

防災・安全・健康パフォーマンス

帝人グループの休業災害件数は、

2002年4月より開始したESH活動のグ

ループ一体運営により、海外では減少傾

向にありますが、国内では満足できるレ

ベルまで改善できていません。今後、新

たな中期目標として、2007年以降の休

業災害度数率※10.3以下という数値目標

を掲げ、さらなる取り組みの推進に努め

ていきます。

2006年度は、災害発生事業所への安

全指導、OHSAS18001認証取得予定の

ない小規模事業所でも作業のリスクアセ

スメントを実施するなど、新たな取り組

みを推進していく計画です。また、転倒

災害が毎年発生しているため、転倒災害

防止の取り組みも推進していく予定で

す。

ヒューマンエラー災害の防止

帝人グループにおける過去の労働災害

は、半数以上でヒューマンエラーが関与

しており、社員の安全意識を向上させる

ことは、労働安全対策に不可欠な取り組

みです。このため、帝人グループでは、

5S※2活動、ヒヤリハットに重点を置き、そ

の結果を安全巡視で確認しています。さ

らに、危険予知活動、指差呼称などの諸

活動を実践し、一人ひとりの安全意識の

向上と労働災害の防止を図っています。

機械設計アセスメントの実施

2001年1月から持株会社制移行前の

帝人（株）で運用を開始した「機械設計ア

セスメント規則」を、2003年から国内グ

ループ会社に拡大して運用しています。

この規則は、機械設備の新設、改造、更

新時の設計段階で機械設備と人との接触

による災害のリスクを許容レベルまで下

げるとともに、設計では対処できない残

存リスクを明示し、使用者側の対応を促

すことにより、労働災害の防止を図るも

のです。

今後は、現状対象外になっている有害

化学物質等により生じるリスクも、対象

範囲に加えるよう改善していきます。

OHSAS18001適合証明の取得推進

帝人グループでは、労働安全衛生マネ

ジメントシステムOHSAS18001の適合

証明取得を努力目標として位置づけ、取

得活動を推進しています。2005年度は、

4月に呉興業が適合証明を取得しまし

た。国内12、海外7、合計19事業所で取

得しており、取得が望ましいと判断され

る事業所中、約6割の事業所が取得を完

了しています。

労働安全対策

※1：100万労働時間あたりの休業災害の死傷者数
※2：整理、整頓、清掃、清潔、躾の頭文字をとって

5Sと称します。

帝人（株）三原事業所が、平成18年度「第30回 日化協・JRCC『安全賞』」を受賞し

ました。日化協・JRCCの安全賞は、業界の模範となる安全管理を実施し、優れた安

全成績をあげている事業所を表彰する制度です。三

原事業所は10年以上にわたって休業災害ゼロを継続

しており、書類審査、現地審査を経て受賞が決定し

ました。三原事業所では、この受賞を契機に、さらに

安全な職場づくりに向けて意を新たにしています。

Topics 三原事業所の活動が日化協・JRCC※3「安全賞」を受賞

日化協・JRCCによる現地審査の
状況

休業災害度数率
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休業災害件数
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※直接雇用社員の死傷者数による度数率

※直接雇用社員の労働災害件数

※3：日本レスポンシブル・ケア協議会
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メンタルヘルスケアの推進

帝人グループでは、2002年から社外

のEAP※1機関を利用したメンタルヘル

ス電話相談、個別事例支援サービスを開

始し、社員が一人で悩まず相談できる体

制や事業主担当者への援助、支援の体制

を整えています。メンタルヘルス電話相

談を社員に徹底するために「心のほっと

ライン」カードを社員に配布しています。

また、毎年2月から3月をメンタルヘ

ルス強調月間に設定し、2004年から年1

回、仕事のストレス判定を継続的に実施

しています。この判定システム※2は、イ

ントラネット上で12の質問により、上司、

同僚の支援、仕事の量、自由裁量度など

を評価し、全国平均100に対する健康リ

スク値を自動的に割り出すシステムで

す。この数値の大きさに従い所属ごとに

対策を講じています。

健康リスクは毎年少しずつ増加してお

り、メンタル不全に起因する長期欠勤者

（1カ月以上休）数も増加傾向にあります。

2006年度は、グループESH部会の下部

組織として、健康専門部会を立ち上げ、

メンタルヘルスケア対策を強化する予定

です。およびこの部会では生活習慣病予

防の推進も検討する計画です。

分煙化の推進

2003年5月に健康増進法が施行され、

受動喫煙防止対策が努力義務化されまし

た。帝人グループでは、社員の健康を重

視し、2004年に統一基準を設定。2007

年3月を期限に、厚生労働省の「職場に

おける喫煙対策のためのガイドライン」

に準じた喫煙室を設置するなど、分煙化

に取り組んでいます。また、海外グルー

プ会社にも推進基準を適用し、2007年

12月を期限にグローバルで受動喫煙防

止に取り組んでいます。

アスベスト問題への対応

アスベスト問題への対応については、

巻頭ハイライトの「ニュースフラッシュ」

に掲載しています（aP17）。

健康衛生対策

※1：Employee Assistance Program（社員支援プログラム）
※2：平成7～11年度労働省「作業関連疾患の予防に関する研究班」の研究の一環として、「職業性ストレスと健康コ

ホート研究グループ」によって作成されたものをベースにしています。

ストレス判定実施結果

実施年（年）

2004

2005

2006

区分

男性

女性

全体

男性

女性

全体

男性

女性

全体

回答者数（人）

5,583

1,309

6,892

4,901

1,298

6,199

5,471

1,474

6,945

健康リスク（低い方が良い）

仕事リスク

106

106

105

106

107

105

106

106

105

支援リスク

96

94

97

98

95

99

99

97

100

総合リスク

101

99

101

103

101

103

104

102

105

受動喫煙防止対策　帝人グループ統一基準

1 空間分煙

2 喫煙室の換気方法

1）自社建物

2007年3月を期限に、喫煙室設置あるいは、建物内の全面禁煙を行う。

2）自社建物でない場合（賃貸ビル）

（1）建物所有者と調整し、2005年3月までに、喫煙室設置／喫煙コーナ
ーのどちらにするかを明確化し、社員へ周知する。

（2）2007年3月を期限に、喫煙室設置／喫煙コーナーの設置を行う。

1）可能な限り屋外排出を原則とする。

2）直接、屋外排出が困難な場合、やむを得ない措置として、空気清浄装置を
設置する。

「心のほっとライン」カード



事業エリア

内コスト

製品サービスコスト

管理活動コスト

研究・開発コスト

社会活動コスト

環境損傷コスト

計

公害防止

コスト

地球環境保全

コスト

資源循環

コスト

環
　
境

労働安全対策コスト

作業環境対策コスト

健康対策コスト

防災対策コスト

研究・開発コスト

管理活動コスト

計

※2
防
災
・
安
全
、
健
康
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環境、労働安全、品質保証を一体化したマネジメントシステムを構築

ISO、OHSAS等、マネジメントシステム規格の認証取得を積極的に推進しています。

さらに、環境に加えて防災・安全、健康への投資を算定したESH会計を実施しています。

ESH報告

環境・安全マネジメントデータ

2005年度 帝人グループ　環境、防災・安全、健康コストの内訳（単位：億円）

�
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防災・安全、健康費用額推移�
■国内�
■海外�

環境、防災・安全、健康費用額の推移
ESH会計

帝人グループでは、環境省が発行して

いる環境会計ガイドラインを参考に、環

境保全や、省エネルギー、省資源・リサ

イクルなどに関わる国内外のグループ会

社が行った投資、費用と効果を算定する

とともに、環境に加え、防災・安全、健康

に関わる投資、費用も算定しています。

グループの2005年度の環境に関わる投資は、30.3億
円となり、2004年度対比17％の増加となりました。
これは、中国での新工場建設に関わる環境保全の投資
や、化学物質の排出量削減に関わる投資などを行った
ことによります。

防災・安全、健康に関わる費用は、2005年度18.6億
円となり、2004年度対比9％増加しまた。これは、建
物の補強対策や、作業環境改善対策を実施したことな
どによります。

項　目 投資額

17.70

8.80

2.53

0.00

－

1.23

－

－

30.25

19.32

3.20

34.29

0.54

5.19

4.27

6.27

7.10

80.17

0.00

1.00

7.03

0.33

－

－

－

－

8.37

・化学物質の環境排出量削減（aP23）
・SOx排出量、COD負荷量の管理（aP24）など

・換算省エネルギー指数の向上(aP21)

・非有効活用廃棄物の削減（aP24）
・土壌・地下水汚染調査、浄化費用（aP22）

－

－

－

－

・土壌・地下水汚染調査、浄化費用（aP22）

－

6.12

4.73

0.82

8.17

0.00

－

19.84

3.42

1.80

3.75

2.64

0.17

6.81

18.59

－

－

－

－

－

0.00

・労働災害の発生状況（aP27）

－

－

・防災活動状況（爆発・火災発生など）（aP25）

－

－

費用額 金額効果※1 物量効果

項　目 投資額 費用額 金額効果 物量効果

主な取り組みの内容

公害（大気・水質、土壌・地下水汚染、騒音、悪臭等）の

防止、化学物質の環境排出量削減対策など

「1%／年のエネルギー効率向上」に必要な省エネル
ギー対策など

リサイクル推進など廃棄物の有効活用対策、溶剤回収

対策など

使用済製品のリサイクル推進に必要な対策など

環境マネジメントシステムの構築・維持、管理スタッフ

の費用など

環境保全技術・製品の研究・開発などの費用

情報提供のための展示会開催、SOx賦課金、環境関連
協会費など

過去の汚染（土壌・地下水等）に関する調査・対策に必

要な費用など

主な取り組みの内容

労働安全確保のための対策

換気､照明、環境測定など作業環境の維持・改善対策

健康診断など健康の維持・増進対策

建物の耐震調査、防消火システムの維持・向上などの対策

安全・防災に必要な設備システムの研究・開発

労働安全マネジメントシステムの構築・維持、スタ

ッフコストほか

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

ISO14001認証取得状況（赤文字：2005年度に新たに取得）

OHSAS18001適合証明取得状況（赤文字：2005年度に新たに取得）

ISO9001認証取得状況（赤文字：2005年度に新たに取得）

帝人グループでは、環境保全のISO

14001の認証、労働安全衛生のOHSAS

18001の適合証明、品質保証の ISO

9001の認証取得を推進しています。国

際的に認められているマネジメントシス

テムをグループで取得することで、統一

化された仕組みのもと、継続的改善を展

開していくことが可能だと考えています。

マネジメントシステム認証の取得

●国内（26社44事業所・工場）

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

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

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

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

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

コ・サイエンス（松山）、帝人興産（愛媛、三原）、エヌアイ繊維、ナップス

●海外（12社15事業所・工場）

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

帝人

ポリエステル繊維

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

高機能繊維

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

フィルム

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

樹脂

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

医薬医療

国内：帝人ファーマ、帝三製薬、帝人在宅医療

流通・製品

国内：NI帝人商事、帝健、帝人ワオ、テイジンアソ
シアリテイル、フォークナー、オービーシー、新和
合繊、新サンニット、帝京レース、帝商産業
海外：FASHION FORCE NO.1 FACTORY

IT
国内：インフォコム

新事業

国内：帝人アドバンストフィルム

個別管理会社

国内：呉興業、帝人物流、帝人エコ・サイエンス、
帝人エンジニアリング

機能スタッフ他

帝人クリエイティブスタッフ、帝人エンテック

●国内（17社25事業所・工場）

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

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

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

三原）、帝人興産（愛媛、三原）、帝人エンジニアリング（松山駐在）

●海外（5社7事業所）
オランダ：Teijin Twaron（Delfzijl、Arnhem、Emmen） インドネシア：P.T.Teijin Indonesia Fiber タ

イ：Teijin Polyester（Thailand）、TEIJIN（THAILAND） シンガポール：TEIJIN POLYCARBONATE
SINGAPORE

●国内

帝人ファイバー（製糸、製綿、重合第1、重合第2、松山原料、徳山原料重合）、和興、帝人加工糸、帝人テディー第1
工場、帝人テクロス、帝人ネステックス、尾張整染、帝人テクノプロダクツ（岩国工繊、コーネックス、テクノーラ）、

帝人モノフィラメント、デュポン帝人アドバンスドペーパー、帝人コードレ（三原、島根）、東邦テナックス 生産技

術本部、東邦化工建設（三島、徳島）、東邦機械工業、ユニオンタイヤコード、帝人デュポンフィルム（岐阜、宇都宮、

茨城）、フィルム加工、帝人化成（松山、三原、TF、LCD材料、プラスティックテクニカルセンター）、広島プラステ
ィック、帝人エンジニアリング、呉興業（岩国、松山）、帝人エコ・サイエンス（茨木、羽村・高機能分析センター）、

帝人エンテック（松山動力センター）、帝人物流（大阪、愛媛）、帝人ファーマ 医療岩国製造所、インフォコム

●海外

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

※社名は2006年5月現在のものです。
※社名の（株）、Limited、Co.,Ltd.、Ltd.、Inc.、

GmbH、Coporation、有限公司は省略しました。
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循環型社会の構築をめざし、地球規模での環境経営を推進

環境先進企業をめざして、3Rの考え方をすべてのビジネスに展開しています。

「環境経営研究会」を発足してグループの環境ビジネスを検討・協議するとともに、

エコプロダクツ展への出展を通じて帝人の環境ビジネスを広くアピールしています。

ESH報告

エコプロダクツ／エコビジネス

帝人グループは、環境先進企業をめざ

して「エコ派宣言」のもと、3R（Reduce,

Reuse, Recycle）の考え方を新商品開

発から生産、流通、消費の事業活動に展

開しています。循環型社会の構築をめざ

し、海外、国内を問わず展開する事業活

動の中の重要な位置づけとして、地球規

模での「環境経営」の実現をめざしてい

ます。

「環境経営研究会」の発足

2006年4月に、「環境経営」をテーマと

するグループ横断的な研究会を発足しま

した。この研究会では、CSRO、CTO、

CMOが連携し、帝人グループの「環境

経営」のあり方、例えば、製造・加工・営

業段階での環境負荷を低減する環境保全

活動、製品の環境配慮設計や環境ビジネ

ス等を検討・協議します。

環境技術・製品の研究・開発の考え方
1）グループ内の従来の製品と比べ、製造時におけるエネルギー消費が少ない

2）製品の使用時において省エネルギー効果が得られる

3）グループ内の従来の製品と比べ、耐久性がある

4）使用後におけるリユース・リサイクルのしやすさ

5）リユース・リサイクル材使用

6）環境負荷物質等の代替

7）環境負荷物質等の排出低減（製造時）

8）環境負荷物質等の排出低減（使用時）

9）環境負荷物質等の排出低減（使用後）

10）環境浄化機能

11）その他

環境配慮のポイント

ポリエステルのリサイクル技術（aP15）をはじめとする環境技術により、

以下のような幅広い分野に環境配慮型製品を提供しています。

1）衣料・インテリア・生活用品分野

2）包装材分野

3）自動車市場分野

4）電気・電子・半導体分野

5）建築・土木資材分野

6）自然浄化・保護分野

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

帝人グループの環境配慮型の製品・技術

エアバスA380は、空港、空港周辺地

域への環境配慮と軽量化による運航コ

ストの低減（燃料の節約）のため、構造体

重量の20%以上の炭素繊維コンポジッ

トを採用しています。それに対し、帝人

グループの東邦テナックスでは、A380

向け炭素繊維素材の過半数のシェアを

獲得しています。

Topics エアバスの各部に活きる帝人の先進技術

●後部耐圧隔離壁�

●上部デッキフロアの梁�

●エンジンカバー�
●セントラルウイングボックス�

●外側のフラップ、スポイラー、�
  補助翼�

●尾部および圧力の�
  かからない胴体�

●主要着陸装置の開閉部分�
参考情報：炭素繊維素材の使用量
A380 約34トン／機
（既存のA340では約15トン／機）
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エコプロダクツ展への出展

「テオネックス」を使用したリユースカップ

環境に配慮した技術や製品をより広く

普及し、社会に役立てていただくため、

国内外のエコプロダクツ展に積極的に出

展しています。

2005年12月に開催された環境の総合

展示会「エコプロダクツ2005」では、「循

環型社会を構築するため、最先端の素材

と技術で貢献していく」ことをコンセプ

トに、帝人グループの環境への取り組み、

素材、技術などを紹介しました。

環境分野の国内最大の総合展示会「エコプロダクツ
2005」での帝人グループブース

タイで開催された「エコプロダクツ国際展」に単独ブー
スで出展

日本中の山林関係者は、間伐材がもっ

と有効に使えないかと頭を痛めていま

す。間伐を適切に実施しないと有用樹

木が十分に生育しません。しかし、間伐

をしてもその木材の有効な利用方法が

なければ、間伐材は山に放置されるだ

けになってしまいます。

そこで帝人テクノプロダクツ（株）で

は、自治体やNPO、木材専門家と協同

して研究を重ねてきました。その結果、

パラ系アラミド繊維テクノーラを素材と

する「テクノーラロッド」を、その高強力

で柔軟性のある特長を活かした緊張締

結材として使うことによって、間伐材に

よる高速道路防音壁や公共施設の看板

パネルに適用する技術を確立すること

ができました。

自然に優しく景観に優れたこの製品

は、金属やコンクリートに代わる環境

対応型パネルとして歓迎されており、

これまで東京都青梅市や広島県三原市

でも採用され、2005年には「愛・地球

博」の案内パネルとしても採用されま

した。

Topics 間伐材を有効利用する「テクノーラ®ロッド」

間伐材の丸太をくりぬいて横方向につなぎあわせる部
材として、「テクノーラロッド」が使われていますが、
外からはほとんど見えません。

また、東南アジアでの企業・消費者の

環境意識の向上を目的に、2005年10月

にタイのバンコクで開催された「エコプ

ロダクツ国際展」では、海外の環境展で

は初めて単独ブースで出展しました。開

会式ではタイ政府関係者臨席のなか、安

居相談役が「持続可能な世界の構築を目

指して」と題した基調講演を行うなど、

取引先や海外の一般消費者の皆様に広く

帝人が環境を重視していることを知って

いただく絶好の機会になりました。

リユースカップのイベントでの使用

帝人グループが開発したPEN（ポリエ

チレンナフタレート）樹脂「テオネック

ス」は、耐熱性・耐薬品性に優れており、

繰り返し使用するリユース容器に最適な

樹脂です。東京都千代田区をはじめ各種

イベントで使い捨てカップの代わりにリ

ユースカップとして採用されています。
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コーポレート・ガバナンスは、株主に

対しいかに公正・透明な経営を推進する

かという経営システムとその運営に帰結

します。一方、ガバナンスを支える内部

統制の基盤はコンプライアンスとリスク

マネジメントで、内部統制を内側から支

えるものとして役員・社員の総員参加の

活動として運営されるべきものです。帝

人グループでは、1999年に倫理委員会、

2001年にリスクマネジメント委員会を

発足させ、それぞれ企業倫理･コンプラ

イアンス活動とリスクマネジメント活動

をすすめてきました。

企業倫理･コンプライアンス活動は、

法令、社会規範および社内規則等に関す

る知識と意識の共有化を通じて健全な企

業風土を向上させる運動であり、リスク

マネジメントは、企業が抱えるリスクを

科学的に評価・予防・制御する仕組み・

制度・教育です。これらは、相互に補完

する部分が少なくありません。そこで、

帝人グループは、2003年に2つを統合し、

さらに2005年のCSR体制構築に際して

は、コンプライアンス・リスクマネジメ

ント部会として、一元的な運営体制を整

えました。

コンプライアンスとリスクマネジメントを統合し一元管理

コンプライアンスとリスクマネジメントをガバナンスを支える基盤と位置づけ、

これらを統合した一元的なマネジメント体制を構築し、総員参加の活動として、

コンプライアンス意識の啓発やリスク度評価など、さまざまな施策を実施しています。

社会性報告

コンプライアンスとリスクマネジメント

企業倫理とリスクマネジメントの位置づけ 企業倫理活動のPDCAサイクル

内部統制における企業倫理と

リスクマネジメント活動の役割

と希望者に対し実施しています。

4時間かかる重厚なものですが、2005

年度は1,597人が受講、1,160人がテス

トに合格し、合格認定証が交付されまし

た。年間を通しての合格率は73％でし

た。なお、2004年の導入以来累計受講

者は、グループの国内在籍社員総数の

28％にあたる2,919人に達し、合格者は

2,426人となりました。

2006年度以降も関係法規の改正を盛

り込み継続して実施します。

倫理意識・アンケート調査の実施

1999年以来、毎年実施している倫理

意識・アンケート調査を2005年も実施。

国内全グループ会社役員・社員を対象に

10％を無作為抽出し、約50問の質問に

答えてもらうものです。回答率は前年と

同じく67％で、企業倫理活動を肯定的

に受け止め支持する声がさらに高まって

コンプライアンス活動

コーポレート・ガバナンス�
公正性・透明性・独立性のある経営体制�

コンプライアンス� リスクマネジメント�

内部統制�

法令、社会規範並び

に社内規則を遵守し、

健全な企業風土をつく

る活動�

企業が抱えるリスクを

評価・予防し、制御す

る仕組み・制度・教育�

教材の開発とメンテナンス�
■ テキスト改訂、Q＆A集・�

　 ケーススタディ集の更新�

教育の実施�
■ 企業倫理推進者向け研修会�

■ コンプライアンス�

　 Eラーニング実施�

■ 階層別研修会�

企業倫理月間�
■ 企業倫理ポスターの掲示�

■ セクハラ防止ポスターの掲示�

■ 全員研修会の実施�

情報発信�
■ 企業倫理HPをイントラ掲載�

■ 企業倫理アンケートの�

　 結果開示�

■ グループ報へ掲載�

ホットラインの運営�
■ 全グループ社員への周知と�

　 個別対応�

■ ホットライン情報の開示（期末）�

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

当年度の反省と次年度への教訓�
■ 当年度の達成状況と�

　 問題点抽出�

CSRO監査 ： 年1回�

倫理意識・アンケート調査 ： 年1回�

Plan

Action Do

Check

コンプライアンスEラーニング

業務に関する法令知識を正しく学ぶこ

とを目的として、独自のケーススタディ

を盛り込んだコンプライアンスEラーニ

ングを2004年より実施しています。

2005年6月にグループ会社の管理職対

象の実施が完了したので、2005年11月

以降は当年度昇格の中核会社の中堅社員
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いることがわかりました。（関連aP36、

P38）

パワハラクイズの実施

2005年10月の企業倫理月間中には、

イントラネット上で自分のパワーハラス

メント危険度をチェックする「パワーハ

ラスメント危険度チェッククイズ」を実

施しました。これは、企業倫理アンケー

トやホットラインの相談・通報で近年増

加が指摘されている職場のパワーハラス

メント問題に関し、注意を喚起するもの

で、集計結果をこの分野の専門家の解説

を添えてグループ報で紹介しました。

帝人グループのリスクマネジメント活動

トータル・リスクマネジメントの実施

2003年度より年に1回、すべてのグ

ループ会社は、自社が抱えているリスク

を自己点検し、リスク度評価と対応策を

含めたリスク結果を各事業グループ長と

コンプライアンス・リスクマネジメント

室（現CSR室）に報告してきました。

2005年度は、92社で実施し、約3,800

件のリスクを洗い出し、各会社で重要リ

スクを絞り込んだ結果は600件となりま

した。

帝人グループでは、さらに持株会社と

しての重要リスクを集約し、統合的に管

理する体制を構築しました。グループ会

社には製造メーカーが多いことから、重

要リスクは、ESHリスク、PL・品質保証リ

スク、設備損壊リスクなどが大きなウェイ

トを占めました。

リスクマネジメント活動

CSRO監査：年1回

2003年度：構築 →2004年度：強化 → 2005年度：確立

継続的改善�

リスク管理体制の�
確立�

リスクアセスメント� リスク予防対策�
リスク・コントロール�
（リスクの内部統制）�

■ 管理体制の確立�

■ 推進責任者の�

　 設置と機能の明確化�

■ リスクの分析�

■ リスクの評価�

■ 現状の管理体制の�

　 評価�

■ リスクの�

　 優先順位づけ�

■ リスク管理目標の�

　 設定�

■ 予防対策�

■ 緊急事態対応策�

■ コントロールの制定�

■ モニタリングの制定�

企業活動での企業倫理の必要性

前年より意識が向上した項目としては、情報の収集・
記録・保管および機密保持、インサイダー取引の禁止、
営業機密の取り扱い、独占禁止法に対する理解、公
平・公正な取引があげられます。一方、意識の後退と
して、Eメールの私的利用の増加などがあります。

■大変必要

■あった方がいい

「企業倫理は企業活動にとって必要だと思いますか？」�

出典：倫理意識・アンケート調査�

■どちらとも言えない

■いらない・関心がない

（年）

2004

2005

（％）

0 20 40 60 80 100

大規模地震等広域災害への対策

帝人グループでは、グループ共通の重

要リスクとして、大規模地震などへの対

策に取り組んでいます。大規模地震や大

規模テロなどの広域災害が発生した場合

の安否確認と、緊急対策本部の要員確保

を目的として、東京本社、大阪本社地区

でそれぞれ100人を緊急通報・安否確認

システム（エマージェンシーコール）に

登録。2005年度は、公衆回線が不通と

なる事態に備え、衛星携帯電話を導入し

ました。また、東京本社の事業継続計画

（BCP）の検討も開始しました。

新たに導入した衛星携帯電話



35 TEIJIN CSR Report 2006

お客様との関わりを大切に考えた施策を推進

PL・品質保証を中心に、お客様との関わりを第一に考えた施策を実施しています。

アセスメントや監査によってPL・品質保証の取り組みをさらに深化させるとともに、

MSDSによるお客様への情報提供や個人情報保護などの取り組みも徹底しています。

社会性報告

品質保証マネジメント

帝人グループの製品安全・品質保証活

動は、「グループPL・品質保証規程」に基

づいて実施されています。従来より、「グ

ループ製品安全管理規程」に基づく製品

安全への取り組みをすすめていました

が、2003年4月に帝人グループの製造物

責任（PL）・品質保証に関する基本方針

や目標の審議、勧告・指導と事業グルー

プに対する監査を行う「グループPL・品

質保証委員会（現部会）」を「グループ

ESH委員会」より分離独立。PL・品質保

証活動を一体的に運用するための体系を

明確にするとともに、規程を全面改定し

ました。

また、多様化する社会環境などにも迅

速に対応し、より安全な製品をお客様に

使用していただくために、管理対象を帝

人グループのすべての製品・サービスに

拡大しました。

クレームへの対応

2005年は、PL（製造物責任）クレーム

はありませんでしたが、帝人エンジニア

リング（株）の不適正表示（aP13）をは

じめとした重大品質クレームは14件あ

り、いずれも真摯にとらえ、再発防止の

ための対策をすすめています。

PL品質保証アセスメント

帝人グループでは、新製品の市場投入

前に、その製品のライフサイクル全体に

おける安全性や品質を審査する「PL・品

質保証アセスメント制度」を実施していま

す。2005年は、医薬医療事業グループで

の46件の実績などがありました。

PL・品質保証監査

PL・品質保証単位系の運用を開始し

たすべての事業グループを対象に、

2005年度から、監査による活動体系の

定着状況や有効性の検証を開始しまし

た。運用開始から間もないこともあり、

各事業グループでの定着状況に格差が見

PL・品質保証活動体系の整備

継続的な改善をすすめていくための統

合的な活動体系として、製品群ごとに

「管理責任者」を置き、お客様を含めた

PDCAサイクルを可能とする「PL・品質

保証単位系」の構築をすすめています。

この「PL・品質保証単位系」は、品質マネ

ジメントシステムの国際規格ISO9001

に帝人グループの考え方を加えたマネジ

メントシステムです。2003年4月より構

築活動を展開し、主要な国内および欧米

グループ会社での構築が完了しており、

現在は、引き続きその定着と欧米以外の

海外グループ会社への展開を計画的にす

すめています。（aP30 ISO9001認証所

得状況）

製品安全・品質保証活動体系

2005年度の主な活動実績

帝人グループPL・品質保証組織

グループCSR委員会

グループPL･品質保証部会
部会長

部会長代行

事業代表委員

事務局：帝人 環境・安全室

事業PL･品質保証委員会
委員長（統括管理責任者）

委員長代行

各委員

事務局

8事業グループ
個別管理会社

事業グループPL・品質保証体系

CEO

事業グループ長

統轄管理責任者

管理責任者

CSRO 帝人 環境・安全室

PL・品質保証単位系のPDCAサイクル

見直し�
管理�
責任者�

統括管理責任者�

事業PL・�
品質保証委員会�

PL・品質保証単位系�

事業グループ�

内部�
監査�

情報�
収集�

監査�

企画�

研究�
開発� 設計�

生産�

販売�

環境�

顧客�市場�

法令�

製品のおかれている�
環境�

Action

Plan Do

Check



36社会性報告 品質保証マネジメント

られましたが、それぞれが業態に応じた

活動を行っており、定着活動が緒に着い

たばかりであることを考慮すると、総じ

て良好な結果でした。

さらに、PL・品質保証をより確実なも

のとするために、監査を通じて新たに顕

在化した課題に積極的に取り組んでいま

す。また、定着活動および簡潔かつ効果

的なPL・品質保証体系のための継続的

改善が必要で、引き続きこれらに取り組

んでいきます。

個人情報の漏えいが大きな社会問題と

なり、2005年4月から「個人情報保護法」

が施行されました。帝人グループではこ

れに先立ち、2004年4月にグループ横断

的な組織による個人情報保護法対応タス

クフォースを結成。国内グループ会社約

80社に情報セキュリティ管理者を任命

することにより、個人情報保護体制を構

築してきました。

2004年8月には個人情報保護の基本

方針である「帝人グループプライバシー

ポリシー」を定め、2005年2月には「グ

ループ個人情報保護規程」「グループ個

人情報保護ガイドライン」を制定。各グ

ループ会社では、グループの規程・ガイ

ドラインに沿って、社外からの問い合わ

せ窓口の設置、プライバシーポリシーの

制定、個人情報の利用目的や共同利用の

場合の範囲、項目の各社のホームページ

への公表、外部委託先との委託契約の見

直し、情報漏えい対策等を行っています。

個人情報保護に対する取り組み

2007年春に施行が予定されている欧

州新化学物質規制（REACH）への対応を

視野に、2006年度から化学物質情報管

理体制の再構築を開始。これを通じて、

お客様への積極的な情報提供に注力して

いきます。併せて、お客様からのご意見

等を製品へ反映する仕組みやMSDS※に

よるお客様への情報提供などもさらに充

実させたものとしていきます。

化学物質の情報管理体制整備

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

PL・品質保証新中期目標

PL事故・重大クレームの防止

1）PL・品質保証単位系活動の定着化

2）PL・品質保証単位系の海外グループ会社へ
の展開

3）購入品品質・製品の用途等の明確化と顧客
への積極的情報提供

4）規則・基準類の整備・充実

情報の収集・記録・保管および機密保持意識

■よく理解している

■時々気にしている�

「情報の収集・記録・保管および機密保持に関する�

行動基準を理解して行動していますか？」�

■あまり気にせず

■全く気にせず

■関心がない

■業務上関係ない
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グループでの体制づくりに合わせて、社員各人の意識改革を

すすめ、個人情報取り扱いの見直しを推進するために、個人情報

保護に関する啓発活動として、Eラーニングによる個人情報保護

教育を実施しました。国内グループ会社のセンシティブな個人

情報を取り扱う役員・従業員および希望者を対象として、2004

年12月から2005年9月末にかけて毎月実施。近年の社会動向を

受けて希望者が急増し、最終的な受講者数は国内在籍グループ

社員の92％にあたる約9,200名、修了者数は約7,700名（修了率

84％）となりました。

2005年10月から11月にか

けて実施した倫理意識アンケ

ート調査でも、情報の取り扱い

に関する関心度が年々向上し

ていることがわかりました。

Topics Eラーニングで社員の個人情報保護意識を啓発

帝人（株）

CIOスタッフ室
次石 茂美

全6章で構成された教材は、各章にそれ
ぞれ2つずつ学習項目があり、各学習項
目の最後には確認テストがあります。

出典：倫理意識・アンケート調査（aP33）



人事管理の目標

■ 社員が究極の経営資源であるとの認識に立ち、「社員とともに成長します」という理念を実現・実
践することへすべての人事行為を収斂させる。

■「帝人グループ」は継続的な成長・発展の基盤である人財の厚みや人的生産性の継続的向上を達成
するとともに、社員の人生の豊かさの向上をめざす。

人事基本方針

1．Employment（雇用）

①会社は社員との良好な雇用関係を継続するために、事業の発展や収益の維持・向上のため努力する。

②社員は会社との雇用関係に基づき、会社業績向上に繋がる自らの成長と不断の生産性向上への貢
献に努力する。

2．Treatment（処遇）

①「職務・成果・能力・行動」を重視した処遇を基本とする。

②処遇は、透明性・公平性・社員の納得度を追求し運営する。

3．Development（人財開発）

①仕事の充実感・達成感・成長の自覚・適正な緊張感等が社員の成長､ひいては会社の発展に必要不
可欠であり、このためには適切な能力開発（配置・教育研修・自己啓発等）が重要である。

②会社は「社員の能力と意欲、業務上の必要性」等を勘案し、適切な能力開発の管理・支援に努める。

4．Assignment（配置）

①配置にあたっては、職務要件と人財の状況を踏まえて、適材・適所の配置に努める。

②配置は、社員の能力を高め、長所や個性をより発揮させるための重要な手段である。社員の長所や
個性を的確に把握するとともに、「自己申告」等の関連情報を踏まえて適正配置に努める。

5．Evaluation（評価）

①人事考課は社員の成果や能力の測定・評価の手段であるとともに、育成・能力開発のための重要な
手段であることを認識し運営する。

②予断や印象による評価を排除し、客観的事実に基づき社員の納得度を追求する評価に努める。

6．Diversity（多様性への対応）

属性（性別・年齢・国籍・人種・障害など）にとらわれず、多様な価値観・発想を尊重し、多種多様な人財
に働き甲斐とやりがいを与え、社員がその能力を最大限に活かすことのできる環境づくりをめざす。
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社員の成長と事業の発展の統合的実現をめざす

「社員とともに成長します」という企業理念に則り、社員の人生の豊かさを向上させるとともに、

人財の育成と活用を図っています。女性の活躍支援等のダイバーシティ※1への対応、

社員のQOL（クォリティ・オブ・ライフ）を重視したワークライフバランス※2施策などを、グローバルに展開しています。

社会性報告

人財マネジメント

帝人グループでは、持株会社制に移行

した2003年に「帝人グループ人事基本

方針」を策定し、「社員とともに成長しま

す」という企業理念の実現と社員の人生

の豊かさ（QOL：クォリティ・オブ・ライ

フ）向上をめざすことを掲げています。

また、2006年度より実施する中期経

営計画の中で、「人財の確保・育成・活用」

を帝人グループの最重要方針のひとつと

位置づけ、「最強の人財競争力」「活力あ

ふれる組織風土」「社員が誇りをもち成長

できる会社」「社会が高く評価する会社」

を人事機能のめざす姿として定義してい

ます。具体的には、ワークライフバラン

ス施策の推進、ダイバーシティへの対応、

コンプライアンスの視点を強化した社員

教育の徹底、円滑な技術・技能の継承な

どをグループ・グローバル視点で確実に

実践していきます。

中長期的な課題と対応施策

帝人グループは、階層ごとに現場力向

上、SDP※3、SLP※4、Stretch※5など多

様な教育研修プログラムを用意していま

す。また、製造現場の人財育成・技能継

承プログラムの策定、教育研修のグルー

プ会社役員・社員への展開、グローバル

人財育成プログラムの策定・推進などに

も取り組んでいます。

今後も採用人財の変化に対応し、定期

的に社内教育研修機能の見直し・強化を

図っていきます。

人財開発

グループ人事基本方針

※1：ダイバーシティとは多様性の尊重のこと（aP39 社員の多様性推進）
※2：ワークライフバランスとは仕事と個人的な生活とを統合的にとらえ、より充実した生活をめざす考え方（aP40

ワークライフバランス施策の推進）
※3：Speciality Development Program 総合職向け営業・技術・スタッフの専門能力教育プログラム
※4：Strategic Leader Development Program 将来の幹部をめざす中堅社員向けリーダー育成プログラム
※5：Strategic Executive Team Challenge 管理職向けのグループコア人財育成プログラム

帝人グループの教育研修制度と配置・異動に関する仕組み
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帝人グループでは、「人財需要に応じ

た帝人グループ全体での人財の適材適所

活用」と「社員の適性・意思をより反映し

た異動の実現」を実現させるため、さま

ざまな制度を取り入れています。

人事異動に関しては、総合職以上を対

象に「年間人事計画」を策定し、客観的

で透明性の高い異動を計画的に行ってい

ます。これに自己申告制度が加わり、で

きるだけ本人の意向を尊重した配置・異

動となるよう努めています。また、

1988年より、社内公募制度である「ジョ

ブチャレンジ制度」も実施しています。

キャリアチャレンジ制度の導入

2007年度入社の総合職より、帝人（株）

で採用し、入社5年を経過した時点でグ

ループ会社に転籍する採用・配置方法を

導入します。この際、本人が希望すれば、

所属部署との合議を経て、原則として他

事業へ異動できる仕組みも導入。現在籍

社員にも2007年度の「自己申告」時から

同様の制度を導入し、「キャリアチャレ

ンジ制度」として運用していきます。

配置・異動

帝人グループでは、社員の満足度を把

握するため、隔年ごとに包括的な社員意

識調査を実施しています。2005年度は、

非実施年にあたりますが、社員満足度に

ついては毎年実施の「倫理意識調査アン

ケート」のなかで行いました。

社員満足度アンケートの実施

フェロー制度の導入

研究・技術開発力の向上・強化は、帝

人グループの最重要課題のひとつです。

社内外での研究・技術開発力のプレゼン

ス向上を図るとともに、研究者や技術者

のモチベーションを高めるため、「フェロ

ー制度」を導入しました。

この制度は、重要な研究・技術開発領

域で社会的に広く認められた成果をあげ

た研究者や技術者を「帝人グループフェ

ロー」として、また優れた成果をあげた

グループの第一人者には「帝人グループ

研究主幹・技術主幹」として処遇し、研

究開発活動をサポートするものです。

2006年1月に、CEO、CHO同席のもとに、フェロー1
名、研究主幹2名、技術主幹4名が第1期生として任命
された。

社員の人格と個性の尊重性の満足度

■十分満足�

■やや不満

「帝人グループはあなたの人格と個性を尊重していると�

思いますか？」�

■まずまず�

■大いに不満

■どちらとも言えない�
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帝人グループでは、CEOと社員との

インナーコミュニケーションに注力し

ています。2004年2月より、社長自ら

がグループ会社・事業所に出向く直接

対話集会を開催。ブランドの意義、社

会的責任、改善活動の大切さなど、さ

まざまな観点から社員に語りかけると

同時に、社員からの意見も汲み上げ、

経営に反映しています。2005年度は、

全国14事業所、社員871人を対象に実

施し、社員との少人数懇談会にも326

人が参加しました。

Topics CEOと社員の活発な交流を推進

2005年12月に東邦テナックス本社で開催された
直接対話集会で社員に熱く語りかける長島CEO

出典：倫理意識・アンケート調査（aP33）
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社会性報告

人財マネジメント

帝人グループでは、求人、雇用、昇進

などあらゆる局面で、属性（性別・年齢・

国籍・人種・障害など）にとらわれず、多

様な価値観・発想を尊重し、多種多様な

人財に働き甲斐とやりがい、真に活躍す

る場を与え、社員がその能力を最大限に

活かすことのできるよう、ダイバーシテ

ィへの取り組みに注力しています。

採用の際には、キャリア採用の増加や

インターンシップ制、通年採用などの施

策を導入。障害者雇用に関しても積極的

に推進し、現在主要グループ企業11社※

合計の雇用率は1.82％です。また、60

歳以上の雇用システムの再設計に取り組

んでいます。一方、昇進や配置にあたっ

ては、管理職への多様な人財の積極的な

任用、すべての事業領域での配置・活用

について具体的な目標を設定し、着実な

取り組みを続けていきます。

女性活躍推進の考え方と成果

女性が意欲をもち能力を発揮できるよ

うに支援し、社内における男女の完全な

機会均等をめざしています。女性活躍推

進室を中心に、女性社員の活躍へ向け具

体的な数値を設定し推進しています。と

くに採用に関しては、新卒総合職の女性

比率を継続的に30％以上に設定し、長

期的には総合職の女性比率30％をめざ

しています。また、女性管理職数を

2006年度末に2002年度の3倍である

60人に拡大することをめざし、女性の

総合職任用機会の拡大や女性管理職（候

補）のキャリア採用などの施策を実行し

ています。2006年3月末現在で45人の

女性管理職が活躍しています。

階層別のさまざまな研修制度

女性の幹部育成に関する管理職・女性

社員双方の意識変革を目的に、2003年

から毎年「女性幹部育成強化プログラム」

を実施しています。2002年度より毎年

実施している管理職向けの研修では、女

性活躍推進（ポジティブアクション）の意

義や女性の部下育成での留意点などの講

義やワークショップを行っており、

2005年度は110人が参加しました。ま

た、女性一般職社員を対象とした研修と

して、「キャリアアップ研修」、「グレード

アップ研修」を毎年行っています。

女性活躍推進フォーラムの開催

2006年1月に、4回目となる女性活躍

推進フォーラムを2日間にわたり開催し

ました。このフォーラムは、活躍してい

る女性の先輩の話を聞いて各自の可能性

を広げてもらうことと、事業や部署を越

えたネットワークづくりを目的に、社内外

の女性管理職（ロールモデル）のスピーチ

やグループディスカッションを行うもの

で、今回は男女問わず役員・管理職を含

めて約40人が参加しました。同様の趣

旨で、事業所単位での小規模フォーラム

も毎年数カ所で開催しており、今までに

累計で約100人が参加しています。

社員の多様性推進

男女問わず参加した「第4回女性活躍推進フォーラム」

女性新卒総合職採用数と割合の推移※
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※2002年度までのデータは、帝人（株）の社員数を、
2003年度以降は主要グループ企業11社の社員（国内
グループ会社社員総数の72％）を母数としています。

管理職数全体に占める管理職女性の割合。
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社内の意識啓発を目的に毎年発行している女性活躍ハ
ンドブック「together」。ジェンダーハラスメントや
ワークライフバランスなど旬の話題を豊富な具体的
事例とともに紹介しています。

育児休職の取得者数推移※

帝人グループでは、CSR経営の要請や

社員の就業意識の多様化などに応え、社

員が充実感・達成感・幸福感を感じなが

ら仕事に取り組めるよう、本人の事情を

考慮した人事異動システム、勤務形態の

多様化などへの対応を行っています。今

後も、父親の育児休職取得の促進、ノー

残業デーの徹底、年次有給休暇の取得率

向上、在宅勤務制度の検討など、さまざ

まな施策をワークライフバランスの観点

から整理し、着実に実施していきます。

ワークライフバランス支援

結婚・出産・育児・介護・配偶者転勤

を理由とした退職者を対象に、登録期間

（3年）内の採用ニーズ発生時に、正社員

として再雇用する「HELLO-AGAIN」制

度を2001年5月に導入し、2005年度は、

3人を再雇用しました。

また、育児・介護支援施策を順次拡充

し、各種研修や社内報などを通じて利用

促進を呼びかけています。その成果とし

て2005年度は育児休職取得率は100％、

また復帰時も原則として原職復帰をルー

ル化しており、同時に、こうした育児・介

護休職や短時間勤務の措置を適用中の人

事考課では、昇進上の不利益とならない

よう、昇進時は直前の満勤期の評価結果

を採用するなどの施策をとっています。

次世代法に基づく行動計画

2005年4月に「次世代育成支援対策推

進法」が施行され、帝人グループでも主

要グループ企業を含む12社において行

動計画を策定しました。この中で、育児

休職取得促進のため育児休職の一部有給

化や、男性の育児休職取得促進のための

キャンペーンの実施、子どもの就学前ま

での勤務時間に関する支援策の拡充、適

正な労働時間管理に関する施策の導入な

ど謳っており、計画の達成に向けて努力

していきます。

ワークライフバランス施策の推進

帝人グループでは、他社の先進的な事

例研究やネットワークづくりのため、社

外への情報発信や交流も積極的に行っ

ています。アシックス（株）、ダイキン

工業（株）、松下電器産業（株）とともに

企画・運営している「関西ウーマンズ・

ネットワーキング・フォーラム」を、

2005年2月の第1回に引き続き、9月に

も開催し、24社280人の参加がありま

した。2006年2月には東京でも初めて

開催。4社50人が参加し、働く女性同

士が会社や組織を越えて意見交換を行

いました。

また、ダイバーシティとワークライ

フバランスに関するベストプラクティス

の共有や、行政との接点となることを

目的に、2004年に発足した「ダイバー

シティ西日本勉強会」の実行委員6社の

うちの1社として、企画運営に参加して

います。

Topics 社外との積極的な交流で多様性施策を深化

2005年9月に開催された「第2回関西ウーマン
ズ・ネットワーキング・フォーラム」

育児・介護支援に関する制度

育児休職期間延長
（2005年4月改定）

勤務時間の短縮等の制度

育児支援インフラ

介護休職（2005年4月改定）

「HELLO-AGAIN」制度

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

育児：小学校1年まで（従来は3歳を超えた最初の4月1日まで）
介護：1年間、1日2時間以内で短縮可能※2

社外保育施設提携・ベビーシッターサービスの法人契約※3

対象者1人につき、最大365日（分割取得可）※1

本文参照※2
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2002 2005
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※1：主要グループ企業11社　※2：主要グループ企業8社　※3：国内グループ企業77社
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社会に適合する調達や開発をめざして

関係企業との協力体制のもと、グリーン調達からCSR調達への転換を図っています。

また、産・官・学との連携を通じて、産業と学問の発展に寄与する研究活動や、

企業に蓄積されたノウハウの提供を行い、社会的な役割を果たしています。

社会性報告

産業界・大学・政府機関との協働

帝人グループは、さまざまな原材料、

部品などを世界中の企業から調達してい

ます。これまで、「グリーン調達ガイドラ

イン」に基づき、対象物質の調達先に環

境マネジメントシステムの構築確認・要

請を行うグリーン調達を実施してきまし

た。今後は製品に組み込まれる原材料・

部品については新しい「グリーン調達基

準」を作成し、すべてのプロセスにおい

て化学物資の管理を行っていきます。

サービスの分野における作業請負等の

役務の調達については、いっそうの法令

遵守の徹底と社会の要請に取り組むべ

く、2006度中に新システムを立ち上げ

ます。地球環境に配慮したペーパーレス

のシステムとして運用していきます。

CSR調達に向けて

取引先へ帝人グループの資材調達に関

する考え方や基準を公開し、相互信頼関

係が築けるよう、Webサイトに「資材調

達活動」のコンテンツを新たに作成しま

す。購買の基本方針や購買倫理、グリー

ン調達基準などを2006年度中に順次掲

載する予定です。また、既存取引先との

取り組みを強化し、一体として活動をす

すめ、社会的信頼を高めるためにCSR

活動のアンケートを実施します。

結果は、データベース化して分析を行

い、調達先にもフィードバックし改善のた

めのコミュニケーションとして活用する

ことにより、持続的発展のための礎とし

ます。

グリーン物流

帝人グループでは、製品や資材の輸送

時における環境負荷を低減するため、ト

ラック輸送に比べエネルギー効率のよい

鉄道への転換、輸送時の積載効率の向上、

また輸出する際に国内トラック輸送の極

小化を図るための最寄港積みなどの諸施

策を推進しています。

また、製品包装材料の回収再利用には

従来より積極的に取り組んでおり、輸送

用パレットに関しては80％以上を回収し

再使用しています。

2006年4月1日より運輸関係につい

て、荷主にも環境負荷の低減報告が義務

付けされる改正省エネ法が施行されまし

た。帝人グループは、法趣旨に沿って、

よりいっそうの環境負荷低減に向けた取

り組みを強化していきます。

グリーン購入

文具・事務用品、オフィス製品を購入

する際には、ライフサイクル全体で、よ

り環境負荷の少ないものを購入するよう

グリーン購入のガイドラインを定め、グ

ループでグリーン購入を推進していま

す。オフィス用品については、環境対応

商品を探しやすい「べんりねっと」を利用。

2005年度の「べんりねっと」利用による

環境対応商品の購入割合は75％でした。

グリーン調達からCSR調達へ
向けた取り組み

対　象：原材料、部材および製品に含有される物質で、最小限製造コスト材料費の70％以上を占め
る物質を対象とする。

内　容：対象物質の調達先に対し、環境マネジメントシステム（EMS※）の構築確認ならびに構築要
請の実施。

グリーン調達のガイドライン

1）製品やサ－ビスを購入する前に、まずその必
要性を十分に考える。購入する場合には、数
量をできるだけ削減するようにする。

2）資源採取、製造、流通、使用、廃棄、リサイク
ルなどの製品の全ライフサイクルにおいて、
環境負荷を考慮した商品・サービスの調達を
行う。

3）環境保全に積極的に取り組んでいる取引先
を優先する。

4）グリーン購入の判断に必要な環境情報を各
種情報源を通じて積極的に入手するととも
に、製造・販売事業者に情報の提供を求める。

グリーン購入の基本原則

1）環境汚染物質の削減
2）省資源
3）省エネルギー
4）長期使用可能
5）リサイクル性
6）再生素材等
7）処理・処分の容易性

グリーン購入のガイドライン

※：Environment Management System。「ISO14001認証取得」または「エコアクション21（環境活動評価プ
ログラム）」の認証・登録。
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帝人グループでは、たゆまぬ研究開発

活動が事業の持続的成長をもたらすと認

識しています。産官学連携への取り組み

も1970年代からさまざまな分野で始め

ており、大学、政府機関や民間企業との

共同研究を通じて技術戦略を推進、加速

しています。たとえば、基礎研究・未来技

術分野では大学や公的研究所と協働。商

品化・応用化技術では顧客と共同開発を

行っています。また、研究技術者の能力

深耕を図るため、学会・研究会等に積極

的に参加させ、また、国内外の大学に研

究者を派遣しています。

「富士裾野21世紀フォーラム」の開催

毎年、富士教育研修所で「富士裾野21

世紀フォーラム」を開催しています。この

フォーラムでは高分子およびバイオ関連

分野における国内大学や公共研究機関の

第一線の研究者を招聘し、基礎科学の発

展のために、情報交換および議論を行っ

ています。また、学生も参加し、企業活

動の一端に触れる場としても活用いただ

いています。

2006年1月に開催した第4回フォーラ

ムには総勢140人もの参加があり、環境

問題や日本の科学技術に関する特別講演

を含めて14件の発表がありました。また、

ナイトフォーラムでは中国における研究

開発力やアジア諸国との共同研究につい

て深夜まで活発な討議が行われました。

一方、ポスターセッションは帝人グルー

プからの発表も含め40件となりました。

その中から、優秀な発表者（4名）は帝人

賞などの各賞を受賞しました。

大学との研究交流

広範な技術を有する帝人グループで

は、大学との研究交流を積極的に推進し

ています。2006年1月には、帝人（株）と

国立大学法人北海道大学との間で、ナノ

テクノロジーとバイオテクノロジーとの

融合領域における研究に関する包括提携

を行いました。

学会での貢献

繊維学会では多年にわたり繊維学会の

発展や繊維科学、繊維工業の発展にすぐ

れた業績をあげた個人に対し、功績賞を

授与してきましたが、2006年3月帝人ファ

イバーの研究者の「ポリマー改質による

高機能ポリエステル繊維の研究開発」に

対し同賞の授与が決定しました。

帝人グループでは、このほかにも、高

分子学会をはじめ、多くの学会が開催す

る学術討論会や研究会などの運営委員と

して積極的に参加し、学会の発展のため

努力を続けています。

大学、政府機関や民間企業との

共同研究

第4回「富士裾野21世紀フォ
ーラム」の講演集

帝人グループは、世界トップレベルの「合成化学」「高分子技

術」「医薬・バイオ技術」、さらにはそれを有機的につなげる「ナ

ノテクノロジー技術」を有しています。新しい科学や技術に挑戦

し、その成果の融合を通じて高い価値の製品・サービスを提供

していきたいと考えています。

帝人グループが掲げる「技術創生」では、経営戦略と技術戦略

をリンクさせ、コア技術・人財の強化、独創技術を生み出す基盤

づくりと市場を見据えた研究開発を推進しています。研究開発

では地球環境と人間に配慮し、成長が期待される4つの分野を

「戦略ターゲット」と定め、日々革新を続けています。

2006年5月

1）航空機・自動車産業分野において新機能素材や次世代の炭素繊維やアラミド繊維・加工製
品の開発を推進します。

2）環境とエネルギー技術のイノベーションを通し、環境負荷低減を図りつつ完全循環型社会
の実現をめざします。

3）情報とエレクトロニクス分野では先端材料の新規用途開発を通じて電子部材やディスプ
レー機能材を提供します。

4）ヘルスケア分野では、骨・関節、呼吸器、循環・代謝の疾患分野での次世代医薬品および
在宅医療システムの開発をグローバルに展開します。

Topics 技術創生と戦略ターゲット

帝人（株）

CTO常務取締役
山岸 隆
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企業市民として社会とのコミュニケーションを推進

2006年度からの中期経営計画においてグループ共通の社会貢献プログラムを策定し、

その対象を「環境」「社会教育」「国際交流」の3領域に絞り込みました。

また、企業市民としての支援活動や社員の自主的なボランティア活動を支援しています。

社会性報告

社会貢献・コミュニケーション活動

グループ共通の社会貢献プログラム

帝人グループでは、従来より各事業所

およびグループ各社において企業市民活

動が実施されてきました。今後、これら

の地域や事業特有の企業市民活動を尊重

する一方で、中期経営計画の初年度であ

る2006年度を皮切りに、グループ共通

の社会貢献プログラムを新規に展開して

いきます。

当プログラムでは、「選択的CSR」とし

て、貢献すべき領域を「環境」「社会教育」

「国際交流」に絞り込み、地域貢献に寄与

すると同時に、社会に接することで社員

の社会意識を醸成し、社員のボランティ

ア活動を軸に推進していく予定です。

帝人グループの社会貢献活動
事業所の企業市民活動

帝人ファイバー（株）徳山事業所の陸上

部は、毎年「ゴミゼロ」の日である5月30

日に、道路に捨てられている空き缶など

のごみを拾いながら走る「クリーン駅伝」

を実施しています。2005年はテレビ番

組のチャリティー募金活動とタイアッ

プ。この日収集したごみは軽トラック2

台分、募金額は10万円を超えました。

帝人サッカー部OBの指導による「帝

人サッカースクール」は、試合に勝つ技

術だけでなく、しつけや生活態度なども

指導するなど、子どもの心身の成長にも

寄与しています。

グループ各社の企業市民活動

帝人ファイバー（株）では、防虫ウェア

「スコーロン」をマラリアの撲滅運動に

役立ててもらうため、アフリカなどでボ

ランティア活動を展開している団体に約

2,400着（2,400万円相当）を寄付しまし

た。また、（株）インフォコム西日本では、

専門分野であるシステム開発の技術を活

かして、地元山口県周南市の市民の方を

対象にパソコン教室を開催しています。

帝人グループは、NPO法人こども環境

活動支援協会の「環境学習支援プロジェ

クト」に参加。次世代を担う子どもたち

が「循環型社会」の大切さに気づくよう

取り組みを継続しています。

徳山、岩国両事業所の陸上部員をはじめ、地元スポー
ツ団の子どもたちなど合計85人が参加した「チャリ
ティークリーン駅伝」

「帝人サッカースクール」は、指導員と事務局のメンバー
18人が、ボランティアでチームの運営指導を行っており、
小学生と中学生合わせて190人の子供たちが練習に励
んでいます。

蚊などの触角を刺激する接触忌避型防虫加工が施さ
れ吸血を防止する「スコーロン」防虫ウェア

2005年10月に開催された広島県植樹祭＆ひろしま
「山の日」県民の集い。ユニオンタイヤコード（株）の
社員51人がボランティア参加し、里山の除伐や下草刈
りに汗を流しました。

今年も「環境学習支援プロジェクト」は、「衣の循環」を
テーマに環境学習プログラムの開発・出前授業を行い
ました。

「無料パソコン教室2005」応募用のポスター



海外では、オランダに本拠を置くテ

イジン・トワロン社が、2001年から、オ

ランダを代表するオーケストラであり

国際的に活躍する「ヘルダーオーケスト

ラ」のメインスポンサーになり、地域の

芸術・文化の普及に貢献しています。

また、同社は地元オランダのデルフト

工科大学のソーラーカーレース・チーム

のメインスポンサーとしてその素材を

提供しています。2005年9月に開催さ

れた「第3回ソーラーカーレース世界大

会」は、オーストラリアのダーウィンか

Topics オランダで幅広い社会貢献活動を展開

44社会性報告 社会貢献・コミュニケーション活動

大規模災害への支援

2005年10月に米国で発生したハリ

ケーン「カトリーナ」被害に対して、帝人

アメリカホールディングス社は、米国赤

十字社に1万ドル、帝人（株）も100万円

の義援金を日本赤十字社に拠出しまし

た。また、2005年10月のパキスタン北

部地震への災害義援金として、日本赤十

字社に100万円を拠出しました。

なお、2004年に発生した新潟県中越

地震への義援金ならびに救援物資の提供

に関し、帝人（株）は2006年1月に紺綬

褒章を受けました。

芸術・文化・スポーツ等の支援

帝人グループは、アマチュアスポーツ

を支援するため、全国高校サッカー選手

権大会、アメリカンフットボール日本選手

権大会、日本車椅子バスケットボール選

手権大会への協賛を行っています。

2005年度より、（財）日本テニス協会が主

催する「テイジン全日本ベテランテニス

選手権 '05」「幼稚園・小学校マナーキッ

ズテニスプロジェクト」についても協賛

しています。

「日本レーヨン工業の
父」久村清太氏

2005年10月に名古屋市で開催された「テイジン全日
本ベテランテニス選手権 '05」。この選手権には、往年
の名プレーヤーも出席しています。現在は、35歳以上
から80歳以上まで5歳刻みで32種目、延べ780人が参
加する大会になっています。

「第3回ソーラーカーレース世界大会」で優勝し
たソーラーカーNuna3には、テイジン・トワロ
ンのアラミド繊維が使用されています。

中国への植林協力

帝人グループは、2006年から2008年

にかけて、中国の重慶市で日本経団連が

すすめる生態環境の保護と洪水防止を目

的とした「日中環境植林プロジェクト」

の趣旨に賛同し、支援していきます。

若き科学者育成のための奨学金制度

（財）帝人奨学会では、日本における化

学繊維工業のパイオニアである久村清太

氏の偉業を称え、国際社会・文化の発展に

貢献する若き科学技術者を育成すること

を目的に、帝人久村奨学金の貸与を行っ

てきました。これまでに約1,400人の方々

に利用され、54回目となる2006年度も

20名程度に貸与されます。

社員のボランティア活動の支援

帝人グループでは、ボランティア活動

をしながら社員の生涯生活設計を支援す

ることを目的に、1999年度よりボラン

ティア休職制度を導入しています。制度

発足以来61人が登録し、2006年3月31

日現在、27人の社員が利用しています。

らアデレードまでの3,010kmの過酷な

ものでしたが、デルフト工科大学のチ

ームは3年連続で優勝を果たしました。
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社会性報告

社会貢献・コミュニケーション活動

コミュニケーション活動

数々の展示会への出展

数々のCSR関連展示会への出展を通

じて、帝人グループの先進の技術を積極

的に外部へ紹介しています。

2005年10月に開催された「危機管理

産業展2005」に、NI帝人商事（株）が超

軽量大型仮設テント「エアロシェルター

Ⅱ」を出展しました。送風機で送り込む

空気のみで設営できるこの製品は、家庭

用電源を簡単に取り出せる機能をもつハ

イブリッド車を組み合わせることで、停

電時にも安全な避難シェルターを迅速に

設置できることから、避災用途としての

展開が期待されています。

また、2005年9月に開催された「第32

回国際福祉機器展」は来場者が3日間累

計で135,825名に及ぶ国内最大級の展

示会で、この展示会に帝人グループとし

て出展し、ヘルスケア関連の製品、事業

を紹介しました。

地域におけるコミュニケーション活動

地域の方々と積極的な交流をもち、企

業活動への理解を深めていただくととも

に、帝人グループの活動を紹介しています。

2005年10月、山口県山口市で開催さ

れた「きらら物産・交流フェア2005」は、

特産品販売や民間企業の展示・実演等を

紹介するものです。帝人ファイバー（株）

徳山事業所は当フェアの「いきいきエコ

フェア」に出展し、「ボトルtoボトル」や

「エコペット」製品など環境への取り組み

を紹介しました。

また、2005年10月には、愛媛県が県

内経済の活性化を目的として開催した交

流会「ビジネスマッチング2005」に松山

事業所が参加しました。「繊維to繊維」、

モルフォテックス、電磁波シールド、袋詰

2005年11月、DuPont Teijin Films

Luxembourg S.A.の「重合プロセス

におけるグリコール再使用プロジェク

ト」が、エコロジー、革新、有効性、経

済の評価基準を完全に満たすとし、ル

クセンブルクの環境省より「F i r s t

Environmental Prize for Industry」

を授与されました。賞金の3,500ユー

ロを同社退職者協会に寄贈。工場内の

天然森林保護のために使用されます。

Topics ルクセンブルクで工場内の天然森林を保護

授章式には、DuPont Teijin Films Europeの
渡辺副社長が同プロジェクトのメンバーととも
に出席。環境大臣（右端）から賞状と賞金をいた
だきました。

「第32回国際福祉機器展」では、ヘルスケア関連の製品、
事業を紹介しました。

送風機をハイブリッド車電源につなぎ、エアーを送り
込んで、テント（エアロシェルターⅡ）を膨らませます。

脱水工法、ポリエステルエラストマー「エ

コカル」などの環境配慮型製品等や防虫

ウェア「スコーロン」を紹介しました。

「きらら物産・交流フェア2005」では、環境への配慮
をアピールしました。

「ビジネスマッチング2005」では、繊維to繊維をはじ
めとする環境配慮型製品や防虫ウェア「スコーロン」を
紹介しました。
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睡眠時無呼吸症候群に関するセミナーを全国展開

睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、日中の眠気のために、交通事

故や労働災害につながることで注目されています。潜在患者は

国内200万人といわれていますが、治療を受けている方は約7万

人に過ぎません。この病気に対する正しいと予防方法・治療方

法を紹介するために2004年度から医療関係者や地域、行政の協

力も得て、無料の市民公開セミナーとして「睡眠時無呼吸症候群

全国セミナー」を実施しています。2005年度は、レスメド社と

共催で、全国23カ所で実施しました。

在宅療養されている呼吸器疾患患者様の団体を支援

帝人ファーマ（株）は、在宅酸素療法のリーディングカンパニー

として、在宅酸素療法を行っている患者様の団体（患者会）の活

動を業界各社と共に支援しています。2005年10月には、NPO

法人日本呼吸器障害者情報センター（J-Breath）が医療関係者や

関連企業代表など約70人の方を集めて「第10回よりよい呼吸の

ための研究会」を開催。「在宅酸素療法20周年を期した今後への

提言」や「在宅呼吸ケア白書」データからみた現状と患者ニーズ

について話し合われました。

災害時も安心で信頼される在宅医療をめざして

帝人グループの在宅医療事業では、約80カ所の営業拠点に専

任スタッフを置き、24時間体制で地域に密着したサービスを行っ

ています。近年の相次ぐ震災や雪害・水害などの際にも、患者様

の安否確認、酸素濃縮機器の点検や配送回収、酸素ボンベの供

給などの対応を迅速

に行っており、今後

も患者様、ご家族の

皆様に安心をお届け

し、信頼していただ

けるよう努めていき

ます。

Topics 医療分野でのお客様とのコミュニケーション

帝人グループのメルマガをリニューアル

帝人（株）では、帝人ファンを増やすこ

とを目的に、メールを通じて帝人グルー

プの企業活動情報を配信しています。会

員の方に帝人グループをより身近に感じ

ていただけるよう、2005年にその内容

を一部リニューアルし、身近にある帝人

グループ製品の紹介や新商品や事業内容

の紹介などを充実させました。

帝人グループでは、1998年から就職

を控えた大学生を対象とするインター

ンシップを実施しています。2005年に

は、従来の理系学生を対象とした「仕事

体験コース」（32人参加）に加え、主に

文系の学生を対象とした「企業理解コー

ス」（約100人参加）を設け、帝人のCM

を制作してもらうという初めての試みを

実施しました。

参加した学生からは、「風通しのよさ

そうな会社」「社員を大切にしている会

社」など、嬉しい声を数多くいただきま

した。こうした取り組みを通じ、帝人の

ファンを増やすとともに、「帝人グルー

プの採用競争力」を高めていきたいと

考えています。

Topics インターンシップで帝人への理解を促進

CMの制作を通して、帝人の事業内容や企業風土を
より深く理解してもらえるよう、約100人の参加学
生が14チームに分かれ、帝人グループ各社の職場へ
の取材、社員へのインタビューを実施。約1カ月間
かけて、それぞれ1分程度のCMを制作。この中から
評価の高い3作品を審査で選び、帝人のホームペー
ジや就職Webサイト「リクナビ」上で動画配信を行
うほか、2007年度採用の会社説明会などで紹介す
る予定です。

雪で車が入れないため機器をソリで運ぶ社員

メールマガジンの画面例
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専門家からのご意見

主としてガバナンス、企業倫理について

主として環境マネジメントについて

帝人グループCSRのユニークな点は、コ

ーポレート・ガバナンス体制との緊密な連動

によって推進されている点にあると思いま

す。これは経営層がCSRの重要性を認識し

ていることの表れであり、長島社長自らがブ

ランドステートメントの制定に関与したとい

うことからも明らかです。またCSROをリー

ダーとする新CSR体制の構築は画期的であ

り、1993年から他社に先がけて企業倫理活

動に取り組んできた帝人グループの蓄積を

感じさせる周到な体制構築であると思いま

した。

もうひとつの帝人グループCSRの特徴は、

本業との連続性へのこだわりとでもいうべ

きものでしょう。それは、化学繊維の会社か

ら出発し、そこで培った化学技術をさまざま

な方向へ展開していくなかで「エコサークル」

から「化学物質の管理体制整備」へ至る環境

系の取り組みに結実しています。これは、ま

さに帝人でなければできないCSRであって、

今後もそのこだわりは継続してほしいと思い

ます。

また特筆すべきところは、本報告書では見

開き2ページにわたってコンプライアンス違

反とそれへの対応が報告されており、このあ

たりのオープンさを評価したいと思います。

今後CSR活動をさらにレベルアップして

いくには、経営層の強い想いに対し、社員が

どのように受け止めどのように取り組んでい

るのか、そのあたりの実像についてもっと触

れていくとよいのではないかと思いました。

帝人グループは、「世界で存在感のある企

業グループ」をめざすとしていますが、今ま

さに何が世界に誇れる帝人の存在感なのか

が問われています。ブランドステートメント

"Human Chemistry, Human Solutions"

は、その問いにこたえる重みと含蓄に富んだ

言葉であると思います。Chemistryという

言葉には人と人との相性の意味もあること

から、まさに化学技術を介し世界の人々と絆

を強めようとしている企業として、持続発展

していくことを期待しています。

世界とGood Chemistryを強めるCSRに期待
慶應義塾大学商学部　助教授・哲学博士　梅津 光弘 様

帝人グループは、環境を含むCSRに関す

る説明責任を十分果たしており、環境分野だ

けをみても活動は多種多様でよくやっている

と思ったのが、率直な感想です。

とくに、循環型社会の構築に向けた活動が

すばらしい。なかでも、完全循環型システム

「エコサークル」の「繊維to繊維」や「ボトルto

ボトル」の技術開発は特筆に値します。「エコ

サークル」の輪が海外にも広がっているとの

記事は、我々を大いに力づけるものです。

航空機の炭素繊維コンポジット採用や間伐

材の利用は、帝人の環境配慮へのこだわり、

オフィスの省エネルギー活動、エコマラソン

は帝人の地道な努力がわかる好例だと思い

ます。欲を言えば、社員が家庭で行っている

環境配慮活動もわかるとよいでしょう。

気になるところでは、帝人グループの地球

環境憲章に「環境保全と安全を優先させる事

業活動を行い」とありますが、（健全な経営な

くして環境・安全への配慮はあり得ないとの

観点から）「健全な経営と並立する形で環境

保全と安全を重視する事業活動を行い」とし

た方がよいのではないでしょうか。このうち、

たとえば環境については、事業が赤字の場

合などにどこまでコストをかけるかがポイン

トです。株式会社である以上、ここは株主総

会の承認を得られる範囲で、となると思いま

す。こうした場合でも環境投資を行う企業を

社会が評価するような仕組みの構築に向け

て、我々も努力しています。

また、全体的には、CSRへの積極的に取り

組みが行われていますが、NGOや消費者、

学識経験者などとの定期的意見交換の場が

あるとよいと思います。

次なる目標は、帝人グループの活動を世界

に向けてもっと情報発信していくことだと思

います。報告書の英文版やインターネットに

よる情報公開はもちろん、トップ自らが国際

会議に積極的に出席し、自分の言葉で語るこ

と、これが絶対に必要となってきます。帝人

グループはWBCSDに加入していますが、

どんどん国際的な会議に参加して発言して、

日本企業のCSRリーダーとなることを期待

しています。

帝人グループならではの環境配慮活動を評価

帝京大学経済学部　教授／東京大学先端科学技術研究センター　客員教授　山口 光恒 様

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

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

主として社会貢献・コミュニケーションについて

自治体職員として労働行政・消費者行政に約30年間携
わる。NGO／NPO活動では、1991年、企業の環境
への責任について研究・提言するバルディーズ研究会
に参画、2004年同会メンバーに「CSR研究会」を呼び
かけ設置した。主著として『効果が見えるCSR実践法』
『CSR経営』『グリーンコンシューマーになる買い物ガ
イド』（いずれも共著）など。

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

環境報告書からCSR報告書への転換の大

きな流れのなかで、雇用・労働分野の情報開

示の必要性が強く認識されるようになりま

した。

帝人の場合、雇用・労働に6ページを割き、

「人財マネジメント」の4ページからは、その

タイトル名や担当部署名「人財」の用語から

人を大切にする企業姿勢が示され好感がも

てます。人事方針の「雇用」には、「会社と社

員との良好な雇用関係を継続するために」と

あり、その上でさまざまな制度が構築されて

います。その実践の情報開示は、男女共同参

画とワークライフバランスに重点がおかれ

ていますが、とくに女性の総合職採用と管理

職登用に目標値の設定がされているのは高

く評価できるポイントです。ワークライフバ

ランス施策も前向きであり、次世代法対応の

スタート段階ですが、労働時間管理をはじめ

育児休業の一部有給化などの積極的な計画

が謳われています。

雇用・労働の開示内容全体を見ますと、そ

の基礎データの開示が弱いのではないかと

感じました。基礎データとは、労働力の内訳、

採用・退職の全体と内訳、男女別賃金・労働

時間という基礎的労働条件の具体的な状況

です。一部について情報を補強していただき

ましたが、数多いグループ企業のデータ整備

に努めていただきたいと思います。大きな

課題として、とくに労働時間についてはワー

クライフバランスの基本問題でもあり、今後

日本企業が長時間労働を基盤として成長す

る不公正な企業として国際的な批判を浴び

るというリスクもありますので、長期的な視

点で取り組んでいただきたいと思います。

また、心の健康管理などの急激な職場の

変化に対応した短期に効果を上げるべき対

策のいっそうの強化を図り、その成果を開示

してください。

今後グローバル企業として、海外事業所の

情報を含めた労働CSRの推進とその情報開

示をクルマの両輪として展開されるよう期待

いたします。

女性活用への積極的な姿勢を評価し、幅広い課題へのチャレンジに期待

バルディーズ研究会　共同議長（CSR研究会世話人） 緑川 芳樹 様

帝人グループのCSR報告書は、2005年版

がやや環境報告中心であったのに対し、

2006年版ではCSRについて内容をさらに

検討し、深化させたという印象を受けました。

毎年発行しても数値を変えるだけで済ませ

てしまう報告書が多いなかで、これだけ構成

を変え、網羅性を改善したことはすばらしい

と思います。

とくに、NPO関係者が注目して読む「社会

貢献・コミュニケーション活動」の記事は、帝

人グループが企業市民として活発に活動さ

れている様子がわかります。在宅療養の呼吸

器疾患患者の団体支援では、NPOと協力し

て取り組んでいることが明記されている点

が良いと思いました。「ボトルtoボトル」の課

題なども、NPOと連携しながら推進すれば、

一般消費者に向けてわかりやすく伝わり、

「帝人ファン」も増えるでしょう。

欧州では、NPOと一緒にCSRの課題に取

り組む企業に対して、信頼性が高まっていま

す。「帝人グループは、CSRのさまざまな課

題に関して、NPOと一緒に考えていきたい」

という姿勢をもっと鮮明にすれば、オープン

マインドな会社だと評価されると思います。

そのほかとくに良いと思ったのは、アスベ

スト問題を取り上げている点で、帝人グルー

プの社会的責任への真摯な姿勢が伝わって

きます。また、CSR室企業倫理担当者を中

国、インドネシア、タイなど現地に派遣し、現

地社員も参画して国別に行動基準を策定し

たという記事は、海外へのアプローチとして

大変評価できると思います。

巻末の読者からの感想を掲載している点、

とくにポジティブではない意見も載せている

のは、公正で良いと思いました。このように

本報告書には、帝人グループがステークホル

ダーからいろいろな情報を集め、より深いコ

ミュニケーションを図っていった成果がみら

れます。非常にメッセージ性の高い報告書に

仕上がっていると感心しながら読ませてい

ただきました。

CSRの推進にはNPOとの連携も大切
社会福祉法人 大阪ボランティア協会　理事・事務局長　早瀬 昇 様
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読者からのご意見

■Webサイトでの主な追加情報（予定含む）

「2005年 帝人グループCSR報告」を

お読みいただいた方々から25通のアン

ケート回答をお寄せいただきました。皆

様からいただいたご意見を、今後の

CSR活動の推進と報告の改善に活かし

ていきたいと考えています。ここでは、

皆様のご意見をいくつかご紹介します。

アンケート
回答数
25人

Q.この報告書はいかがでしたか？�

充実している
52％（13人）

ものたりない
0％（0人）

少しものたりない
4％（1人）�

普通
12％（3人）�

まあまあ充実している
32％（8人）�

アンケート
回答数
25人

Q.読みやすさはいかがでしたか？�

わかりやすい
48％（12人）

わかりにくい
0％（0人）

少しわかりにくい
0％（0人）�

普通
16％（4人）�

まあまあわかりやすい
36％（9人）�

アンケート
回答数
25人

Q.帝人グループの環境・経済・社会への�
取り組みについて、どのようにお感じに�
なりましたか？�

たいへんよい
40％（10人）

不十分
0％（0人）

少し不十分
0％（0人）�

普通
8％（2人）�

よい
52％（13人）�

主なご指摘事項

■リサイクル技術はいいですが、その際の環境負荷はどうなっていますか？

■全体を読み直して、何か感動する提案が見られない。

■関連会社の近況をもっと多くしてほしい。元勤務した者として末永く見守りたい。

■もう少し大きい字で記入してほしい。Webでの発表、冊子での発表だけでなく新聞などに簡単
に発表して帝人のしていることをPRしてください。

■私はESH推進委員なので、災害の発生件数が増えているのが、とても気になります。少数精鋭
でいかに安全を確保するかをいつも考えています。

■休業災害件数の推移で国内帝人グループの災害度数率が2003年度以降急激に増加している。
重点対策が必要では。

■「社長メッセージ」部分で、長島社長は2003年の事故に関してしっかり言及しているが、従業
員の安全についてもきちんと述べるということも、今後考慮すべきである。

CSRマネジメント体制
コーポレート・ガバナンスガイド

企業倫理規程

認証取得一覧

帝人グループCSR報告
国内事業所の環境保全データ

海外事業所の環境保全データ

人財活用状況データ

GRIガイドライン対照表
アンケートフォーム

過去の報告書

エコWEB（帝人グループの環境・安全活動）
エコ派宣言

エコパートナー

エコプロダクツ・エコテクノロジー

プレスリリース

環境への基本取り組み姿勢

帝人グループのゴールと中期目標

グループESHマネジメント体制
環境活動の実績・表彰

グリーン購入について

社会貢献

リンク集

キーワード解説

エコクイズ

本誌に記載された以外の情報や、よ

り詳細なデータをWebサイトで公開し

ています。本誌の記事をより詳しくご

理解いただくため、Webサイト上の

「CSRと環境対策」（仮称）をあわせて

ご覧ください。

2006年7月によりわかりやすく充実

したサイトへのリニューアルを予定し

ています。

http://www.teijin.co.jp
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第三者審査報告
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2006年版ＣＳＲ報告書の制作について特

に注力したことは以下のとおりです。

①帝人グループの事業活動と社会との関

わり。

②帝人グループの企業理念およびブラン

ドステートメントとＣＳＲの関係。

③海外拠点に関する記述の強化。

④社外ステークホルダー意見の反映。

2006年版よりステークホルダーダイアロ

グを実施したいと考えていましたが、今回は

ＣＳＲに関する専門家の4人の先生方にご意

見をいただくこととしました。具体的には、

ガバナンス・企業倫理、環境、人材・労働、社

会貢献の4分野についてご意見とご指導をい

ただきました。まずＣＳＲ報告書の原稿をお

読みいただいたうえで、4月下旬に東京でＣ

ＳＲ室および関係部署の責任者との間で個別

にディスカッションを実施、そのうえでご意

見をまとめていただきました。

ディスカッションで気がついたことは、私

たちが普段使っている言葉が実は社内用語

や業界用語だったりして、一般には理解しが

たいものが少なくないことでした。また、環

境や人財マネジメントについてはなかなか

厳しい情報開示の要請があり、透明性向上

のため極力対応しました。ディスカッション

は今回はじめての試みでしたが、専門家の

ご意見はさすがにたいへん参考になり、この

ような機会は非常に有意義であることを実

感しました。

あずさサスティナビリティの審査は、記述

内容全般に関しその根拠やエビデンスを求

める精緻なものであり、対応には相応の時

間を要しました。その結果、記述内容の正確

性は向上したと考えます。

最後に、制作にあたり関係スタッフと内外

の多くのグループ会社社員にご協力いただ

いたことに対し心から謝意を表します。

また、今回少なからぬ取引先企業、自治体、

ＮＰＯ等諸団体の実名を記述させていただき

ましたが、皆様がＣＳＲ報告書の趣旨をご理

解されていて、情報開示については多大な

ご協力をいただきました。この場を借りて

厚く御礼申し上げます。

なお、2006年版よりCSR報告書制作事務

局がこれまでの環境・安全室からＣＳＲ室に

移管されました。

帝人株式会社　CSR室

あずさサスティナビリティ（株）

マネジャー

松尾 幸喜様

今回の審査では、海外拠点の環境負荷情報を特に重点的に実施し

ました。

法規制等の遵守のための管理水準が日本国内と比べて著しく低い

ということはみられませんでした。その一方で、たとえば化学物質の

排出量・移動量や廃棄物排出量の把握・集計のきまりに関しては、日

本の法律を基に定めた帝人グループのルールの浸透していないとこ

ろが海外拠点の一部にみられました。海外の法律では必ずしも日本

と同じというわけではないためです。

グローバルな一元管理を行ううえでは、日本の法規制のみに合わせ

たデータ把握を行うというのではなく、世界の最も厳しい環境法規制

を参考にユニバーサルな視点での管理を検討すべき時期にきている

のではないかと考えます。たとえば廃棄物においてはその性状に基

づく分類を確立すれば、世界共通の管理が可能になるでしょう。

行動規範における「帝人グローバル標準」をつくる試みはすでに実

施されていますが、そのようなグローバルな管理のための新しい標準

の策定を拡大していくということも、帝人の果たすべきCSRのひとつ

として期待しています。
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印刷サービスのグリーン購入に取り組んでいます� レスポンシブル・ケア�

この報告書は再生紙および大豆インキを使用しています。

南米に生息し、世界で最も美しい蝶といわれ

る「モルフォ蝶」。この蝶の羽には色素があり

ません。光の反射でさまざまな美しい色に見

える構造をしているのです。帝人の超極細繊

維「モルフォテックス」は、ナノテクノロジー

を駆使して、ポリエステル繊維にモルフォ蝶

の羽の発色原理（多層干渉理論）構造を応用

したものです。染料や顔料を使わないことに

より、染色廃液の低減や染色工程での省資源、

省エネルギーに貢献しています。また、染料

や顔料による肌かぶれなどの心配もありませ

ん。現在、高級衣料、塗装、化粧品等に用い

られています。「モルフォテックス」は、人と

地球環境に配慮した次世代の繊維として大き

な可能性が期待されています。

自然の中のお手本に学ぶ。

・・・それが帝人グループの考え方です。

2006年 帝人グループ�

CSR報告書�
［2005年度実績］�
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