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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。

持株会社制に移行した2003年4月、帝人グループが社会やお客様に向け宣言する

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

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

社会と顧客から信頼される企業グループであり続けます。

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

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

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

CSRの基本方針（CSR中期計画）

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

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

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

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

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

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

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

企業理念

Quality of Life�

帝人グループは人間への

深い理解と豊かな創造力で

クォリティ・オブ・ライフの

向上に努めます�

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�

社員とともに成長します�

　1．社員が能力と個性を発揮し、自己

実現できる場を提供します

　2．社員とともに、革新と創造に挑戦

します

　3．多様な個性に彩られた、魅力ある

人間集団をめざします�

社会とともに成長します�

　1．株主と顧客から信頼され、期待さ

れる企業グループとして企業価値

の増大に努めます

　2．広く社会の理解と共感を得られる

企業グループをめざします

　3．地球環境との共生を図り、自然と

生命を大切にします�



2TEIJIN CSR Report 2008

トップメッセージ 3
帝人グループの概要 5

特集

2007帝人グループ「環境経営宣言」 7
ステークホルダーダイアログ 9
「エコサークル」の進展 13
ニュースフラッシュ 15

ビジョンと戦略

CSRマネジメント体制 17
CSR中期計画と2007年度の自己評価 19
コーポレート・ガバナンス体制 21

CONTENTS

お読みいただくにあたって
「2008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

社会と関わる事業の姿についての記述

を強化しています。

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、情報内容に応じ

た表現の採用や視認性への配慮、関連

する情報が記載されているページを

（→PXX）マークで示すなど、検索性も
強化しました。

信頼性への配慮
帝人グループは、経営全般にわたり企

業倫理を重視するとともに、積極的な

情報公開および情報の信頼性向上に努

めています。この観点により、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（2007年1月～12月）および決算期
（2007年4月～2008年3月）、記述情報
は最新のもの（2008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

86社、海外グループ会社75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、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〉

¡「環境報告ガイドライン2007」
（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）

発行年月および次回発行予定
2008年6月発行（次回発行予定：2009年6月）

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

本誌内に掲載されている商品の名称、サービス名称等は、帝人グルー

プの商標もしくは登録商標です。

または、その他の商品の名称、サービス名称等は、各社の商標もしく

は登録商標です。
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環境・安全マネジメント 23
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前任の長島徹社長の後をお受けして、このたび社長に就任し

ました大八木成男です。

帝人グループの持続可能な成長に向けて精進してまいります

ので、これまで以上のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し

上げます。

本年、帝人グループは創立90周年を迎えました。

現在の事業内容は、合成繊維、化成品など高分子化学をベー

スとした素材事業と、医薬・医療、流通・製品、ITなどのソ

リューション事業からなり、事業規模は売上高で1兆円を超え、

世界で約1万9千人のグループ社員を擁しています。

あらためて帝人グループの歴史を振り返ってみますと、創業

期のすさまじいばかりのベンチャー魂を思い起こさずにはいら

れません。当社の歴史は、日本近代工業の黎明期に、2人の科

学者と1人の投資家が出会ったことから始まりました。

1904年、東京帝国大学の学生であった久村清太（後の帝国人

造絹糸（株）社長）は、当時高級衣料素材であった人絹（レーヨン）

の原料であるビスコースの研究を開始し、その後、米沢の専門

大学の講師であった秦逸三が研究に加わりました。その2人の

科学者に人絹事業の将来性を確信して、研究資金を提供し、欧

米に留学させたのが、新興の総合商社、鈴木商店の大番頭、金

子直吉でした。

1918年、人絹（レーヨン）の国産化技術にめどが立つと、山形

県米沢市に帝国人造絹糸（株）が設立されました。設備は木製紡

糸機が10台。従業員は200人。株主は金子直吉をはじめ、すべ

てが個人投資家でした。

しかし、その品質は国際市場において高く評価され、増産が

相次ぎ、8年後には米沢、広島、岩国の3工場体制へと急発展を

遂げました。そして、1937年には生産量で英国一国のそれに匹

敵する規模にまで拡大したといいます。

化学知識を活用し、夢を追い求めながら幾多の困難を乗り越

えていった先人達が会社創立の指導者であったことを、私たち

は誇りに思っています。

史料によりますと、ベンチャー企業・帝国人造絹糸（株）の経

営の特徴として、1）競争力の源泉は研究開発と技術開発力、2）

当初から一貫したグローバルな事業展開意欲、3）人財を重視す

る社風、4）地域社会との濃密な協力関係、などが上げられてい

ます。私たちは、それらの特徴を現在の帝人グループの中にも

脈々と継承し、今日に至るまで、次世代につなぐ多くの最先端

技術に基づく新事業を創造し続けてきています。

創立90周年にあたり

環境経営を深化させる
トップメッセージ

こうした輝かしい足跡を継承する現在の帝人グループは、

2006年度からの中期経営計画において、グローバルエクセレン

スの獲得を目指す新たなチャレンジを開始しました。

私たちが考えるグローバルエクセレンスとは、世界で事業活

動を展開し、世界に広くその存在感を認められる企業のことで

す。私達は、企業価値とは、事業活動による財務的価値に加え

て、企業をとりまく多様なステークホルダーの皆様との間に作

り出す価値の総体であると考えています。グローバルエクセレ

ンスを獲得するためには、企業の価値が高く評価される必要が

あります。

「グローバルエクセレンス」と「CSR」
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帝人グループでは、事業戦略、コーポレート・ガバナンス（企

業統治）、CSR（企業の社会的責任）を三位一体で運営する経営

が必要であると考え、中期経営計画の基本方針として定めまし

た。つまり、的確な事業戦略によって市場と顧客の獲得に努め

ます。また、公正、透明、迅速、監視の独立をキーワードとする

コーポレート・ガバナンスの強化により、投資家、株主、社員に

信頼される経営を行います。さらにCSRを十分に果たすことに

より、広く社会の期待に応えます。

その中でもCSRについては、2005年以降、CEO（最高経営

責任者）の機能分身としてCSRO（グループCSR責任者）を設け、

強力なリーダーシップのもとに活動を推進してきました。経営

全般に関わるさまざまなCSR課題を3段階に整理して、グルー

プ全体を対象として統合的、効率的に管理・運営しています。ま

た、こうした活動がひとりよがりにならないよう、各分野の専門

家をはじめ、社外のステークホルダーの方々との対話の機会を

もちながらすすめています。

帝人グループは、化学、バイオ技術とソリューション技術に

よって、社会的ニーズを先取りした製品とサービスの質をさら

に向上させます。

そのなかでも、環境問題は特に喫緊の課題です。帝人グルー

プは、昨年7月に新たに「環境経営宣言」を発表しました。持続可

能な社会づくりのために、環境保全に配慮しつつ利益創出を同

時に実現し、成長を図ることがその目的です。

帝人グループは、比較的早くから地球環境問題に取り組んで

きました。1992年には「帝人グループ地球環境憲章」を制定し

ています。持続可能な社会の構築に貢献することをめざし、事

業活動におけるさまざまな環境保全目標を定め、自主的な活動

を行ってきました。

例えば、日本国内のCO2排出量については、1990年度対比

2010年度で10％以上の削減をコミットしていますが、ほぼ達成で

きる見込みです。ゼロエミッション（非有効活用廃棄物1％以下）

についても、すでに多くの事業所・工場で達成し、2011年には

日本国内の主要な事業所・工場での完全達成をめざしています。

環境経営の深化

事業においては、「エコサークル」やPETボトルのリサイクルで

世界に先駆けポリエステルの完全循環型リサイクルを推進し、

ここ1～2年で大きく前進させました。

しかし将来の動向をみると、1）地球温暖化への関心が高まり、

さらに一段と踏み込んだ目標の設定と対策が必要となること。

2）環境負荷については、原料から廃棄まで含めた製品のライフ

サイクル全体での最小化が要求され、設計段階で負荷を低減す

る最適の手法と戦略を確立しなければならないこと。3）企業が

環境に配慮した研究開発・生産・販売活動を展開することが、か

つてなく求められること、が明確になってきました。

こうした見通しに立脚して、2006年に「環境経営研究会」を発

足させ、審議を重ねてきた結果、昨年7月には「環境経営」の基

本要綱を決定し、「環境経営宣言」として内外に発表するに至り

ました。

「環境経営宣言」は、3つの柱から成り立っています。1）ポス

ト京都議定書を見据えた「新たな環境保全目標の設定」。2）設

計段階で製品のライフサイクル全体を通した環境への影響に配

慮した新製品を上市するための「環境配慮設計ガイドラインの

制定」。3）事業活動として、「環境ビジネス創出を強化する」こと

です。具体的な取り組みについては本報告書で詳しくご説明い

たします。

帝人グループは、「環境経営」を「CSR経営」の重要なコアとし

て、持続可能な成長をめざし、骨太の施策を長期にわたり推進

してまいります。ステークホルダーの皆様の、ご理解と一層の

ご支援を心からお願い申し上げます。

2008年6月

コーポレート・�
ガバナンス�

事業戦略�

C S R

Human Chemistry, 
Human Solutions  

三位一体による

持続的な価値の増大

代表取締役社長CEO
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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もっています。

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160社のグ

ループ会社が「合成繊維」「化成品」「医薬

医療」「流通・リテイル」「IT」などの多彩な

分野で事業活動をすすめており、事業活

動地域も、日本、アジア、欧米とグローバ

ルに広がっています。事業の再編等によ

り、社員数は変化していますが、現在の

グループ社員数約19,000人のうち、約

8,700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、2007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2,900人

でしたが、グループ社員数には含めてい

ません。

帝人グループは、主に素材製造など一

般生活者と直接的に関わりをもたない業

種を中心に事業活動を展開しています

が、多様な分野にわたる数多くの企業の

製品やサービスに形を変えて、その先に

いる一般生活者のくらしに深く関わって

います。

帝人グループの事業展開
帝人株式会社の概要

創 立

資本金

大阪本社

東京本社

代 表

1918年（大正7年）6月17日

70,815百万円

〒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 CEO 長島 徹
（ながしま とおる）

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

グループ概要

持株会社 1社

国内グループ会社 86社※

海外グループ会社 75社※

合計 162社

国内社員数 10,457人

海外社員数 8,668人

合計 19,125人

※グループ関連会社を含む　 （2008年3月31日現在）

グループ社員数の推移
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2007年度 連結売上高の割合

売上高�
10,366億円�

売上高�
10,366億円�

合成繊維�
3,176億円（30.6%）�

日本�
6,503億円（62.7%）�

化成品�
2,938億円（28.4%）�

医薬医療�
1,144億円（11.0%）�

IT・新事業ほか�
448億円（4.3%）
�
流通・リテイル�
2,659億円（25.7%）�

欧州　837億円（8.1%）
米州�
1,117億円（10.8%）�
�
アジア�
1,909億円（18.4%）�

事業セグメント別割合� 地域別割合�

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

参考：CO2の排出実績→P26

（2008年3月31日現在）
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合成繊維事業（61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、

完全循環型リサイクルシステム「エコサーク

ル」もグローバルに展開しています。

高機能繊維事業グループ

帝人テクノプロダクツ（株）を中核として、

東邦テナックス（株）、Teijin Aramid B.V.ほ

かで構成。アラミド繊維では世界トップ、炭

素繊維では世界第2位の生産能力をもち、と

くにパラ系アラミド繊維では世界シェア約

50%を占めます。

帝人ファイバーでは、花粉がつきにくく、落ちや

すいポリエステル素材「ポランバリア」を進化さ

せた「ポランバリアAS」を開発。高性能耐久制電
糸「ビーウェル」を使用し、静電気を抑えてさら

に花粉をつきにくくしました。撥水性も高いた

め、スポーツ用のアウターウェアとして展開して

います。

東邦テナックスの炭素繊維「テナックス」は、高強

度、高弾性、軽量特性を活かして航空機用途や風

力発電用のブレード（羽根）などに活用されてい

ます。テナックスの需要は年々高まりをみせてお

り、年15％前後で成長中です。2008年には製造
設備の増設ラインを稼働開始させました。

医薬医療事業（14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してい

ます。

化成品事業（30社）

フィルム事業グループ

帝人フィルム（株）を中核に、帝人デュポン

フィルム（株）ほかで構成。ポリエステルフィ

ルムの生産能力は世界第1位で、自社開発の

ポリエチレンナフタレート（PEN）フィルムの

世界シェアは、ほぼ100%です。

帝人ファーマでは、成人気管支喘息治療用の吸入

ステロイド剤としては日本で初めての1日1回投
与製剤である「オルベスコ」を発売。これまでも

喘息領域の薬剤を販売してきましたが、「オルベ

スコ」により世界で約3億人、日本では300～400
万人が罹患しているといわれる喘息治療への一

層の貢献を行います。

帝人化成では、抵抗膜方式のタッチパネル用フィ

ルム「エレクリア」を市場に供給展開しています。

これは、帝人化成が製造するポリカーボネート

フィルムと、帝人デュポンフィルムが製造するポ

リエステルフィルムの2材料をベースとして用い
た薄くて軽い透明導電性フィルムです。

樹脂事業グループ

帝人化成（株）ほかで構成。生産能力世界

第3位のポリカーボネート樹脂は、光学用途

で強く、DVD用途では世界トップシェア。容

器用の樹脂では、リサイクル、リユース分野

でも先行しています。

流通・リテイル事業（25社）

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・販売しています。

NI帝人商事は、超軽量・コンパクトで短時間での設
営が可能な大型仮設テント「エアロシェルターⅡ」

を販売しています。軽量、高強力ポリエステル織物

「テトロン パワーリップ」をベースとし、外気を通し

にくく、難燃性や高い対候性も。最近では被災者

の仮設避難施設やイベントに活用されています。

IT・新事業他（31社）

災害発生を一斉通報�

ユーザの安否を確認�

エマージェンシー�
コール�

①緊急連絡�

②安否確認�

一斉通報�通　報�

安否登録�安否状況�

携帯電話・PHS・�
メール・一般電話・�
ポケベル・FAX・�
衛星携帯電話�

事
務
局�

登
録
者�

事
務
局�

登
録
者�

新事業開発グループ

帝人（株）に設置された新事業開発グルー

プが、各事業会社とともに新市場の創出を推

進しています。

その他

帝人エンジニアリング（株）、帝人物流（株）

ほかで構成。グループ内外に各種サービス

を提供しています。

IT事業グループ

インフォコム（株）ほかで構成。情報システム

の運用・開発・メンテナンスを提供しています。

エマージェンシーコール（EMC）は、企業におい
て災害や事件・事故が発生した状況で、社員の安

否確認や迅速かつ確実な相互連絡を可能にする

ため開発されたシステムです。天災や犯罪被害

などのリスクから子どもを守るという有効性が

認められ、多くの私立小学校で採用されています。

「ポランバリア®AS」を
使用したウェア 風力発電に使用される「テナックス®」 成人気管支喘息治療用の「オルベスコ®」

タッチパネル用フィルム「エレクリア®」

「エアロシェルター®Ⅱ」

EMCのしくみ
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帝人グループは、「環境保全」「環境配

慮設計」「環境ビジネス」という3つの柱

で“環境経営”を推進していきます。

1つめの「環境保全」は、日常の事業プ

ロセスにおいて環境負荷を低減させる活

動全般を指し、CO2排出削減などもこの

分野の活動に含まれます。

2つめの「環境配慮設計」は、ライフサ

イクルにおける環境負荷の低減を製品・

プロセス設計に反映させる活動を意味し

ます。帝人グループは、他に先駆けて完

全循環型リサイクルシステム「エコサー

クル」などに取り組み、この方面で顕著

な実績をあげてきました。さらに、この

ほど帝人グループで一体的に運用するた

めの環境配慮設計ガイドラインを制定

2007帝人グループ「環境経営宣言」

帝人グループは、社会に対する約束と

して、ブランドステートメント“Human

Chemistry, Human Solutions”を定

めています。そこには「人と地球環境に

配慮した科学技術の向上と、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」という意味を託しています。

また、帝人グループは1992年に「地球

環境憲章」を制定し、以来、環境を重視し

た経営を行ってきました。企業理念の中

にも「地球環境との共生を図り、自然と

生命を大切にします」と明記しています。

こうした中、帝人グループは、この約

束を大切にしながら、地球環境への対応

をさらに一歩進め、先進的な“環境経営”

を経営活動の柱として、新たな取り組み

をスタートさせることを宣言します。

帝人グループ“環境経営”の3つの柱

2020年CO2排出量20％以上削減に向けて

し、さらなる推進を図っています。

3つめは「環境ビジネス」です。中長期

の事業戦略の中で明らかにしているよう

に、「環境・エネルギー分野」は将来の高

い成長が見込まれる注力市場分野の1つ

であり、当社の強みを活かした特徴のあ

る新事業を生み出していきます。

3つの分野にわたる活動を総合的、か

つ継続的に推進していきます。さらに社

員一人ひとりが地球環境への理解を深

め、それが環境に対する配慮と行動につ

ながっていくことを願い、グループ社員

への「環境教育」や地域社会の皆様との

「環境コミュニケーション」に一層注力し

ていきます。

1 環境保全
日常の事業プロセスにおいて環境負荷を低減させる活動�

2 環境配慮設計
環境負荷低減を製品やプロセス設計に反映させる活動�

3  環境ビジネス
環境改善への貢献自体を目的にするビジネス�

CO2、化学物質、
廃棄物について、

2020年度の削減目標を設定

帝人グループ�
環境配慮設計ガイドラインの�

制定と定着�

バイオプラスチック、�
水処理事業などの�
新事業創出を推進�

特集1

帝人グループ環境経営の3本柱
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大きな課題であるCO2の排出量につ

いては、現在、「国内において2010年ま

でに1990年対比で10％以上削減する」

という目標に向けて取り組んでいます。

現時点において、その目標は達成可能な

状況にあります。こうした取り組みをさ

らに前進させるため、帝人グループとし

て、「2020年までに1990年対比20％以

上削減する」という新たな目標を設定し、

各種の削減対策をすすめていきます。

また、社員の意識啓発も含めた社員参

加型の環境活動を展開します。これまで、

環境保全

オフィスでの省エネ活動に加え、社員の

日常生活におけるライフスタイルの自己

評価や環境家計簿活動を行う「エコマラ

ソン」などの取り組みを通じて、社員一

人ひとりの参画を促進してきました。そ

れに加え、2007年7月より新たに、レジ

袋削減運動「みどリング大作戦！」を開始

しました（→P26）。

各事業所で取り組んでいるゼロエミッ

ション（非有効活用廃棄物／総発生量を

1％以内にする）活動においては、国内

11事業所（工場）、海外3事業所（工場）で

ゼロエミッションを達成しており、2011

年には国内の主要な工場での達成をめざ

しています。

帝人グループの環境配慮設計の方向

性・基準を明らかにし、これらを帝人グ

ループ組織内に定着していくとともに、該

当製品･プロセスの拡大をめざすために、

あらたに「帝人グループ 環境配慮設計ガ

イドライン」を制定しました（→P9、P29）。

ガイドラインでは、継続的な改善を行

うための運用組織と「改良チェックリスト」

による評価やその結果に基づく環境配慮

設計製品・プロセスの認定制度を定めて

います。

運用組織は、帝人グループ PL・品質保

証組織（→P43）としています。技術的な

サポートなどを行う専門部会を新たにこ

の中に設置しました。毎年1回行うPL・品

質保証監査において、活動状況を検証し、

PDCAのサイクルを回していきます。

「改良チェックリスト」は、原料・素材用

と完成品用の2種類を定めています。この

リストで、調達・生産・販売・使用・廃棄と

いう製品のライフサイクル全体の環境に

与える影響を評価します。自社の「生産段

階における環境負荷」については、数値

情報に基づく独自の評価手法を導入して

います。また、従来は、環境によい面のみ

をとらえ評価する側面もありましたが、

それによるマイナス面もあわせて評価す

るようになります。

「改良チェックリスト」において、一定

の基準を満足する製品・プロセスについ

ては、「帝人グループ環境配慮設計製品・

プロセス」として認定する制度を設けて

います。この制度を活用して、認定製

品・プロセスの拡大をめざします。

環境ビジネスとは、「環境改善への貢

献自体を目的とするビジネス」です。帝

人グループでは中期経営計画の中で注力

市場の1つに、「環境・エネルギー」分野を

挙げていますが、帝人グループのもてる

技術をさらに活用して環境ビジネスを強

化します。

従来から展開してきたエコプロダクツ

製品については、2008年1月制定の「環

境配慮設計ガイドライン」に基づき改め

て環境配慮性について評価を行います。

2007年度には、植物を原料とするバイ

オプラスチック「バイオフロント」（→P31）

の製品化をはじめました。また、あらた

に水処理ビジネス（→P31）にも進出しま

す。2004年現在、安全な水を利用できな

い人口は世界で11億人。国連ミレニアム

開発目標（MDGs）では「2015年までに

安全な飲料水および衛生施設を継続的に

利用できない人々の割合を半減する」と

環境配慮設計

環境ビジネス

しています。帝人グループでは、独自技

術に加え、他社から導入した新技術や大

学および研究機関と協働開発した技術を

駆使して、水処理事業に取り組みます。

2007エコプロダクツ展
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環境配慮設計ガイドラインの運用特集2

帝人グループは、「環境経営」の3本柱のうち「環境配慮設計」として、新たにガイドラインを制定しました。

スタートしたばかりのその運用と課題について、このたび環境分野でご活躍の専門家をお招きし、ダイアログを開催しました。

帝人グループ側から制定の経緯と運用方法、4つの事例紹介の後、それぞれの視点から意見交換を行いました。

運用は、帝人グループPL・品質保証部

会を基軸に行われますが、環境配慮設計

の推進や技術サポートなどをするため

に、新たに環境配慮設計推進専門部会を

設置しました。また、すでに定着してい

る活動組織に運用組織を組み込み、

PDCAサイクルが確実に回るようにして

います。

まず、ガイドラインの対象基準に適合

した製品・プロセスを、「改良チェックリス

ト法」（→P30）を用いて自己評価します。

この評価で適合基準を満たした製品・

プロセスは、所定の手続きを経た後に、

帝人グループPL・品質保証部会会長によ

り「環境配慮設計製品・プロセス」として

認定されます。

さらに認定された製品・プロセスは、

年1回のPL・品質保証監査において、認

定継続、再評価指示、または認定取り消

しの判定を受けます。

帝人グループでは、現在、環境配慮設

計製品の現状を把握するため、既存の

「エコプロダクツ」該当製品を評価してい

ます。これらの結果に基づき、環境配慮

設計推進の指標と目標・設定のあり方を

検討し、本ガイドラインの見直しに繋げ

ていきます。監査による検証と次のアク

ションへの落し込みを継続することで、

帝人グループの「環境経営」を確実に推

進していきます。

第2回ステークホルダーダイアログ
開催日時：2008年2月22日（金）14：00～17：00
場　　所：霞が関コモンゲート西館　帝人会議室

内　　容：環境配慮設計ガイドラインの運用の説

明、意見交換会

環境の専門家はどう評価したか

第2回ステークホルダーダイアログ

レーダーチャートの見方

自社工程である「製造段階における環境負荷

低減」は対象製品の環境・資源効率指標／基

準製品の環境・資源効率指標で数値化します。

他社工程となる、「安全性」「省エネルギー」

「省資源」「環境保全」「情報の提供」は、比較

対象となる従来品または他社品と同等な場

合を2点とし、劣る場合を1点、優れている場

合はその度合いにより3～5点とします。

安全性�

環境保全�

省エネルギー�

省資源�

製造段階における�
環境負荷低減�

情報の提供�

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
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帝人グループが、自社のマネジメントと

して、環境への配慮や人への安全性を重

視した製品・プロセスを的確に評価してい

くことは、大変有意義であると思います。

今回は特徴の違う4製品を事例で紹介

していますが、比較する対象を何にする

のか、どの環境側面をどこまで評価する

のかが、個々の製品により異なっている

ように見受けられます。例えば、この4製

品を同列で評価してよいのか、そのあた

りの課題を明らかにしたうえで認定制度

をすすめていただきたいと考えます。

また、既存製品の評価だけでなく、新

製品を開発していく際にも、このチェック

リストを用いて、製品設計やプロセスに

おける良い点、ネガティブな点をきちん

と認識することは、帝人の環境経営にお

いて非常に大きな前進となるでしょう。

さらに、該当する製品をチェックリスト

で評価し、そのレーダーチャートを一般

に公表したり、営業用に使用したりすれ

ば、「環境に貢献する帝人」のイメージも

高まると思います。

今後、期待したいことが2つあります。

1つめは、「自社の開発製品・プロセスを

的確に評価して、環境配慮に全力で取り

組んでいく」というフィロソフィーを全社

員に徹底的に浸透させていくこと。その

ことで、大きな成果が着実に生まれてく

ることを期待します。2つ目は、製品のラ

イフサイクルにおいて「エンドユーザー

である消費者が、帝人の製品をどのよう

に思っているのか」という視点をもって

いただきたい。

このたびの制度と運用は、そういう意

味では、帝人グループの社員の環境配慮

設計への意識が向上するよい機会である

と確信しています。

グリーン購入ネットワーク

専務理事・事務局長（2008年2月22日現在）
佐藤博之氏

名古屋大学法学部政治学科卒。専門分野は、グ

リーン購入、環境ラベル、環境コミュニケーショ

ン。東京造形大学非常勤教員。その他、各種団体

で委員、理事を務める。著書に、『環境ラベル』

（共著、（社）産業環境管理協会）など。

環境配慮設計の認定製品

事例1 次世代ポリエステル「PURITY®」

帝人ファイバーは、2001年にアンチモンなどの重金属※をまったく含

まないポリエステル重合触媒の開発に成功し、それを用いた高品質な

ポリエステル繊維「PURITY」を開発。衣料繊維、PETボトル、フィル

ムなど様々な用途で使用されています。
※重金属：帝人グループでは「比重5.0以上か
つ化管法による規制対象金属」と定義して

います。

評価項目別集約

安全性�

環境保全�

省エネルギー�

省資源�

製造段階における�
環境負荷低減�

情報の提供�

－「PURITY®」の平均値
－従来の触媒を用いた製品の値�5.0

4.0
3.0
2.0
1.0

評価項目別集約

安全性�

環境保全�

省エネルギー�

省資源�

製造段階における�
環境負荷低減�

情報の提供�

－「エルク®」の平均値
－ウレタンと従来ポリエステルの値�5.0

4.0
3.0
2.0
1.0

事例2 ポリエステルクッション材「エルク®」

帝人ファイバーが生産・販売する高機能・新ポリエステルクッション材

「エルク」は、2007年7月に次世代新幹線『N700系』の普通席車両の

シート材として採用されました（→P16）。従来の鉄道車両のシート材

であるウレタンに比べ、消費電力の節減、

加速性向上に向けた軽量化や、リサイク

ルの可能性（完全循環型リサイクルシス

テム「エコサークル」対象品）などが評価

されています。

消費者視点を忘れずに
フィロソフィーの社員への浸透を
佐藤博之氏

エルク®の構造拡大写真
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まず、「環境配慮設計を通じて素材を評

価する」という取り組み自体が、斬新で素

晴らしいと思います。今回の帝人グルー

プの取り組みについては「最初の一歩」と

して高く評価します。

省エネルギーや軽量化などは、組み立

てメーカー単独の成果のように思われが

ちですが、実は帝人グループのような素

材メーカーの技術開発による影響も大き

いのです。その意味では、素材の開発や

製造段階で環境配慮の面から評価され、

改善が推進されていくということは、大

変意義があることと思います。

ひとつ提言したいのは、製品ごとに環

境配慮において評価すべきポイントを明

確にした上で、重み付けや判断基準を設

定する必要があるということです。例え

ば「炭素繊維」は、製造段階では（他の素

材に比べて単位重量あたりの）環境負荷

が大きく評価が低くなりますが、軽量で

強度があるため、航空機体に利用される

場合などは燃費を下げ大幅な省エネル

ギーに繋がります。一方、「PURITY」は、

製造段階で重金属が入っていない点が評

価されます。

また、運用体制についてはPDCAサイ

クルを機能させて素材の環境配慮設計を

推進するとのことですが、ぜひ、しっかり

とマネジメントサイクルを回す仕組みを

作り上げていただきたいと思います。そ

して、帝人グループ内だけでなく専門家

の意見も積極的に取り入れたりして、継

続的にレベルを上げる仕組みとなること

を期待しています。

東京大学大学院工学系研究科教授

平尾雅彦氏

東京大学大学院工学系研究科博士課程中退。（株）

日立製作所の研究員などを経た後、現職に。専門

分野は、プロセスシステム工学、ライフサイクル工

学など。環境を考慮した化学プラントから社会シ

ステム設計まで広範な研究活動をすすめている。

グリーン購入ネットワーク理事、エコマーク類型・

基準制定委員、日本LCA学会理事などを務める。
著書に、『統合学入門』（共著、工業調査会）、『LCA
の実践』（共著、（社）産業環境管理協会）など。

環境配慮設計の認定製品

事例3 アスベスト（石綿）代替 ブレーキパッド

帝人グループの高機能繊維事業では、パラ系アラミド繊維をアスベス

ト（石綿）代替素材として生産・販売しています。従来、自動車のブレー

キパッドに用いていたアスベストは毒性があるため、とくに安全性と

いう点で注目されている素材です。

評価項目別集約

安全性�

環境保全�

省エネルギー�

省資源�

製造段階における�
環境負荷低減�

情報の提供�

－アスベスト（石綿）代替素材�
　の平均値
－石綿�

5.0
4.0
3.0
2.0
1.0

評価項目別集約

安全性�

環境保全�

省エネルギー�

省資源�

製造段階における�
環境負荷低減�

情報の提供�

－「ハイサンソ® 2U」の平均値
－「ハイサンソ®」旧モデル�5.0

4.0
3.0
2.0
1.0

事例4 医療用酸素濃縮器「ハイサンソ® 2U」

帝人ファーマは、2007年6月に酸素濃縮器を使用している患者さんの

扱いやすさ、操作性を向上させた、コンパクトで省エネタイプの在宅

医療用酸素濃縮器「ハイサンソ2U」を発表、発売。全国の医療機関に

向けてレンタルをすすめています。

素材メーカーとして意義ある第一歩
PDCAの継続効果に期待
平尾雅彦氏
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本日のダイアログを進行して印象的

だったのは、環境への配慮や安全性の面

での製品・プロセスづくりにおいて、帝

人グループが真摯に取り組んでいるとい

う意気込みです。

複写機の場合は、ライフサイクル全体

で評価すると「製品使用時における電気

と紙の使用が環境への大きな負荷にな

る」ことが明確でした。そこから課題抽

出をして製品の改善へと繋げていくこと

ができるわけです。今回の事例ではライ

フサイクルにおいてどこに焦点を当てて

改善しようとしているのか見えにくいの

が難点です。帝人グループのビジネスウ

エイトの中で一番大きいのが「素材」であ

れば、その中のどこを攻めていくのか。

ポイントを明らかにすれば、環境配慮設

計への取り組みも活性化してくるのでは

ないかと思われます。比較する対象につ

いても、自社の旧モデル製品なのか競合

製品なのか、明確にしたほうが製品を改

善しやすくなると思います。

この認定制度は、担当者だけが納得す

るものではなく、グループ社員に広く理

解できるものにしてほしい。さらに理想

としては、消費者を含め社外に、「どの点

で環境配慮設計として評価されたものな

のか」が明確にアピールできると素晴ら

しいと思います。

今日の議論をきっかけとして、さらに

飛躍されて、より優れた環境配慮設計の

製品を続々と世に出していただきたいと

心から願っています。

NPO法人 エコデザイン推進機構代表理事
小澁弘明氏（司会進行役）

慶應義塾大学法学部卒。1963年富士ゼロックス
（株）入社。環境・商品安全部長、環境顧問などを

経て、2002年退任。現在は、グリーン購入ネット
ワーク常任顧問、事務機国際標準（ISO/IECJTC1
SC28）日本委員会副委員長、環境マネジメントシ
ステム審査員なども務める。

スタートしたばかりの環境配慮設計ガイドラインの運用について、専門家の皆様か

らさまざまな視点でご意見をいただきました。本日の議論のなかには、厳しいご指

摘もあり、また、私どもと違った視点でご助言をいただきました。ダイアログでいた

だいた貴重なご意見を参考に、次のステップとなるプランをつくって、また皆様にご

指導を承る機会をぜひいただきたいと思います。そして今後も、環境経営の柱の1つ

である環境配慮設計の拡充に取り組んでいきたいと思います。本日はありがとうご

ざいました。

●帝人グループからの出席者（2008年2月22日現在）
後藤　陽（帝人（株）環境・安全室　室長）、田井久恵（帝人（株）CSR室　室長）、
岡本一郎（帝人ファイバー（株）研究開発推進部　部長）、山本信幸（帝人ファイバー（株）短繊維事業部　短繊維技術課　課長）、

阿比留博（帝人テクノプロダクツ（株）無水酢酸工場　工場長）、内田俊一（帝人テクノプロダクツ（株）パラアラミド事業部 トワロン2課）、
梅本直司（帝人ファーマ（株）医薬保証統括部　部長）、徳田寛志（帝人ファーマ（株）人事総務部）

環境・安全室　室長

後藤　陽

CSR室　室長
田井久惠　

ステークホルダーダイアログを受けて

誰にでもわかるように明確な課題設定を
小澁弘明氏（司会進行役）

特集2 第2回ステークホルダーダイアログ

環境配慮設計ガイドラインの運用
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「エコサークル®」とは

「エコサークル」は、帝人ファイバーが

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です。使用済みポ

リエステル製品（衣料品、ペットボトル等）

を回収し、化学的に分子レベルまで分解。

ポリエステルの原料にまで戻し、ポリエ

ステル繊維に再生します。賛同する国内

外のアパレルメーカーやスポーツメー

カーと共同で、商品の開発およびその回

収・リサイクルをすすめています。

「エコサークル®」の歩み

「エコサークル®」の進展特集3

特徴

石油からつくるものと同じ品質の製品

に再生できるため、従来のリサイクル製

品の課題であった品質劣化を回避できま

す。また、何度でも繰り返しリサイクル

できるため、石油資源の使用を抑制し、

廃棄物を削減することが可能。石油から

ポリエステル原料をつくり、製品を焼却

した場合に比べると、エネルギー消費量、

二酸化炭素排出量ともに約80%削減で

きます。

拡大の経緯

「エコサークル」は、1999年に日本国

内のユニフォーム・学生服製造メーカー

の参加を得てスタートしました。企業ユ

ニフォーム、学生服、学校体育衣料

（ジャージ）、ブラックフォーマル（礼服・喪

服等）などを核として一定の規模になりま

したが、回収に関する厳しい法規制、リサ

イクルを促進する法の未整備・費用負担

などの理由により、決して順風満帆な拡

大とはなっていませんでした。

そこで、2007年にステークホルダー

ダイアログを開催。環境の専門家やゴミ

問題NPOの代表の参加を仰ぎ、「エコ

サークル」の取り組みについてアドバイ

スをいただきました。「帝人は素材メー

カーであるため、通常の取り組みはほと

んどB to B（企業間取引）を前提にすす

めているが、B to C（消費者対象ビジネ

ス）を意識した事業展開をしないと、大

きな運動に発展しない。一般消費者に対

して問題意識を訴えていくことが非常に

重要」など、参考となるアドバイスを多数

いただきました。

ステークホルダーからのアドバイス

1）百貨店や、大手スーパーなどの流通の大手
との連携が必要

2）帝人単独ではなく業界全体を巻き込む努力
が必要

3）リサイクルを促進する法律の整備など行政
への働きかけを

現状

2007年は、従来から継続の企業向け

ユニフォームや学生服、学校体育衣料の

取り組みに加え、百貨店やファッション

アパレルとの取り組みの拡大、音楽イベ

ントへの参加やアーティストとのコラボ

レーションなど、一般消費者への働きか

けを強化し、「エコサークル」の輪をさら

に拡大しました。

2007年度末現在、「エコサークル」参

加企業は84社、ケミカルリサイクルに

よって再生されたポリエステル繊維の販

売量は年間5,000トンの規模となりまし

た。これは帝人松山事業所のポリエステ

ル繊維生産能力の12.5％に匹敵します。

使えなくなるまで使う�
回収に協力する�

集まったものを�
テイジンの工場へ�

リサイクル可能な�
製品へ�

PARTNER
ユーザー�

MEMBER
メーカー、小売など�

MEMBER
メーカー、小売など�
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企業ユニフォームのリサイクル

2008年2月、帝人ファイバー（株）はユニ

フォーム専門商社（株）チクマとともに、沖

電気工業（株）のユニフォームのリサイクル

を開始しました。2 0 0 9年3月までに約

2,000着、総重量約1.2トンのリサイクルを

計画しています。ユニフォームをリサイクル

せず廃棄し、新たに石油から製造する場合

と比べると、CO2を約3.7トン削減すること

ができます。今後は、チクマが取得した産業

廃棄物のリサイクルに係る特例制度である

「広域認定制度」※を活用し、沖電気グループ

の全事業所で使用済みユニフォームの回

収・リサイクルを開始します。

百貨店との取り組み

2007年6月、リサイクル素材でできたエコ

バッグが日本百貨店協会加盟の全国百貨店

共通のレジ袋「Myスマートレジ袋」に採用さ

れ、266店舗で販売されました。使用後、不

要になった際には、日本百貨店協会事務局に

て回収。帝人ファイバー松山事業所内にある

リサイクル工場に運搬され、ケミカルリサイ

クル技術により新しいポリエステル繊維に

再生されます。

沖電気工業のユニフォーム

My スマートレジ袋。1枚500円（税
込）で全国で2万枚を販売

2007年度「エコサークル」の拡大

※ 広域認定制度：環境大臣が、廃棄物の減量や

適正な処理の確保に資する広域的な処理を行

うものを認定し、廃棄物処理業に関する地方

自治体ごとの許可を不要とする特例制度で

2003年12月1日に施行。チクマは、衣料品業
界第1号としてユニフォームで広域認定を取得
（認定番号第1号）。

ファッションアパレルとの取り組み

2007年帝人ファイバーは、若い女性に人気の

ファッションを提供するアパレルメーカー（株）

フランドルとファッション衣料のリサイクルに

向けた取り組みを開始しました。ファッション

リサイクル対象となる

リクルートスーツ

業界における｢エコ

サークル｣の導入

は、この取り組みが

初めてです。第一歩

として、ポリエステ

ル素材の利用が多

いリクルートスーツ

のリサイクルに取り

組みます。

アートグッズ用の素材に採用

2007年11月、リサイクル素材でできたエコ

バッグが、ニューヨーク近代美術館（Museum

of Modern Art、通称「MoMA」）のオフィ

シャルストア「MoMA Design Store」のオリ

ジナル商品として採用されました。当商品は、

デザインディレクター須藤玲子氏を代表とす

る「NUNO」（（株）布、本社：東京都港区）が、

帝人ファイバーのリサイクル素材をもとに、手

作業による独自のアート表現で個性的なエコ

バッグに仕上げたものです。「地球環境配慮へ

の理念」と「アートとしての布表現」を融合させ、

未来を予見するコンセプトを表現したオリジ

ナルエコバッグです。

MoMAで発売される「ぬのサーク
ル®バッグ」

音楽イベントへの参加

帝人ファイバーは、2007年夏に開催された3

つの大型音楽イベント、「音霊（OTODAMA）

SEA STUDIO」（6／29～8／26）、「ap bank

fes’07」（7／14～16）、「Augusta Camp

2007」（7／29）において、会場内で使用され

たポリエステル飲料容器の回収、リサイクル

を通じて「エコサークル」の訴求を行いまし

た。「ap bank fes'07」では、PETボトルの回

収も行ったほか、「エコサークル」素材のエコ

バッグが公式グッズとして採用されました。

飲料容器には「エコサークル®」の説

明をプリント

グローバルな展開

帝人ファイバーは、2005年より、アウトドア

衣料分野で世界的な知名度をもつパタゴニ

ア社と共同で、「エコサークル」を活用したポ

リエステル製品のリサイクル事業を開始して

います。2008年2月、新たに、Quiksilver

Europe：Na Pali SAS社との間で、環境に配

慮した機能素材を共同開発していくことに合

意しました。

パタゴニア社は北米地域に強い販売拠点を

もつアパレルメーカーですが、Na Pali SAS

社は、Quiksilverブランドを中心に、欧州で

サーフウェア、スノーボードウェアなどを展開

する、最大手スポーツアパレルの1つです。欧

州での「エコサークル」やそれに関連する環

境素材の展開が本格的に進行する予定です。

「エコサークル」の取り組みに関わって

かれこれ4年経ちます。お客様との日々の

やりとりや、昨年のステークホルダーダイ

アログなどでいただいたご意見などから

も「B to B（企業間取引）だけではだめ、一

般消費者や個人にまで協力の輪を広げな

いと大きな流れを生み出すことはできな

い」と実感しております。そうした中で、

「ファッション、芸術、文化活動にいかにし

てエコを浸透させるか」という課題をもち

模索してきました。2007年はおかげさま

「エコサークル®」拡大のために

で多くの方々のご協力のもとに、「エコ

サークル」の循環の輪がそれらの分野に少

しずつですが、広げることができました。

皆様のますますのご指導とご支援をお願

いいたします。

帝人ファイバー（株）

エコ製品販売チーム

池田裕一郎
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CSR活動に対して社会から高い評価をいただいた取り組みもありましたが、事件・事故もありました。

2007年度帝人グループのCSR活動における、さまざまなできごとをご紹介します。

ニュースフラッシュ
2007年度の重要報告事項は以下のとおりです

2008年1月、帝人グループの前CEO長島徹（現会長）が、世界経済

フォーラム主催のダボス会議に出席しました。今回のテーマ「環境」

にあわせたさまざまな会議やセッションが開かれるなか、帝人は東京

大学、慶應大学、双日（株）との4社共催でJapan Receptionを開催。

多くの著名人を前に「エコサークル」（→P13）についてプレゼンテー

ションを行いました。

実際に再生ポリエステル繊維を使用したエコスーツを着用し、それ

をつくるために使用済PETボトルが何本必要かを説明。参加者からさ

ダボス会議で「エコサークル®」をアピール

2008年4月、耐熱性バイオプラスチック「バイオフロント」（→P31）

が日経BP社主催の2008年「日経BP技術賞」において機械システム部

門賞を受賞しました。「日経BP技術賞」は、電子、情報通信、機械シス

テム、建設、医療・バイオ、エコロジーなどの部門において、技術や産

業の発展に寄与することを目的に1991年に創設されたもの。技術賞

は、学術的な成果だけでなく、日本の産業や社会へのインパクトも重

視したうえで選考されます。

「バイオフロント」は、石油を含まない植物由来の環境にやさしいプ

ラスチックであること、ポリ乳酸に使用されるL乳酸と、その光学異

耐熱性バイオプラスチック「バイオフロント®」が

「日経BP技術賞」部門賞を受賞

ダボス会議にて発表を行う帝人グループの

長島徹前CEO（現会長）

日経BP技術賞受賞式

2008年2月、「2007年にっけい子育て支援大賞」を帝人グループが受

賞しました。「にっけい子育て支援大賞」は、少子高齢化がすすむ中、社

会全体で子育てを支援する機運を盛り上げ、環境を整えることを目的

として、日本経済新聞社が2006年から実施している表彰制度です。今

回は270件もの応募の中から、特に施策や取り組みが優れていた9つ

の企業、自治体、民間団体が選出されました。帝人グループは、「有給

休暇の取得率」「子どものいる女性社員の比率」「子育てを支援する施

策の先進性や利用実績」などが総合的に評価された結果の受賞です。

「にっけい子育て支援大賞」受賞

2007年9月、帝人（株）業務監査室（現経営監査室）は｢2007年度社

団法人日本内部監査協会会長賞｣を受賞しました。コーポレート・ガバ

ナンス、内部統制活動の一環として、内部監査活動に真剣に取り組ん

できた帝人の活動が評価されたものです。

日本内部監査協会会長賞は、｢内部監査が制度的に充実し、継続的か

つ積極的に行われ、成果を挙げ、内部監査の普及・発展に貢献している

企業もしくは経営組織体」のうち各年度に最も評価された会社を表彰す

るもので、今年で21回目となります。授賞式は、2007年9月、東京京王

プラザホテルで約1,000人の出席者のなかで行われ、帝人（株）を代表

して片山隆之代表取締役副社長が表彰盾と賞金を受賞しました。この

「2007年度社団法人日本内部監査協会会長賞｣受賞

日本内部監査協会会長賞を受ける片山隆之代表

取締役副社長

まざまな意見や質問を

いただきましたが世界

に対して帝人の環境ビ

ジネスをアピールする

よい場となりました。

性体であるD乳酸のユ

ニークな結晶構造に

より、ポリ乳酸では実

現できなかった高い

耐熱性を実現し、適用

範囲を拡大しているこ

とが評価されました。

帝人グループ（国内）の

2006年度の育児休暇

を取得した社員数は

145人、そのうち男性

が43人でした。

にっけい子育て支援大賞受賞式

賞金の一部は、帝人グ

ループが参加している

自然保護活動に対する

寄付金として使われま

した。
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2007年8月中国上海市で、ポリカーボネート樹脂（プラスチック）な

どの複合材料を生産している帝人化成複合塑料（上海）が、中国で事業

を行うグループ会社の中で、初めてゼロエミッション※を達成しました。

中国では、再資源化率60％が国家目標とされていますが、樹脂屑の

再資源化や熱回収を有する焼却設備への委託処理をすすめた結果、ゼ

中国グループ会社のゼロエミッション達成

これまで、鉄道車両のシート材にはウレタンが使用されていました。

しかし最近では、消費電力の節減、加速性向上に向けた軽量化や、リ

サイクルの可能性などを求められることが多くなりました。そこで、

帝人ファイバーが生産・販売する高機能・新ポリエステルクッション材

「エルク」が、次世代新幹線「N700系」の普通席車両のシート材として

採用されました。「エルク」は、同体積のウレタンタイプより20％の軽

量化を実現し、柔軟性と耐久性を兼ね備えるほか、「エコサークル」に

よってリサイクルも可能です。今後は、自動車シート材、航空機シート

材、家具などの用途への参入をめざし、販売の拡大を図っていきます。

次世代新幹線「N700系」にポリエステル製の
クッション材「エルク®」採用

2008年3月13日、帝人（株）三原事業所において施設動力センター

の6号ボイラーの蒸気配管の弁が破損する事故が発生しました。人身

事故や火災事故には至りませんでしたが、高圧蒸気の噴出により、約

5時間にわたって規制値を越える騒音が発生し、地域住民の皆様に不

安と多大なご迷惑をおかけしました。14日には近隣住民の皆様に戸

別訪問とビラの配布により事態の説明とお詫びを実施しました。

原因については現在、専門家にて調査中であり、判明次第、グルー

プ全体に水平展開し、再発防止を図ります。また、騒音停止処置が遅

れたことを反省し、危機管理体制の見直し・改善を実施しました。今

後も、より一層、防災診断や防災訓練を推進し、地域社会の方々に安

心していただける工場をめざします。

三原事業所で騒音発生事故

2008年5月現在、帝人は国際的なSRI分野の指標である「FTSE4Good」

および「エティベル・サスティナビリティ・インデックス」に採用されていま

す。また、日本国内のSRIである「モーニングスター社会的責任投資指数」

にも採用されています。

SRIインデックス採用状況

2008年4月、帝人ファーマ（株）東京研究センター（日野市）は、東京

都内の大規模排出事業所の平成18年度の取組結果について、特に優

れた事業所の1つとして認定され、表彰されました。

東京都は、環境確保条例に基づき大規模排出事業所に地球温暖化

対策計画書の提出を義務づけ、オフィスビル等の地球温暖化対策を推

進してきました。平成17年度から始まる5カ年計画の対象事業所

1,049件から、平成18年度の取組状況の中間報告がありました。その

帝人ファーマ（株）東京研究センターが

CO2排出削減の取り組みで東京都知事より表彰

帝人化成複合塑料（上海）

※熱回収されずに焼却

処理される廃棄物ま

たは、埋立処理される

廃棄物を廃棄物発生

量の1％以下とする。

「エルク®」のシート材が使われたN700系の車内

結果、取り組みが特に

優秀と認められる

AAA評価に該当する

事業所が17件となり、

知事表彰を実施するこ

とになったものです。

ロエミッションを達成

しました。

帝人（株）東京研究センター
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CSR課題は経営全般に関わるため、こ

れらを着実に、効率よく推進することは

決して容易ではありません。そこで帝人

グループでは、2005年4月にCEO（最高

経営責任者）の機能分身としてCSRO（グ

ループCSR責任者）を定め、CSROの強

力なリーダーシップのもとに活動を推進

してきました。

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段

階に整理。それぞれに主幹部署を明確に

して、中期計画、短期計画にしたがって、

グループ全体を対象に統合的、効率的に

管理・運営しています（→P19）。

基本的CSR

企業の社会的責任のなかでも基本に位

置づけているもので、法令や社会的な基

準に基づき、従来からきちんと取り組ん

できた諸活動です。CSROが直接管理・

監督している分野です。（1）企業倫理・コ

ンプライアンス、（2）リスクマネジメント、

（3）ESH活動（環境保全、安全・防災、健

康）、（4）製造物責任・品質保証などがこ

れらに該当します。

拡張的CSR

従来から責任オフィサー（CHO、CFO）

のもとに取り組んできた分野ですが、最

近の高度な社会的要請に対応して、

CSROがCHO、CFOと連帯して取り組

む分野です。（1）人財・労働、（2）購買・調

達（サプライチェーンへの対応）がここに

含まれます。

CSRマネジメント体制
CSROのもと、グループ全社を対象としたCSRマネジメントを行っています。

CSR課題を3段階に分け、それぞれの段階に応じたCSRマネジメントを

統合的に運営することで、多様な課題に対応しています。

ビジョンと戦略

CSR推進活動

帝人グループのCSRマネジメント体制

C S R O CSR室

環境・安全室

グループCSRスタッフ部会

グループ安全保障輸出管理会議

グループPL・品質保証部会

グループESH※部会

グループコンプライアンス・
リスクマネジメント部会

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

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

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

CSR室を事務局としてすべてのグループ会社を対象に啓発と管理・運営

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

コンプライアンス・リスクマネジメント活動、通報・相談窓口
の運営、安全保障輸出啓発活動、社会貢献活動�

環境保全、PL・品質保証、労働安全・防災活動、健康活動�

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

帝人グループにおけるCSRピラミッド

社会貢献活動�選択的CSR

拡張的CSR

基本的CSR

人財・労働・購買・調達�

コンプライアンス・リスクマネジメント・�
ESH（環境保全、安全・防災、健康）・製造物責任・品質保証�
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CSROを委員長とするグループCSR委

員会を設置し、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・

推進しています。委員は8つの事業グル

ープ長（うち7人は中核会社の社長）と

CHO、CMO、CTO、CSRO、CENO※、

広報・IR室長、法務室長、経営監査室長

です。グループCSR委員会のもとに5つ

の部会・会議体があり、CSRの具体的課

題に取り組んでいます。

このうち、グループCSRスタッフ部会

では、4つの部会（会議体）以外のCSRの

主要課題、すなわち人財・労働、調達（サ

プライチェーン）、物流、社会貢献等につ

いて持株会社の関連スタッフをメンバー

として審議・推進を図っています。

選択的CSR

企業の社会的責任のなかでも特に法令

などの定めがなく、企業の自由意志で取

り組む分野です。帝人グループでは社会

貢献活動をここに位置づけています。

帝人グループの社会貢献活動は、グル

ープ全体で推進する活動と、グループ会

社が独自の判断で推進する諸活動があり

ます。社会貢献活動の全体は、CSROが

管理・監督します。

グループCSR委員会の取り組み

当社がCSR（企業の社会的責任）を1つ

の根幹的な経営課題として捉え、関連する

広範な活動をCSRの名のもとに統合的に

展開しはじめてから早3年が経過しまし

た。この間、社員の皆さんの積極的な参加

と効果的な実践により、当社のCSR活動

が着実な進展を遂げて来たことを、ともに

喜びたいと思います。

この1年間の注目すべき進展として、ま

ずは“環境経営”への長期的な取り組みの

開始を挙げたいと思います。「環境配慮設

計」（エコデザイン）というやや耳慣れない

新しい活動の意義について一言。顧客・消

費者の意識の変化により、“環境配慮”が組

み込まれた製品・サービスはより大きな訴

求力を発揮します。研究開発や製造の現

場において、具体的な実施ガイドラインを

参考に是非チャレンジして欲しい。当社独

自の評価方法や推進プログラムも社外の

専門家の方々から好評を得ています。

我々CSR部署も応援していきます。

次いで、「人財・労働」分野における進展

事例を取り上げます。管理職を含めた長

時間労働の是正努力や、子育て・介護支援

プランの追加など社員のワークライフバ

ランス向上に役立つ制度改善が発表され

ました。また、定年退職者再雇用プランの

拡充や、いわゆるサポート労働力に関する

自主点検など、政府の労働政策に沿った

プログラムもいち早く導入されています。

現時点では国内主要グループ会社での実

施例のみですが、まずは単なる制度設計

に終わらせないよう、社員の皆さんによる

積極的利用を期待したいと思います。

他方、労働災害や火災事故の面で昨年

はむしろ発生件数が増加に転ずるという

残念な結果になりました。内外での休業

災害の発生件数が29件、小火災の発生件

数が9件。前者は生産現場における転倒・

踏み外しや回転体への指・手の巻き込ま

れが主なものです。後者は電気配線や電

気器具からの発火が主な原因となってい

ます。安全な職場を確保するために、なん

としてもこうした事故を根絶する一層の努

力が必要です。今年はグループ組織を挙

げて効果的な対策を一段と強力にすすめ

ていきます。

最後に、リスク管理の分野において、1）

自然災害発生時の「事業継続計画」（BCP）

策定や、2）新型インフルエンザの発生に

備えた態勢の整備に引き続き取り組んで

いくことをお伝えします。帝人グループは

これからもCSR先進企業のあるべき姿を

追求しながら、持続的な活動を展開してま

いります。

2008年6月

代表取締役 副社長
CSRO

片山 隆之

CSR先進企業への成長をめざして

※CHO、CMO、CTO、CSRO、CENO→P21
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CSR中期計画と2007年度の自己評価
ビジョンと戦略

コーポレート・ガバナンス

CSR共通

基本的
CSR

拡張的
CSR

選択的
CSR

企業倫理・コンプラ
イアンス

リスクマネジメント

ESH※

人財･労働

購買・物流

社会貢献活動

ESH共通

環境

防災

安全

健康

PL・品質保証

JSOX法への対応

ガバナンス規程類の定期的見直し

ステークホルダーダイアログの定期的実施による課題の抽出
企業倫理、環境、その他の重要CSR分野の教育
人財・労働、調達、物流、事業グループとの協働

改訂版行動規範・行動基準の浸透と教育推進

各国別行動基準の浸透と教育推進

世界のグループ会社レベルで適切な運営を行う

国内海外すべてのグループ会社でリスク評価と管理を推進
本社機能をはじめとして、漸次事業グループまで推進
ESH管理規定、指針の体系化、管理体制の整備
ESH法令情報システムの検討
地域リスクコミュニケーションの推進
国内CO2削減目標：2010年度までに1990年度対比10％以上
海外CO2削減目標：原単位1％毎年改善
オフィスの省エネ推進
物流の温暖化対策の推進
新規規制への対応等
化学物質のリスク管理体制の強化
環境排出量削減目標：2011年度までに2005年度対比30％以上
非有効活用廃棄物の削減目標：2011年度までに2005年度対比50％以上
国内グループゼロエミッション推進
省資源の推進
CSR調達として推進
化学物質管理の導入検討
環境教育の推進
省エネルギーキャンペーン推進
高リスク設備に対する防災対策
（高リスク設備の重大事故ゼロ）

グループ間の防災力格差是正
（高リスク設備以外の重大事故ゼロ）

防災診断の推進

休業災害度数率目標：2007年までに0.3以下
作業リスクアセスメントの徹底
製造事業所への安全巡回指導実施
飛散性・準飛散性石綿の代替化推進

OB石綿健康診断の継続実施
有害化学物質によるリスク洗い出しと対策推進
メンタルヘルスケア活動の推進
生活習慣病教育、保健指導の推進
PL・品質保証単位系活動の定着化
PL・品質保証単位系の海外グループ会社への展開

購入品品質・製品の用途等の明確化と顧客への積極的情報提供

規則・基準類の整備・充実
少子・高齢化対策への対応
ボランティア制度の拡充

女性社員の登用

海外ローカル社員の登用
高齢者・障害者の雇用への配慮

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

グループ共通プログラムの作成・推進

ボランティア教育・啓発活動の推進、ボランティアリーダーの育成

コーポレート・ガバナンスの強化と法令への対応

社会の要請を把握し経営に生かす
CSR教育の推進
グループ関連部署との協働

国内の企業倫理活動

海外の企業倫理活動

ホットラインの運営

リスクマネジメント活動
BCP（事業継続計画）の策定
ESHマネジメントの強化

地球温暖化防止

化学物質管理

廃棄物管理

原材料のグリーン調達

地球環境問題の啓発

グループ全体の防災力の向上

労働災害防止の確実な推進

石綿問題への対応

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

社員のワークライフバランス強化

ダイバーシティへの配慮

グループ内購買・物流の適正管理
サプライチェーンに対する適切な要請と支援

グループ共通の活動

社員のボランティア活動支援

帝人グループCSR中期活動目標と実績評価

区　分 中期目標・課題

※：Environment（環境）、Safety（安全・防災）、Health（健康）の略称です。
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P21

P21

P9
P17
P17

P39

P42

P40

P41
P41-42
－

P34
P34

P25-26

P24
P26
P27

P27
P28
P28
P28
P53
P53
P26

P33

P33
P33
P33
P33

P33-34
P33-34

P35

P36

P43-44

P50

P49
P49

P47
P49
P52
P53

P53-54

P54-55

JSOX法に関する内部統制プロジェクトの完了

ガバナンスガイド見直しをしたが、変更なし。内部統制システム整備決議を一部
改定。
「環境配慮設計ガイドライン制定とその運用」について環境の専門家とダイアログ実施
階層別研修会のなかで実施
CSRスタッフ部会で課題の審議、人財部署と施策の審議

日本版改定行動基準の周知・浸透（倫理ハンドブック改訂第4版の配布・教育、倫
理ハンドブック全員記名アンケートの国内実施、倫理月間行事として行動基準理
解度チェッククイズを実施）
海外グループ会社の企業倫理教育徹底（米国、欧州、中国、東南アジア（タイ・イン
ドネシア）を訪問して企業倫理の具体的活動を啓発・討議、企業倫理月間ポスター
を海外グループ会社に配布し、啓発を推進）
ホットラインをさらに周知徹底（ホットラインの運営状況の情報開示（年2回）継続、
海外グループ会社でのホットラインの検討）
全グループ会社でリスクの抽出、持株会社として管理すべき重要リスクにしぼりこみ
EMC（緊急時連絡）体制の拡充と地震対策訓練実施
環境管理規程原案作成
法令検索システムを比較検討中
岩国、三原事業所にて定期開催。その他、TDFL宇都宮で自主的に開催
1990年度対比25％削減。2020年度の長期目標制定

オフィスの省エネ活動指針の策定、各所運用責任者の選任
物流に関わるCO2排出量集約体制の確立と実績集約
化学物質管理指針の改訂、調達管理の導入

2005年度対比5％増加。2020年度の長期目標制定
2005年度対比44％削減。2020年度の長期目標制定
2007年度東邦三島、帝人化成複合塑料上海が達成
ESH監査Ⅱでの状況確認
CSR調達における運用
CSR調達の評価項目として導入
ESH研修会として実施
エコマラソンの実施
高リスク設備において国内1件、海外2件の重大事故が発生

防災専門チームによる防災管理技術教育、防災対策支援活動の推進
高リスク設備以外で爆発・火災、漏洩・流出事故ともゼロを達成
帝人加工糸小松工場火災事故の水平展開推進中
防火管理強化専門部会設置による防火管理状況の実態調査と防火管理強化活動の
提案、防火管理ガイドライン、防火チェックリストの制定
2007年診断対象の国内2プラントで、新防災診断チェックリストの運用を開始
火災危険場所のリスク評価を完了、ミニ防災診断を開始
休業災害度数率：0.62
ESH監査Ⅰにおける監査と指導
ESH監査Ⅰで実施
準飛散性石綿の代替化（対象16事業所中10事業所完了、残りも2008年度内に完
了予定）
OB石綿健康診断の実施（2回／年）
ナノ材料の障がい予防策の検討
ストレス判定システム改善と長期休業者分析
特定健康診査、特定保健指導の実施準備
監査B：主要既上市製品のアセスメントレビュー開始
アジア地区PL・品質保証単位系構築指導1社を残し構築を完了

REACH対応（対象物質洗い出しと原料メーカー意向確認）

PL・品質保証アセスメントの一体的運用開始
主要グループ企業での育児短時間勤務制度や失効年次有給休暇積立制度の拡充、
在宅勤務制度の導入検討
時間外労働削減の取り組み（ノー残業デーの巡回や長時間労働者への指導徹底）
女性管理職3倍増計画（対2002年）を達成、女性社員新卒採用30％遵守継続

コア人財研修にグローバルクラス設置
定年後再雇用者の増加、労働組合員化検討
サポート労働力（非正規雇用者）の活用状況確認・是正
購買承認権限の見直しと適正化の実施、請負の実態調査と適正化の実施
化学物質管理DBのシステム構築をほぼ完了
基幹システムとCSRデータの連携化の仕組み構築
グループグリーン調達基準をインターネットホームページで公開
主要取引先へのアンケート調査と評価を実施
「自然に親しむ会」、海外植樹の実施

「自然に親しむ会」リーダー講習会の実施

グループ会社へのJSOX法対応の徹底と内部監査による
評価と改善
ガバナンスガイドおよび内部統制システム整備決議の見
直し継続
「環境配慮設計ガイドライン」の社員への教育
環境フォーラムの実施、国内主要事業所へのキャラバン
ワークライフバランス、CSR調達で関連部署と協働で
推進
日本版改定行動規範・基準の周知・浸透の継続

海外グループ会社の企業倫理教育徹底の継続

ホットラインの対応力強化・信頼度の向上

重要リスクの管理と対策推進
訓練の継続、各事業グループにおけるBCP作成
規程、ガイドラインの体系化、整備
引き続きの調査・検討継続
松山、徳山、三島、岐阜地区での開催
次期中期計画におけるCO2削減プロジェクト計画の確認

活動実績の集約開始
CO2削減活動の推進
化管法、化審法改正への対応
各所運用実態のフォロー
海外グループ会社での削減推進
各所運用実態のフォロー
ゼロエミ推進連絡会でのフォロー
監査Ⅱでのフォロー
運用の定着化
－
エコマラソンのインターネット運用への移行と推進。環境フ
ォーラムなどの機会活用
事故原因の徹底究明と再発防止対策の確実なフォロー、
事故情報の共有化・水平展開の推進
防災専門チームによる防災対策支援の継続推進
防火の日の設定による防火意識高揚、電気火災予防対策の推進
建物の防火対策推進ガイドライン制定の検討
防火管理定期チェックの実施、防火管理連絡会による情
報交換、防火技術レベルアップ
新防災診断チェックリストの拡大
ミニ防災診断によるリスク低減状況フォロー
休業災害度数率目標：2008年0.3以下
作業リスクアセスメントの徹底継続
製造事業所への労働安全活動巡回指導継続実施
厚生労働省ポジティブリスト品の代替化推進（2011年3月
目標）
OB石綿健康診断の継続実施
有害化学物質によるリスク洗い出しと対策推進
メンタルヘルスケア活動の推進（予防を重点とする活動）
特定健康診査、特定保健指導の推進
監査B：外部提出書類の信頼性確保
EUでのワークショップ開催などによる定着推進、アジア
地区での構築完了
唯一の代理人契約、予備登録および登録準備と「手引書」
作成状況フォロー
GL見直し（公的なハンドブック類との整合性確保など）
制度の普及と適用グループ会社の拡大

ワークライフバランスに関する社員の意識改革策継続
新卒採用女性比率30％を継続、女性管理職育成は次期中
期計画策定
国内グループ企業の新卒採用の外国籍社員の増加
定年後再雇用者の増加と労働組合員化
適正性確認・是正の継続
グループ連絡会議等による横方向の浸透拡大
データの蓄積と活用の開始
アンケートシステムの業界デファクト化へ推進
説明会等による一層の周知徹底
回答企業数の拡大と低評価企業の指導
「自然に親しむ会」（自然観察会、探鳥会）の推進・拡大
海外植樹の実施
新規プログラムの追加
「自然に親しむ会」のリーダー講習会の実施
社員のボランティア活動を推進する仕組みを検討
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B

2007年度の実績

実施内容と成果 自己評価
参照ページ

2008年度の目標と課題

主な実施予定項目

自己評価　A：達成した B：だいたい達成した C：不十分であった
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1999年以来、コーポレート・ガバナンス

の基本を「透明性の向上」「公正性の確保」

「意思決定の迅速化」「監視の独立性の確

保」とし、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。

そして2003年には、「コーポレート・ガ

バナンスガイド2003」（2007年に軽微な

改定）を制定し、一連の改革とガバナン

スについて明文化し、公表しました。そ

の後も、監査役会の機能強化と独立性を

高めるため社外監査役の増員を行うな

ど、社会環境、法的環境の変化に伴い見

直しを行っています。

コーポレート・ガバナンス体制

1999年以来、帝人グループはコーポレート・ガバナンスの強化を続けてきました。

2007年度はコーポレート・ガバナンスガイドの改定や、

アドバイザリー・ボードの運営を行いました。

ビジョンと戦略

コーポレート・ガバナンス強化の歩み

国内外の有識者による「アドバイザリ

ー・ボード」を設置し、取締役会の諮問機

関と位置付けて運営しています。

「アドバイザリー・ボード」は独立性を

確保した5～6名の社外アドバイザー（日

本人3名、外国人2～3名）と会長、社長

（CEO）で構成し、定例会合を年2回実施

します。「アドバイザリー・ボード」は経営

全般への助言・提言のほか、指名・報酬委

員会機能をもち、1）社長の交代および後

継者の推薦、2）帝人グループの役員報酬

制度・水準の審議、3）社長および代表取

締役の評価等を行います。

2008年1月の社長交代（内定）に際して

は、当ボードで長島徹前社長の後継者指

名についての審議が行われ、指名委員会

機能を適切に果たしました。

アドバイザリー・ボード

持株会社の帝人（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名程度と定め、業務執

行に関しては大幅な責任・権限委譲によ

る執行役員制を導入しています。また、

取締役のうち3名については独立性を確

保した社外取締役とし、さらに、監視・監

督と社内的業務の分離のため、取締役会

の議長は業務執行に関わらない会長が務

めることとしています。

監査役会は5名で構成し、独立性を確

保した社外監査役を過半数の3名とし

て、経営に対する監視・監査機能を果た

しています。また、グループ企業の監査

役で構成するグループ監査役会では、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、より公正な監査を

推進する体制を整えています。

意思決定、業務執行、監視・監督の

分離と強化

帝人グループのコーポレート・ガバナンス体制

アドバイザリー・ボード�

株
主
総
会�

指名・報酬委員会�

CEO※2

　CSO※3

　CSRO※4

　CTO※5

　CMO※6

　CFO※7

　CHO※8

　CIO※9

　CENO※10

取締役会�
合計10名（うち社外3名）

TRMコミティー※1�
（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：TRMコミティー、トータルリスクマネジメント委員会
事業活動を阻害するあらゆるリスク（不確実性）に対処するため、2003
年に取締役会の下に設置。CEO、CSO、CSRO、CTO、CHOをメンバ
ーとして、経営戦略リスクと業務運営リスクを統合的に管理し、重大リ

スクに迅速に対処しています。

※2：Chief Executive Officer、最高経営責任者
※3：Chief Strategy Officer、グループ経営計画責任者
※4：Chief Social Responsibility Officer、グループCSR責任者
※5：Chief Technology Officer、グループ技術責任者
※6：Chief Marketing Officer、グループマーケティング責任者
※7：Chief Financial Officer、グループ財務責任者
※8：Chief Human Resources Officer、グループ人財責任者
※9：Chief Information Officer、グループ情報責任者
※10：Chief Engineering Officer、グループエンジニアリング責任者

アドバイザリー・ボードによる社長交代指名審議
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ステークホルダーへの付加価値配分

帝人グループを支える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は極めて基本的な責任ですが、

ステークホルダーの皆様に対し、事業で得た利益を適切に配分することも重要な社会的責任であると考えています。

経済性報告

2007年度の主なステークホルダーに

対する付加価値の配分は、以下のとおり

です。

付加価値総額は、売上総利益（売上高

―製造原価）から、運賃諸掛、減価償却費、

研究開発費、販売促進費、賃借料、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。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。

帝人グループのステークホルダー

ステークホルダー

株主

社員

債権者（金融機関）

行政機関（国、自治体）

地域社会

企業（帝人）

環境

総額

内　容

配当金

給料・賃金、賞与一時金、退
職給付費用の総額

支払利息

法人税・住民税・事業税等の
納税額の総額

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

剰余金の増加額

環境保全費用

備　考

決算短信掲載の数値

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

決算短信掲載の数値

決算短信掲載の数値

CSR室集計

決算短信掲載の数値

環境安全室集計

金額（億円）

78.7

508.6

108.4

146.9

9.1

30.5

124.1

1006.3

ステークホルダーへの価値配分比率

株主　7.8%

社員　50.6%
　債権者（金融機関）　10.8%
行政機関（国、自治体）　14.6%

地域社会　0.9%
　企業　3.0%
　　環境　12.3%

地球環境�

マスメディア�

政府・官公庁�

自治体�

地域住民�
NGO
NPO

株主�
社員・�
労働組合�
求職者�

顧客・消費者�

仕入先�
協力企業�

金融機関�

業界団体�

ポリエステル�
繊維事業�
グループ� 高機能�

繊維事業�
グループ�

個別管理会社�

フィルム事業�
グループ�

新事業開発�
グループ�

樹脂事業�
グループ�

IT事業�
グループ�

医薬医療事業�
グループ�

流通・�
製品事業�
グループ�

●直接的なステークホルダー�
●間接的なステークホルダー�
●出資者�

ステークホルダーへの付加価値配分
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帝人グループでは、すべての事業活動

に関わる環境保全、防災・安全、健康に

ついての基本方針として、企業理念に基

づく「帝人グループ地球環境憲章」「帝人

グループ地球環境行動目標」「帝人グル

ープESH基本方針」を定めています。

2007年、環境経営宣言に基づき、「帝人

グループ地球環境憲章」「帝人グループ地

球環境行動目標」を改定。また、環境保

全（地球温暖化（CO2）、化学物質、廃棄物）

に関して中期目標に加え、2020年を目標

年とした長期目標も設定しました。

また、地球環境や地域社会の環境負荷

を削減するとともに、社員の安全・健康

を確保し、企業としての社会的責任を果

たし、社会の発展に寄与するため、グル

ープCSR委員会を編成し、ESHマネジメ

ントをすすめる体制を構築し、CEOの分

身であるCSRO（グループCSR責任者）

を責任者としています（→P17）。グルー

プCSR委員会のもとにグループESH部

環境、防災・安全、健康を一元管理して推進

帝人グループの企業理念に基づいて地球環境憲章、行動目標、環境・安全基本方針を定め、

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

また、定期的なESH活動状況の監査を行い、継続的な改善に努めています。

環境・安全報告　環境・安全マネジメント

ESH推進体制

取締役会�

社長CEO

CSRO

グループCSR委員会�

グループESH部会�

ポリエステル繊維事業グループ�

高機能繊維事業グループ�

流通・製品事業グループ�

フィルム事業グループ�

樹脂事業グループ�

医薬医療事業グループ�

IT事業グループ�

新事業開発グループ�

機能スタッフ�

環境・安全室�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

事業ESH委員会�

ESH指揮系統�
事業指揮系統�

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

帝人グループESH基本方針

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。

帝人グループ地球環境憲章 （1992年12月制定、2007年7月改定）

中長期目標

区　分

地球温暖化

（CO2削減）

化学物質

廃棄物

長期目標

CO2排出量を1990年度比、2020年度20％以上削減する。

欧米圏：CO2排出量を2010年度比、2020年度10％以上削減す
る。アジア：CO2排出原単位を2010年度比、2020年度10％以
上改善する。

化学物質の環境排出量を1998年度比、2020年度80％以上削減
する。また、2010年をめどにリスク評価法を策定し、数値目標
を設定する。

－

非有効活用廃棄物を、1998年度比、2020年度85％以上削減する。

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する。

中期目標

CO2排出量を1990年度比、2010年度10％以上削減する。

CO2排出原単位を年1％以上改善する。

化学物質の環境排出量を2005年度比、2011年度30％以上削
減する。

大防法規定のVOC物質の大気排出量を、2000年度比、2010年
度末までに50%以上削減する。

非有効活用廃棄物※1を、2005年度比、2011年度50％以上削減する。

年間総量500トン以上廃棄物を排出する事業所・工場は、2011
年度末までにゼロエミッション※2を達成する。

国内

海外

グループ

国内

グループ

国内

対象

※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

※ESHはEnvironment（環境）、Safety（安全・防
災）、Health（健康）の略称です。

グループESH※マネジメント組織・体制

（中期：2006年4月、長期：2007年12月制定）
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会を編成し、環境、防災・安全、健康を一

元管理するマネジメントを行っています。

グループESH部会は、各事業グル－プ

のESH管理組織を代表する事業ESH委

員長および機能スタッフ組織の長で構成

し、グループとしての方針、中長期目標

および年度重点活動事項などを審議、決

定するとともに、定期的にESH活動状況

の監査を行っています。また、グループ

が共有化すべきESH管理に関する規程、

基準、ガイドラインを定め、イントラネッ

トで公開し、それらに沿ったESH活動を

グループ会社が推進し、継続的改善をす

すめています。

さらに、地球温暖化防止のための社員

の意識啓発を兼ねた具体的な取り組みと

して、2008年4月より、オフィスおよび業

務用車両のCO2削減についてグループで

取り組みを開始しました。

ESH監査

グループで実施しているESH監査に

は、事業グループのESH委員長が事業

所・工場などの生産現場でESH管理状況

を監査するESH監査Ⅰと、事業グループ

ESH委員長が事業グループ内の環境活

動の状況を監査するESH監査Ⅱがありま

す。さらに、監査Ⅰ、Ⅱの実施状況は

ESH監査Ⅲで報告され、CSROが各事業

グループの活動に対して必要な指導、助

言などを行っています。

帝人グループESH報告会、

各事業グループ大会

各事業グループでは、グループ内の

ESH管理に関わる意思疎通、情報の共有

化などを図り、ESH管理をより充実した

ものとするため、グループごとに事業グ

ループESH委員長の主催でESH大会を

年1回開催しています。

大会では、各部署のESHに関する活動

報告やパネルディスカッション、外部講師

等による講演等を実施しています。さら

に年1回、CEO、CSROと全事業グルー

プ長が出席してESH報告会を開催し、席

上で各事業グループ長は自らが管理する

事業グループのESH管理状況をCEO、

CSROに報告しています。

ESH研修会

帝人グループでは、国内外グループ会

社のESH管理レベルの向上をめざし、グ

ループ会社の社長はじめ、ESH管理に携

わる役員、ESHスタッフ、ライン管理者

を対象とした各種の集合教育を実施して

います。

グループのESH方針や管理体制、考え

方、活動内容等を教育するESH研修会は、

2002年1月より国内グループ会社の管理

者を対象にスタートしました。海外グル

ープ会社の管理者を対象とした研修会

は、2003年東南アジア地区を皮切りに

開催。国内では毎年、海外では東南アジ

ア、EU、北米、中国の4地域に分け、2年

に1回開催しています。2007年度は、7月

に大阪本社で実施、グループ内各社より、

基礎講座に89名、レベルアップ講座に68

名、あわせて157名が受講しました。

また、ESHコンプライアンスの強化・

推進を目的に、2005年より国内グループ

会社を対象にESHコンプライアンス内

部監査員の養成講座の開催を開始し、一

定レベルの知識を習得した受講者を監査

員として認定しています。監査員は2007

年度末現在、のべ427名となりました。

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

2007年度監査実績

国内22、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

ESH監査、報告会、研修会
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帝人グループでは、製造、加工などの

プロセスにおける化学物質の取り扱い

や、燃料などエネルギーの使用、水の使

用、発生する廃棄物の処理などにより、

環境にさまざまな負荷を与えています。

グループでは、これらの環境負荷に関

わる法規制や自治体との協定を遵守する

とともに、環境負荷を軽減するため、省

エネルギーや省資源活動を通じ、資源、

エネルギーの効率的な活用を図ると同時

に、化学物質の環境排出削減や、廃棄物

の有効活用、土壌・地下水の汚染防止な

ど、さまざまな活動に自主的に取り組ん

でいます。

また、製造、加工などの局面に加え、

グループの製品がユーザーにより使用、

消費、さらには廃棄されることによる環

境負荷も考慮する必要があります。この

ため、調達・生産・販売・使用・廃棄とい

う、製品のライフサイクル全体が環境に

与える影響を評価する制度などを導入

し、易リサイクル性、リユース性の追求

や、新たな機能の開発など、製品におけ

る環境負荷削減も推進していきます。

環境・安全報告 環境保全

帝人グループでは、地球温暖化防止に

資するため、従来より省エネルギーを推

進してきましたが、2005年2月の京都議

定書の発効を受け、国内グループ会社に

ついては、CO2総排出量の削減目標を設

定し、省エネルギーに加え、バイオマス

燃料など再生エネルギーの採用や、CO2

排出比率の小さい燃料への転換などをす

すめています。

2007年度の生産活動に由来する国内

CO2排出量は、省エネルギーの効果や生

産量の変動により195万トンとなりまし

た。これは2006年度より3％の減少とな

りました。一方、海外グループ会社では、

省エネルギー推進などによるエネルギー

効率の向上をすすめ、CO2排出原単位を

改善する取り組みを行っていますが、生

産量の増加、石炭使用量の増加もあり、

CO2排出量は150万トンと、前年度より

微増となりました。

また、グループ全体のCO2排出量は、

2007年度345万トンとなり、2006年度

より1％の減少となりました。

2020年度長期目標

環境経営への取り組みに伴い、2020

年度を目標とした長期目標を設定しまし

た。国内はCO2排出量を1990年度対比

20％以上削減、欧米圏のグループ会社も

CO2排出量を2010年度対比10％以上削

減し、中国・東南アジアのグループ会社

は、CO2排出原単位を2010年度対比

10％以上改善することを目標とするもの

です。

2007年帝人グループの環境負荷

INPUT�
投入量�

OUTPUT�
排出量�

帝人グループ�

海水使用量�
1.26億t

淡水使用量�
1.02億t

エネルギー�
49.4×106ギガジュール�

取扱化学物質�
224万t

総排水量�
2.12億t

非有効活用廃棄物
1.00万t

CO2

345万t
環境排出化学物質�

3,585t

製造加工� 廃棄�

中間製品� 製品� 使用�

原料� リサイクル� 回収�

2020年の目標達成をめざして環境負荷を低減
帝人グループの環境経営3本柱のひとつ、「環境保全」。

ライフサイクル全体で事業活動に伴う環境負荷を把握しています。

2020年に向けて、積極的に環境負荷低減の施策を展開していきます。

帝人グループの環境負荷

地球温暖化防止と省エネルギー

国内：CO2排出量を2010年度までに
1990年度対比10％以上削減

海外：生産量あたりのCO2排出原単
位を前年比1％以上改善

中期目標
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生産におけるCO2排出量削減への取り組み

帝人グループでは、再生可能なエネル

ギーであるバイオマス燃料の活用や、重

油からガス燃料への転換などによりCO2

の削減に取り組んでいます。

2007年2月、帝人デュポンフィルム宇

都宮事業所でボイラー燃料を重油から都

市ガスへ転換したことに続き、2008年2

月には、帝人岩国事業所でもボイラー燃

料を重油から液化天然ガスへ転換し、こ

れにより年間約1万トンのCO2を削減す

る見通しです。

また、タイでは2 0 0 7年のT e i j i n

Polyester（Thailand）（TPL）に続き、

Thai Namsiri Intetex（TNI）でも、重油

から天然ガスへの燃料転換を実施してい

ます。一方、Teijin（Thailand）（TJT）では、

燃料事情から2007年12月、蒸気ボイラ

ーの一部を石炭焚きに変更しました。こ

の変更によるCO2増加は約1万トンとな

ります。TJTでは省エネルギーの推進に

より、CO2排出原単位の改善を一層すす

めることとしています。

今後も各所のエネルギー使用状況やイ

ンフラを考慮しながら、CO2排出量の削

減に取り組んでいきます。

物流におけるCO2排出量の削減

帝人グループ地球環境憲章に基づき、

物流におけるCO2削減にも取り組んでい

ます。2006年度の改正省エネ法の施行

で経済産業省よりエネルギー使用量、

CO2排出量の算定方式が示されたことか

ら、その方式に基づき実績値を把握する

仕組みを構築。当グループにおいて物流

分野で環境負荷の大きい事業会社は素材

系事業会社で、その内訳は下記円グラフ

の通りです。

グループの特定荷主において、中長期

的な目標として毎年前年対比原単位で

1％以上の削減をめざしていますが、

2007年度は3.35％の削減（絶対量で560

トンの削減）となり、目標を達成しました。

事業別に事業スタッフ、物流専門スタッ

フに加えて委託物流事業者も含めたメン

バーで推進体制を立ち上げ、下記の対策

を積極的に推進した結果です。

2008年度は、顧客に納入時の輸送で

発生したCO2排出量をお知らせすること

で、顧客と連帯し、さらなるCO2排出量

削減につなげるべく検討中です。

社員参加型のCO2排出削減活動

社員の日常生活においても、省エネ指

向のライフスタイルの定着をめざす「エ

コマラソン」の継続実施に加え、新たに

レジ袋を削減する活動として「みどリン

グ大作戦！」を開始しました。「みどリン

グ大作戦！」は、社員が断ったレジ袋の枚

数をHP上で入力し、ガソリン換算するこ

とにより、「その量で車が走行できる距離」

に置き換えて「見える化」する活動です。

このような活動で社員の意識啓発を行

い、持続可能な社会の構築に努めていき

ます。

なお、2007年度のエコマラソンには、

7月から9月の間に1,161人が参加。3カ

月間で40,830kgのCO2を削減（樹木換

算で2,916本）しました。また、「みどリン

グ大作戦！」（2007年7月～2008年3月末

実施）への参加者は1,358人、レジ袋削減

枚数71,984枚、ガソリン換算で321L、

CO2排出削減量は745kgでした。

生産におけるCO2排出量の推移
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333
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基準年および2003年から2006年のCO2排出量

は、本報告書より、温室効果ガス算定・報告マニ

ュアルに従って外販電力などに起因するCO2排

出量を控除し、修正しています。

主な削減施策

モーダルシフト
・トラック輸送→船舶輸送の一層の移行
総輸送距離の削減
・トラック積載率の一層の向上
・大型輸送手段による便数の削減

2007年度帝人グループ
国内特定荷主に関わるCO2排出量（t／年）

総排出量�
27千t

帝人ファイバー�
35％�

帝人化成�
40％�

帝人デュポンフィルム�
25％



27 TEIJIN CSR Report 2008TEIJIN CSR Report 2008

環境・安全報告 環境保全

帝人グループでは、化管法※1第1種指定

化学物質（354物質）と日本化学工業協会

（日化協）指定化学物質（280物質）の重複

指定を除いた480の化学物質を対象とし、

環境への排出量削減に取り組んでいます。

中期目標に加え、国内グループ会社は、

大気汚染防止法で定めるVOC（揮発性有

機化合物）の排出量を、2010年度までに

2000年度対比50％以上の削減（1998年

度対比では72％以上削減）を目標として

います。

また、化学物質に関わる2020年度の長

期目標として、環境排出量を1998年度対

比80％以上削減することに設定しました。

2007年度化学物質の排出状況

2007年度の化学物質の環境排出量は、

グループで3,585トンとなりました。国

内は2006年度対比7.0％削減しました

が、海外では、ポリカーボネート工場の

生産増もあり、使用しているジクロロメ

タンの排出量が大幅に増加し、2006年

度対比49.8％増加。グループ全体でも

2006年度対比9.8％の増加となりまし

た。今後、ジクロロメタンの削減対策を

重点的に進めていきます。

なお、環境排出量の内訳は、大気への

排出が94.3％、水域への排出が5.7％で、

埋立ならびに土壌への排出はありません

でした。また、化管法第1種指定化学物

質の排出量でも、ジクロロメタンの増加

により、2007年度2,410トンと2006年度

に対し18％増加しました。

一方、国内におけるVOC排出量は、

2010年度までに2000年度対比50%削

減を目標としていますが、2007年度は

2004トンと、2000年度対比41.4％の削

減となりました。

大気負荷と排水、COD（BOD）負荷

帝人グループにおける燃料使用に伴う

SOx排出量は、2007年度国内グループ

が0.65万トンと昨年とほぼ同等でした。

海外では、重油から天然ガスへ使用を切

り替えた会社があり、昨年度対比38％減

の0.23万トンとなり、グループでも0.88

万トンと、昨年より15.3％の減少となり

ました。2007年度に帝人グループが使

用した工業用水（地下水を含む）と水道水

は、国内グループが0.83億トン、海外が

0.19億トン、合計1.02億トンとなりまし

た。淡水使用削減のための国内における

冷却用の海水使用量は、昨年とほぼ同様

※1：特定化学物質の環境への排出量の把握及び
管理の改善の促進に関する法律

化学物質の排出量推移
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2007年度の化学物質排出量上位10物質の内訳

総排出量�
3,585t

Nｰメチルピロリドン　3.8％
　トルエン　3.0％
　　プロピルアルコール　2.7％
　　　テトラヒドロフラン　2.7％�
　　　　メタクリル酸　2.5％�
　　　　　その他　9.9％� ジクロロメタン�

（塩化メチレン）�
44.1%�
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10.2%

メチル�
アルコール�
5.2%

アセトン�
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赤文字は化管法第一種指定化学物質�

SOx排出量推移
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化学物質の排出削減

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

国内：VOCの排出量を2010年度まで
に2000年度対比50％以上削減

中期目標

化管法第一種指定化学物質の排出量内訳
物質名

ジクロロメタン（塩化メチレン）

N,N-ジメチルホルムアミド

トルエン

メタクリル酸

キシレン

無機シアン化合物

アクリロニトリル

エチレングリコール

チオウレア

ベンゼン

テレフタル酸

その他

合　計

量（t）

1,582.3

387.2

108.4

89.6

73.6

65.9

35.1

24.2

11.2

5.6

5.6

21.6

2,410.3
排出量の精度向上を行い、2006年度以前のデー
タを修正しています。
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の1.26億トンでした。海水も加えたグル

ープの総排水量は2.12億トンと、やはり

昨年とほぼ同様となりました。排水に伴

うCOD負荷量（化学的酸素要求量）と

BOD（生物化学的酸素要求量）の合計は、

国内グループ会社で592トン、海外グル

ープ会社では470トンでした。

となりました。海外では、生産拠点が新

たに2カ所増えましたが、有効活用の促

進に努め、2007年度の非有効活用廃棄

物は0.83万トンと昨年対比17.5％削減

し、その中で、帝人化成複合塑料（上海）

がゼロエミッションを達成（→P16）海外

での達成は3事業所・工場となりました。

帝人は、グループとしての土壌・地下

水汚染防災ガイドラインを、2006年度に

制定しました。これに基づき、国内外で

の汚染防止に努めています。

帝人ネステックスにおいて、2005年度

に閉鎖した石川県の大聖寺工場の跡地を

売却・転用するため、2007年度に自主的

な土壌調査を実施したところ、敷地の一

部で汚染があることが判明しました。こ

のため、県と市に届け出るとともに、近

隣住民の方へ説明を行いました。県によ

る周辺井戸の地下水調査の結果、水質の

汚染はないことがわかりました。2007年

11月より、県と市の指導のもと、土壌浄

化工事を開始しました。引き続き、汚染

の防止、適正な処理を図っていきます。

帝人は2008年4月に「企業と生物多様

性イニシアチブ」に入会し、今後同団体

を通じて生物多様性の保全に関する共同

研究を実施していきます。

※2：熱回収されずに焼却処理される廃棄物、また
は埋立処理される廃棄物を示す

帝人グループでは、廃棄物の発生削減

による省資源に取り組むとともに、非有

効活用廃棄物の再使用や、マテリアル、

ケミカル、サーマル等のリサイクル処理

への転換に取り組んでいます。

中期目標は1998年度対比に換算する

と81％以上削減となりますが、さらに長

期目標として、2020年度に1998年度対

比85％以上の削減を設定しました。

また、グループでは、事業所、工場単

位で削減への取り組みを続け、国内にお

いては廃棄物を500トン以上排出する事

業所・工場において2011年度までにゼ

ロエミッション（定義→P16）を達成する

ことを中期目標としています。

2007年度グループの廃棄物総排出量

11.0万トンに対し、非有効活用廃棄物量

は1.0万トンと、9.0％でした。国内の非

有効活用廃棄物は0.17万トンと、2006

年度対比22.5%削減となり、東邦テナッ

クス三島事業所が新たにゼロエミッショ

ンを達成しました。この結果、国内のゼ

ロエミッション達成は、11事業所・工場

非有効活用廃棄物量の推移
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廃棄物の管理・削減 土壌・地下水汚染の防止と浄化

非有効活用廃棄物※2を2011年度まで
に2005年度対比50％以上削減する

中期目標

2005年度より、CODとBODを区分して集計して
います。2006年度のBOD集計値は、集計精度向
上により修正しました。

生物多様性への対応
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帝人グループでは、1997年より「エコ

派宣言」ブランドのもと、さまざまなエコ

プロダクツを市場に提供。3R（Reduce、

Reuse、Recycle）のコンセプトのもと

に、開発から生産、流通、消費、廃棄のラ

イフサイクルにおける環境負荷の低減を

推進してきました。

2006年4月には「環境経営」をテーマ

とした「環境経営研究会」を発足させ、

「環境経営」に関する考え方を提言として

まとめました。また、2006年度には環境

経営の考え方を社員に徹底すべく「企業

行動基準」の製品と環境に関する項目を

見直し、改訂しました。

さらに、2007年3月に「環境経営検討

会」を発足させ、帝人グループの「環境経

営」の基本、1）製造・加工・営業段階での

環境負荷を低減する環境保全活動、2）環

境配慮型製品の設計のあり方、3）新規環

境ビジネスの探索などについて検討・協

議してきました。

2007年8月には、グループPL・品質保

証部会に環境配慮設計ワーキンググルー

プを設置し、環境配慮設計を帝人グルー

プで一体的に推進するための基本方針、

運用体制（帝人グループでのPDCAサイ

クルの仕組み）、アセスメント基準の制定、

および認定制度について議論し、これを

「環境配慮設計ガイドライン」としてまと

めました。

2008年1月に「環境配慮設計ガイドラ

イン」が承認され、中核のグループ会社

において、運用を開始しました。

環境配慮設計ガイドラインを定め製品の環境配慮度を認定する

環境経営3本柱の2つめである「環境配慮設計」。

これまで開発してきた環境配慮型製品を、新たな定義でもう一度見直します。

そのために、チェックリストや認証制度の整備を行っています。

環境・安全報告 環境配慮設計

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

改訂版企業行動基準より

環境に配慮した製品・プロセス設計をさらに
推進するため、帝人グループに適した環境配
慮設計の方向性・基準を明らかにするととも
に、環境配慮設計製品・プロセスの認定制度を
設け、該当製品・プロセスの拡大をめざす。

ガイドライン制定基本方針

1）運用体制（帝人グループでのPDCAサイク
ルの仕組み）

2）アセスメント基準の制定

・環境配慮設計製品・プロセスの方向性、考
え方

・帝人グループとしての認定の基準

3）申請、評価、認定、登録、実績検証、目標設
定などを行うためのそれぞれの判断基準の
制定

ガイドラインの骨格

ガイドライン制定の経緯
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帝人グループでは、このガイドライン

の中で、環境配慮設計に関わる独自の改

良チェックリスト法※1を制定しました。こ

の改良チェックリスト法で製品のライフ

サイクル全体を対象としたアセスメント

を行います。ライフステージ中の自社工

程の環境負荷については正確な数値が把

握できますが、それ以外のステージにつ

いては、数値把握が困難であるため、自

社工程（データ採取が可能な範囲）は環

境・資源効率（対象製品環境・資源効率指

標／基準製品環境・資源効率指標）を、ま

た自社工程以外ではチェックリストを使

用し5段階評価を行います※2。

チェックリストは、「原料・素材」と「完

成品」の2種類あり、製品の形態に対応し

た評価ができるようにしています。安全

性、省エネルギー、省資源、環境保全、情

報の提供、製造段階における環境負荷の

低減の6つの共通した大項目を設けてい

ます。これを「原料・素材」では23の中項

目、また「完成品」では20の中項目から、

さらに細分化した小項目について、調達

から生産、販売、使用、（再生整備：完成

品のみ）、廃棄の各段階を評価します。設

問の総数は、原料・素材用で82問、完成

品用で95問です。

改良チェックリスト法

新規製品の中でも一定の売り上げが予

想されるもの、また認定を希望するもの

に関して、各担当部署の部署長は、それ

ぞれの原料・素材、または完成品につい

て、この改良チェックリスト法を用いた自

己評価を行い、重要評価項目に評点1が

なく、かつ評価項目の中に評点5がある、

もしくは4が2つ以上ある場合、認定を申

請します。事業PL・品質保証委員会が自

己評価結果の妥当性を審査したうえで、

グループPL・品質保証部会に認定申請し

ます。環境配慮設計推進専門部会で審査

し、適合したものをグループPL・品質保

証部会長が環境配慮設計製品に認定しま

す。認定後もPL・品質保証監査において

定期的に認定製品の適合性検証を行い、

認定継続か取り消しかの判断をします。

2008年1月から運用を開始。経過処置

として、帝人グループの現状把握のため、

既存の「エコプロダクツ」製品をガイドラ

インに基づき評価します。2008年8月を

めどに、環境配慮設計推進の指標とすべ

き目標設定のあり方を検討するとともに、

ガイドラインの見直しを行う予定です。

※1：従来の「チェックリスト法」「環境効率法」
「LCA法」を帝人グループ独自で改善した手
法。ライフステージ中の自工程は定量的な

評価を、自工程以外はチェックリストを使用

し評価する。改良チェックリストでは、省エ

ネルギー、省資源、安全性、環境保全性、情

報の提供、製造段階における環境負荷低減の

6項目に集約し、調達・生産・販売・使用・再生
整備・廃棄の各ステージで5段階評価する。

※2：比較対象とすべき従来品または他社品と同
等な場合を2点、劣る場合を1点、優れる場
合をその度合いにより3～5点として採点し
ます。

環境配慮設計認定制度

帝人グループCSR委員会

帝人グループ　PL・品質保証部会 環境配慮設計推進専門部会�

認定審査�

認　　定�

検証；PL・品質保証監査�

ガイドライン・推進計画など見直し�

認定申請�

自己評価〈チェックリスト〉�

申　　請�

環境配慮設計運用組織
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帝人グループでは、1997年に環境配

慮型製品の統一ブランドとして「エコ派

宣言」を発表し、さまざまなエコプロダ

クツ（環境配慮型製品）を市場に提供して

きました。2007年に発表した環境経営

宣言（→P7）に基づき、改めて環境ビジ

ネスを「環境改善への貢献自体を目的と

するビジネス」と定義しました。

事業の大半を占める素材ビジネスで

は、1990年代の半ばから、PETボトルか

らのリサイクル繊維の販売をスタートする

など、環境ビジネスを展開してきました。

さらに、環境負荷調査・モニタリングや、

工場から排出される煙の中の有害物質を

取り除く事業にも取り組んできました。

2006年度より環境・エネルギー分野を

帝人グループの注力市場のひとつと位置

づけ、事業開発に取り組んできた中で、

2007年、水処理ビジネス推進チームを設

置。また、長年開発を続けてきた耐熱性

バイオプラスチックを「バイオフロント」と

して発表し、事業を展開しています。

さらに、2007年に100％植物由来のバ

イオプラスチックのリーディングカンパ

ニーであるネイチャーワークス社に折半

出資したほか、バイオディーゼルの副産

物からバイオメタノールを製造する

BMCH社に出資するなど、環境経営戦略

をグローバルに展開していくために積極

的な投資も行っています。

環境・安全報告 環境ビジネス

環境ビジネスの強化

環境経営3本柱の3つめ「環境ビジネス」では、

帝人がこれまでの歴史のなかで培ってきた技術を駆使して、

水処理ビジネスや環境負荷モニタリングなど、社会に役立つ技術を生み出しています。

環境ビジネス

水処理ビジネス

世界では、急激な人口の増加・産業の

発展などにより、水不足や生活用水の汚

染などが深刻な問題となっています。帝

人グループでは、排水および下水の再利

用という分野における水処理事業を環境

ビジネスの一つの柱と定め、それまで

個々に研究・開発を行っていた帝人およ

び関連会社の水関連事業の連携を深める

べく、昨年WPT事業推進班（WPT：

Water Purification Treatment）を発足

させました。

WPT事業推進班がめざすものは、「環

境にやさしい技術・水処理ソリューショ

ンの提供」です。例えば、工業排水のリサ

イクル使用による水資源のゼロ・エミッ

ション実現や、バイオ処理など省エネ効

果のあるプロセスを活用してCO2削減に

貢献するなど、環境に調和する企業活動

を推進していきます。

帝人ではまず、工業排水における水循

環システム分野への進出をめざしていま

すが、その中核となるのが微生物を用い

た生物処理装置「MSABP」です。これに

電解触媒処理装置「ELCAT」やオゾン処

理装置「HiPOx」などの高度処理を組み

合わせることにより、水の再生・循環シ

ステムを作り上げていく計画です。

また、帝人グループの素材技術を活か

して、炭素繊維を利用した水浄化材の販

売や、独自に開発した機能材料「鈴状構

造体」を応用した水処理技術の研究もす

すめています。

バイオフロント®

2004年より、帝人グループは、（株）武

蔵野化学研究所、（株）ミューチュアル、京

都工芸繊維大学の木村良晴教授らとバイ

オプラスチックの研究に取り組んできま

した。結果、2006年にこれまでにない耐

熱性バイオプラスチックを開発し、これ

を統一ブランド「バイオフロント」と名づ

けました。

さまざまな環境ビジネス

水処理・分析に関する専門技術�

高度処理�

吸着処理：担持技術・鈴状構造担持�

電気処理：ELCAT�
酸化処理：HiPOx

基礎的処理�

BOD／COD：生物処理�
�

多段型生物式処理装置：MSABP

高品質・低コストな�
水処理ソリューションの提供�

帝人グループの水事業コンセプト・技術

ポリマー�
�
空洞�
�
吸着剤や微生物などの�
機能物質�

帝人独自開発の鈴状構造体
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このバイオフロントは、武蔵野化学研

究所が生産するL乳酸、その光学異性体

であるD乳酸を帝人独自の結晶化技術に

より、安定性の高い構造に加工したもの

です。この結晶構造によって、融点はこ

れまでのポリ乳酸を40℃上回る210℃と

なりました。この耐熱性の高さは、代表

的なPBT（ポリブチレンテレフタレート）

に匹敵し、従来のバイオプラスチック製

繊維では不可能だったアイロンがけも可

能です。さらに、フィルムの透明性につ

いてもPET（ポリエチレンテレフタレート）

を上回ります。植物由来の原料を使用し

ているため、環境にやさしいプラスチッ

クでもあります。

今後、「バイオフ

ロント」は耐熱性

を必要とする繊

維、フィルム、樹

脂の各分野で展開

していく予定で

す。その第一弾と

して、マツダ（株）

とともに自動車用

シートファブリックの開発に成功しまし

た。2008年度には数百トン規模での市

場参入をめざしています。

取り扱い部署は帝人（株）新事業開発

グループHBM事業推進班です。

ネイチャーワークス社への資本参加

帝人グループでは、環境ビジネスの一

環として、2007年度に100％植物由来の

バイオプラスチックの原料であるポリ乳

酸のリーディングカンパニー「ネイチャー

ワークス社」に50％資本参加しました。

この資本参加を通じて、ポリ乳酸の事業

を拡大します。

環境負荷調査・モニタリング

帝人グループの帝人エコ・サイエンスで

は、環境調査・環境負荷物質の測定分析

事業を提供しています。特に、ダイオキシ

ン類・環境ホルモン類測定分析、土壌・地

下水汚染状況調査などを行っています。

また、環境コンサルタント業務を通し

て、土壌汚染に対する対策、河川環境の

保全と改善、循環型社会創造などに寄与

しています。

1972年、帝人社内の社内組織として環

境相談分析センターを設置し、1993年

に帝人エコ・サイエンス（株）として法人

化しました。

乾式排煙脱硝装置

工場などから排出される煙の中の有害

な窒素酸化物（NOx）を無害な水（H2O）

と窒素に分解する装置を、帝人エンジニ

アリング（株）で製造しています。90％以

上という高い脱硝率で、豊富な納入実績

（国内外で約50件）をもっています。乾式

なので排水がなく、二次公害の心配がな

いことが特徴です。

分析業務をする社員

「バイオフロント®」を使

用した乗用車のシート

（マツダ）

乾式排煙脱硝装置
製　品�

糸・成型品・フィルム�

植物原料�

廃棄処理� ポリマー�

乳　酸�

CO2固定

温室効果ガスの削減に貢献する「バイオフロント®」
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防災管理

帝人グループは、爆発・火災、危険物・

有害物の漏えい・流出等の事故の未然防

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

プ共通の防災ガイドラインを整備して、

防災訓練、火災予防、防災診断、地震対

策等の防災活動を推進しています。

地域社会に懸念や影響を与えた事故を

重大事故と定義し、重大事故ゼロを目標

に活動を推進するとともに、発生した事

故情報はグループ内に公開して再発防止

に努めています。

これらの活動の成果により、国内の火

災事故をゼロにすることができました

が、海外で1件の火災事故が発生しまし

た。また、2008年3月には帝人三原事業

所にて蒸気噴出事故が発生し、市や地域

住民の方に騒音を与え大変ご迷惑をかけ

てしまいました。帝人グループでは、こ

の事故を真摯に反省し、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。

火災予防活動

火災事故の絶滅を図るため、国内では、

防火管理強化専門部会を設置して、現状

の防火管理状況を診断し、問題点を抽出、

今後の防火管理強化活動を提案しまし

た。海外に対しては、火災リスクの特別

査察を実施し、防火に関する指摘、指導

を実施し、火災事故防止レベルの向上を

図りました。

2008年度も引き続き防火管理強化活

動を推進し、火災事故ゼロをめざします。

高リスク設備に対する事故防止対策

帝人グループでは、プラント防災に関

する高度な知識・経験をもったメンバー

で構成された防災専門チーム（TCAP）を

設置し、化学プラント、自家発プラント等、

爆発・火災リスクの高いプラントの事故

を未然に防止するために、グループ会社

の支援を行っています。

2007年度には、防災管理技術教育を

開始し、16名が修了しました。またグルー

プ会社の8工場に出向いて、事故の予防

対策に関する技術的支援を行いました。

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

地域の皆様の安心と社員の安全、健康のために

方針と目標を明確にし、PDCAフローの徹底を図り、防災・安全・健康管理に積極的に取り組んでいます。

主要事業所においては、地域の皆様によりご理解いただくため、

リスクコミュニケーションを継続的に行っています。

環境・安全報告 防災・安全・健康パフォーマンス

重大事故・災害発生件数の推移
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55
エキスパートによる診断�
（535項目による診断）�

（対策実施状況のフォロー）�

対策の実行�

中短期実施計画策定�

問題点の抽出・評価�

防災対策の是正・改善�

診断チームによる防災診断

5年周期�

CheckDo

ActionPlan

防災診断による防災対策PDCAフロー

防災対策

TIFICOの防災訓練風景 帝人モノフィラメントドイツの火災リスク査察状況 防災管理技術教育の風景
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帝人グループは、地域へのESH活動に

ついての説明責任を果たすとともに、「よ

り開かれた事業所」として親しまれる存

在となることをめざし、地域とのコミュ

ニケーションに取り組んでいます。

この活動は2001年4月の化管法施行を

契機に開始され、国内主要事業所で近隣

の自治会代表や学校関係者、自治体など

の方々を招いて、化学物質管理の状況、

環境保全・防災などESH管理の状況の説

明や、工場見学を通して地域の方との対

話を行う形ですすめています。国内の主

要事業所のある地域6カ所8事業所・工場

において、2年に1回の頻度で開催するこ

とを目標としており、2007年度は3月と4

月に三原地区と岩国地区で開催しまし

た。これに加え、2008年3月、宇都宮市

の工業団地内にある帝人デュポンフィル

ム宇都宮事業所において、地域振興協議

会の方10名をお招きし、見学を含む説明

会を初めて開催しました。

す。海外を含め、高圧ガスや危険物を多

量に取り扱う24の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、保安・防災上の見

直し・改善を行っています。

2007年度は、国内2プラントが診断を

実施し、防災体制の検証と強化を図りま

した。また、2007年度から、危険物貯蔵

所、可燃物置場、ボイラー等の小規模な

火災危険場所を対象としたミニ防災診断

を開始し、小規模な工場や建築物の防火

管理を強化しています。

地震対策

大規模地震による被害を最小化するた

めに、阪神・淡路大震災後、各種の地震

対策をすすめてきました。建物の耐震対

策については、1981年以前に設置され

た国内グループ会社の建物61棟の耐震

診断を完了し、不適合と診断された建物

37棟のうち、27棟の耐震補強改修・撤去

を完了、引き続き残りの建物についても

計画的に実施中です。今後は、2006年に

改正された耐震改修促進法に基づいて、

耐震診断の対象を拡大し、地震対策の充

実を図っています。

防災診断実施プラント数の推移
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地域リスクコミュニケーション

帝人デュポンフィルム宇都宮事業所の説明会

防災対策技術支援の風景

Topics

2007年7月18日未明（現地時間）、帝人

アラミドエーメン工場において硫酸蒸気

の漏洩事故が発生、構外にも飛散・流出

して、構内で勤務した方のほかフェンス

外で作業していた方も目や喉に刺激を受

けました。治療を要する健康障害には至

りませんでしたが、地域住民の方々に不

帝人アラミド（株）エーメン工場硫酸蒸気漏洩事故について

安と多大なご迷惑をおかけしました。

この事故は、ガラスライニングされた

配管にできたピンホールが原因で発生し

たものですが、腐食性のある流体に対す

る材質設計、予防保全管理についてグル

ープ全体に水平展開し、再発防止を図り

ました。
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2007年の国内の休業災害度数率※1は

0.78と前年の0.26から大きく悪化し、海

外では0.40と前年の0.43よりやや改善

しましたが、グループ合計の休業災害度

数率は0.62と目標の倍以上、前年の0.34

に比較しても悪化しています。また、国

内の強度率※2は0.049（2006年の国内化

学工業平均値は0.1）でした。

この対策として、各事業グループから現

場のESH管理者を特別に選任したワーキ

ンググループを立ち上げ、労働災害低減

策を検討しました。ワーキンググループに

て労働災害を分析した結果、グループ会

社・事業所等の規模、ESH活動展開方法

の差によって休業災害度数率に差がある

ことが判明し、ESH活動の脆弱なグルー

プ会社・事業所に焦点をあてたESH活動

の支援・指導を検討しています。

また、2007年度は環境・安全室にて5

事業所の安全指導と3事業所の特別監査

を行いました。さらに、改善が必要とさ

れる事業所の選定・改善計画・推進状

況・結果の確認から、結果が不足の場合

の次のステップの改善計画策定に至る仕

組みを制度化。今後は、監査・指導を一

方通行のものではなく、安全のPDCAが

確実に実行するように推進します。

安全活動3本柱

ヒューマンファクターによる労働災害

の防止には、人の安全意識を上げる必要

があると考えています。日常的に安全意

識を向上させる手段として、帝人グルー

プでは、5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）

活動、ヒヤリハット活動、安全巡視の3つ

を安全活動の3本柱として位置づけてい

ます。

この考えに基づき、5S活動推進状況や

ヒヤリハット活動での指摘箇所につい

て、安全巡視で確認していくことにして

います。ヒヤリハット活動では事業所に

よって提出件数に多少の温度差がありま

すが、0.5件／人・月以上を、それを達成

した事業所ではさらに上の目標を立てて

推進するよう研修会やESH監査等で指導

しています。

労働災害の再発防止

2007年には、回転体への巻き込まれ

で指や手を負傷する災害や、作業台車に

関連する同種の災害が散発しました。こ

のような類似災害の発生を防止するた

め、災害情報を帝人グループ内に発信。

さらに、情報を受けた事業所内各部署に

おいて対策を自部署に水平展開したうえ

で、従業員全員に周知することとしてい

ます。

この水平展開、従業員への周知の状況

はESH監査で確認し、必要に応じ指導を

しています。

OHSAS18001

帝人グループでは、労働安全衛生マネ

ジメントシステムOHSAS18001の適合

証明取得を努力目標として位置づけ、取

得活動を推進しています。2007年度は

新たに、帝人ネステックスおよび帝人デ

ュポンフィルム茨城事業所が適合証明を

取得し、国内34、海外8、合計42事業所

が取得しています。取得が望ましいと判

断される事業所では、7割を超える事業

所が取得を完了しています。

環境・安全報告 防災・安全・健康パフォーマンス

労働安全対策

休業災害度数率を2007年に
0.3以下とし、維持する。

主な中期目標（2006～2010年度）

※1：100万労働時間あたりの休業災害の死傷者数
※2：1,000労働時間あたりの労働損失日数

重大事故休業災害度数率※3
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※3：直接雇用社員の死傷者数による度数率（2007年より休業災害度数率の計算対象となる範囲を全グ
ループで統一するように変更したのにともない、2006年以前の値を再計算し、修正しました）
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特定健康診査・特定保健指導への

取り組み

高齢者の医療の確保に関する法律が

2008年4月より施行され、特定健康診

査・特定保健指導が保険者に義務づけら

れました。これに先立ち、帝人グループで

は健康保険組合および産業医等医療スタ

ッフと連携して準備をすすめてきました。

事業所により2～3月に行われる2008

年定期健康診断においても、先行的に特

定健康診査項目を実施しました。

メンタルヘルスケアの増進

帝人グループでは、毎年2～4月にメン

タルヘルスケア強調活動を行っています。

この活動では、仕事のストレス判定※4、個

人ストレス簡易チェックによる自己認識、

グループメンタルヘルス管理指針の再確

認が行われています。

このうち、仕事のストレス判定は2003

年より継続的に実施しているもので、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て全国平均

100に対する健康リスク値を自動的に割

り出します。その数値の大きさに応じて

所属ごとに対策計画を策定し推進。職場

改善の形で業務環境に働きかけ、メンタ

ルヘルス疾病の予防を図ります。

一方、メンタルヘルス疾病による1カ

月以上の長期休業者は、2005年、2006

年と増加しており、さらなる対策立案の

ための原因分析・対策立案を行うことと

しています。

石綿問題への取り組み

社会問題としてクローズアップされた石

綿問題を重大事項として位置づけ、石綿

健康診断の導入、アスベスト含有材の非

アスベスト化などを推進しました。2005

年度に開始したOB社員の石綿健康診断

は、OB社員がより安心できるよう、当初予

定の3年間の実施期間を延長し、2008年

度以降も継続することとしました。

OB社員の方の健康被害については、本

人あるいはご遺族の方が申請された労災

認定、石綿健康被害救済法適用に必要な

職歴証明に対して誠意をもって対応してお

り、その結果、2008年3月までに12名の

労災認定（うち7名逝去）と1名（逝去）の石

綿健康被害救済法適用者がありました。

新しい化学物質による障がいの予防

帝人グループでは、研究・開発の場に

おいてナノ材料の使用がなされていま

す。今後、広く使用、さらには製造がなさ

れる前に自主的に障がい予防の規程を作

成します。基本は、厚生労働省の通達「ナ

ノマテリアル製造・取り扱い作業現場に

おける当面のばく露防止のための予防的

対応について」をベースに、グループ内

でより確実な管理ができるようにするも

のです。また、国内外の研究機関・政府

機関の情報を積極的に得て、取り扱いに

よる従業員の障がい、製品による顧客へ

の影響を共に視野に入れた、将来に向け

た確実な障がい予防を図っていきます。

健康衛生対策

※4：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※4実施結果

実施年度

2004

2005

2006

2007

回答者数（人）

6,199

6,945

6,113

8,565

健康リスク（低い方が良い）

仕事リスク

105

105

105

105

支援リスク

99

100

99

99

総合リスク

103

105

103

103

1）法で定められた以上の定期健康診断項目の
見直し。

2）現スタッフで特定保健指導に対応できるよ
うにする。

3）健康診断データ管理システムを改造し特定
健康診査結果報告ができるようにする。
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帝人グループでは、国内外のグループ

会社が行ったESHに関わる投資、費用、

効果を算定しています。環境に関わる投

資と費用、効果は、環境省が発行している

環境会計ガイドラインの集計項目を参考

に、環境保全や、省エネルギー、省資源・

リサイクルなどに関わる内容を集計する

とともに、環境に加え、防災・安全、健康

に関わる投資、費用も算定しています。

環境、労働安全、品質保証を一体化したマネジメントを推進

ISO、OHSASなどのマネジメントシステム規格認証取得を全社で推進するほか、

環境に防災・安全、健康を加えたESH活動を実施。

ESHに対する投資と費用を定量的に測定し、改善につなげています。

環境・安全報告 環境・安全マネジメントデータ

環境、防災・安全、健康に関する投資額の推移

�
（年度）�

49

26
30

36

30

8
11

20 21

03 04 05 06

20

07

60

50

40

30

20

10

0

（億円）�

環境投資額推移�
■国内�
■海外�

防災・安全、健康投資額推移�
■国内�
■海外�

環境、防災・安全、健康に関する費用額の推移

�
（年度）�

74
86

14 17

80

19

94

23

03 04 05 06

124

24

07

150

120

90

60

30

0

（億円）�

環境費用額推移�
■国内�
■海外�

防災・安全、健康費用額推移�
■国内�
■海外�

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

2007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）

項　目 投資額

11.55

14.14

1.16

0.00

－

2.93

－

－

29.78

22.65

8.49

31.81

3.02

8.21

39.97

9.40

0.61

124.16

0.00

4.52

8.68

7.79

－

－

－

－

20.99

・化学物質の環境排出量削減（→P27）・SOx排
出量、COD負荷量の管理（→P27）など

・地球温暖化対策、省エネルギー推進など（→

P25、26）

・非有効活用廃棄物の削減（→P28）・土壌・地
下水汚染調査、浄化費用（→P28）

－

－

－

－

・土壌・地下水汚染調査、浄化費用（→P28）

－

3.70

4.40

2.41

6.76

2.72

－

19.99

4.24

1.92

5.46

3.86

0.10

7.91

23.49

－

－

－

－

－

－

－

・労働災害の発生状況（→P35）

－

－

・防災活動状況（爆発・火災発生防止対策など）（→P33,34）

－

－

－

費用額 金額効果※1 物量効果

項　目 投資額 費用額 金額効果 物量効果

主な取り組みの内容

公害（大気・水質、土壌・地下水汚染、騒音、悪臭等）の

防止、化学物質の環境排出量削減対策など

地球温暖化防止および省エネルギー対策など

リサイクル推進など廃棄物の有効活用対策、溶剤回収

対策など

使用済製品のリサイクル推進に必要な対策など

環境マネジメントシステムの構築・維持、管理スタッフ

の費用など

環境保全技術・製品の研究・開発などの費用

情報提供のための展示会開催、SOx賦課金、環境関連
協会費など

過去の汚染（土壌・地下水等）に関する調査・対策に必

要な費用など

主な取り組みの内容

労働安全確保のための対策

換気､照明、環境測定など作業環境の維持・改善対策

健康診断など健康の維持・増進対策

建物の耐震調査、防消火システムの維持・向上などの対策

安全・防災に必要な設備システムの研究・開発

労働安全マネジメントシステムの構築・維持、スタ

ッフコストほか

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

環境・安全会計

国内の温暖化対策および研究開発に関わる投資

が増加しましたが、国内外での化学物質の排出量

削減による投資が減少しているため、環境に関わ

る投資は30億円、2006年度対比17％の減少とな
りました。防災・安全、健康に関わる投資は20億
円と、前年度とほぼ同様となりました。

環境に関わる費用は、研究開発費、省エネ対策の

増加により124億円で、2006年度対比32％の増
加となりました。防災・安全、健康に関わる費用

は、作業の安全対策や、作業環境改善対策の実施

により、24億円で、2006年度より微増となりま
した。



38TEIJIN CSR Report 2008TEIJIN CSR Report 2008

帝人グループでは、国際的に認められて

いる環境マネジメントシステム認証をグル

ープで取得し、統一化された仕組みのも

と、継続的改善を展開しています。

そのため、全社で環境保全の I S O

14001認証、労働安全衛生のOHSAS

18001の適合証明、品質保証のISO9001

認証の取得を推進しています。

マネジメントシステム認証の取得

ISO14001認証取得状況（赤文字：2007年度に新たに取得）

●国内（26社45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、茨城）、

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

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

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

ル、帝人物流（岩国、愛媛、三原）、インフォコム（本社、お台場、関西、淀屋橋、新横浜、四国）、帝人エコ・サイエン

ス（松山）、帝人興産（愛媛、三原）、エヌアイ繊維、ナップス

●海外（13社16事業所・工場）

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

ESH報告対象範囲（工場・事業所）

OHSAS18001適合証明取得状況（赤文字：2007年度に新たに取得）

ISO9001・ISO13485認証取得状況（赤文字：2007年度に新たに取得）

帝人

ポリエステル繊維

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

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、テイジンアソシアリテイル、新
和合繊、新サンニット、帝京レース、帝商産業、テ
クセット
海外：FASHION FORCE NO.1 FACTORY

IT
国内：インフォコム

個別管理会社

国内：呉興業、帝人物流、帝人エコ・サイエンス、
帝人エンジニアリング

機能スタッフほか

帝人クリエイティブスタッフ、帝人エンテック

●国内

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

ルム（岐阜、宇都宮、茨城）、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、帝人ネステックス、

帝人モノフィラメント、広島プラスチック、帝三製薬、呉興業（松山、岩国）、帝人エコ・サイエンス（松山）、帝人物

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

揖斐川）、東邦テキスタイル、東邦化工建設（三島、岐阜、徳島）、東邦機械工業、東邦セールス

●海外

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

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

●国内

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

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

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

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

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

●海外

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

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

※社名は2008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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帝人グループでは、企業倫理とリスクマ

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ると位置づけてい

ます。両者を統合して運営し、役員・社員

が一体となって啓発活動に努めています。

コンプライアンスは健全な企業風土を形

成する活動と考え、業務関連法令や社内

規程を含めた企業倫理を周知徹底する教

育を実施しています。また、リスクマネジメ

ントは企業が抱えているリスクを評価・予

防する活動として捉えて、リスク制御の仕

組みや制度、訓練等を実施しています。

CSRO監査の結果

コンプライアンス・リスクマネジメント

活動の当年実績（期間1月1日～12月31

日）について、2003年度以降、毎年2月に

CSRO（グループCSR責任者）による監

査を実施しています。この監査では、各 帝人グループでは最近のCSRとしての

社会的要請を盛り込むため、グループ企

業行動規範を2006年に、グループ企業

行動基準を2007年に改定しました。こ

れらの企業倫理基準に関する教育が、す

べてのグループ会社で年に1回以上実施

され、企業倫理が社員に十分浸透するこ

とをめざしています。

2007年10月の企業倫理月間には、

CEOメッセージを発信し、海外を含む全

グループ会社に企業倫理月間告知ポスタ

ーを掲示、全員研修を行いました。また

国内では「行動基準理解度チェッククイ

ズ」「セクハラ危険度チェッククイズ」

「コンプライアンスEラーニング」を実施

したほか、グループ会社独自の教育も行

いました。

全員記名アンケート

改定した企業行動基準を全グループ社

員に徹底するため、2007年10月から11

月にかけて企業倫理ハンドブック全員記

グループ会社および事業グループが提出

する調査票に基づき、コンプライアン

ス・リスクマネジメント活動の実績に加

え、重大な法令違反および事件・事故の

有無を確認しています。2007年度の

CRM活動調査票は国内グループ会社70

社中69社、海外グループ会社60社中28

社から提出がありました。

CEOおよびCSROに報告された重要

報告案件のうち、重大な法令違反は1件

（海外グループ会社社員による不正経理。

懲戒解雇処分と再発防止対策を実施）、

重大な事故は2件（オランダ帝人アラミド

での硫酸ガス流出事故（→P34）、帝人三

原事業所での水蒸気噴出事故（→P33））

でした。なお、人権侵害に関わる重大な

案件はありませんでした。

コンプライアンスとリスクマネジメントを統合して推進

コンプライアンスとリスクマネジメントはCSR活動の切り離せない両輪として、

コーポレート・ガバナンスを支える重要な基盤に位置づけています。

この両者を統合したマネジメント体制をグループ全体で推進しています。

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付け

コーポレート・ガバナンス�
公正性・透明性・独立性のある経営体制�

コンプライアンス� リスクマネジメント�

内部統制�

法令、社会規範並び

に社内規則を遵守し、

健全な企業風土をつく

る活動�

企業が抱えるリスクを

評価・予防し、制御す

る仕組み・制度・教育�

企業倫理・リスクマネジメント活動のPDCAサイクル

教材の開発とメンテナンス�
■ テキスト改訂、Q＆A集・�
　 ケーススタディ集の更新�

教育の実施�
■ 企業倫理推進者向け研修会�
■ コンプライアンスEラーニング実施�
■ 階層別研修会�

リスク対策�
■ 緊急時安否確認訓練�
■ リスクの洗い出しと評価�
■ 事業継続計画の策定�
■ 地震訓練�

企業倫理月間�
■ 企業倫理ポスターの掲示�
■ セクハラ防止ポスターの掲示�
■ 全員研修会の実施�
■ 全員記名アンケートの実施�

情報発信�
■ 企業倫理Webサイトをイントラ掲載�
■ 企業倫理アンケートの結果開示�

ホットラインの運営�
■ 全グループ社員への周知と個別対応�
■ ホットライン情報の開示（半期ごと）�

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

コンプライアンスとリスクマネジメント

企業倫理・コンプライアンス活動
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ら2007年度は82％に上昇しました。

ホットラインの運営

帝人グループのホットラインは、グルー

プ内の法的、倫理的に不適切な問題の発

生に対して、組織の自浄作用を働かせて

組織内で解決することを目的としていま

す。企業のリスクマネジメント機能に加

え、悩んでいる相談者に解決の手がかり

を与えるためにも大いに役立っています。

帝人グループの相談・通報制度は

1999年に始まり、現在では社員向け窓口

と取引先など社外向け窓口を設けていま

す。

ホットラインは通報者保護を大前提と

して、法律や社会規範、社内規程に基づ

き、CSROの裁定のもとに運営していま

す。重大なリスク案件はTRMコミティー

（トータルリスクマネジメント委員会→

P21）にも報告され、トップマネジメント

が対処します。また、通報内容は教育的

立場から、個人のプライバシーを守りつ

つ、概要と会社の対処の結果について、

役員・社員に年に2度情報開示をしていま

す。通報できる社員は、正社員に限らず、

非正規社員も含みます。また、取引先な

ど社外のステークホルダーにもインター

ネットHP上に窓口を設定しています。

2008年1月には、内閣府主催の「公益

通報シンポジウム」に社員を派遣し、帝

人グループの相談・通報制度についての

取り組み事例を社外にも紹介しました。

名アンケートを初めて実施しました。役

員・管理職用4問と一般社員用4問を用意

し、例えば一般社員は、「ハンドブックを読

みましたか」「違反を見つけたら報告しま

すか」「行動規範・行動基準を遵守します

か」等の問いに、イントラネットまたはマ

ークシートで記名回答します。今回は国

内会社の役員・正社員・非正規社員合計

約14,250名を対象として実施。2008年3

月末現在、ほぼ8割の回答率でした。この

全員記名のアンケートは、100％の回答

をめざしており、今後も毎年実施する予定

です。海外にも順次広げていきます。

倫理意識調査アンケート

倫理意識のモニタリングを目的に、日

本国内グループ社員を対象に無作為抽出

（約10％の社員）で倫理意識調査アンケ

ートを1999年以来、毎年実施しています。

アンケート結果によると、倫理研修に参

加した社員の比率は2006年度の61％か

質問　あなたは過去2年間に企業倫理に関する教
育・研修に参加したことがありますか

■ある　■ない�

（年）
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2007
（％）
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帝人グループのホットライン

Corporate Ethics Opinion Box
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2007年度の社内・社外からの相談・通報内容

計47件�

人事・労務管理の問題�
8件�

パワー�
ハラスメント�

6件�
セクシュアル�
ハラスメント�

5件�
�

個人情報保護�
について�

4件�

その他　12件�

　　　　経費管理上の問題　3件�
　　　つき合いに関して　3件�
　　賭けごとに関して　2件�
　取引・契約上の案件　2件�
企業倫理活動に関して　2件�
�

2007年度帝人グループ企業倫理月間
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事業継続計画（BCP）とは、「企業が事

故や災害等の緊急事態発生時において

も、事業活動を中断させないか、または

中断しても短期間で再開させ、中断に伴

う企業価値の低下から企業を防衛するた

めの行動計画」です。

企業を取り巻くリスクは、地震、事故・

災害のほか、テロリズム、新型インフル

エンザなど多様化していますが、これら

の被害を受けても、事業が継続、または

早期復旧することが、強く求められてい

ます。

帝人グループは第1ステップとして、首

都圏直下型大規模地震のような深刻な災

害発生時においても、帝人グループの重

要な意思決定および執行機能の維持・継

続を図ることをめざし、経営中枢機能

（CEO以下のトップマネジメント機能）の

BCPを策定しました。今後第2ステップ

として、大阪本社、各事業グループへと

社会性報告 コンプライアンスとリスクマネジメント

事業継続計画（BCP）の進捗

帝人グループでは、2003年度に海外

を含むすべてのグループ会社にリスクマ

ネジメント推進責任者を定め、COSO※1

のガイドラインに準じ、（1）リスクの洗い

出し、（2）頻度と影響度によるリスク評価、

（3）リスクの予防と制御、（4）危機対応訓

練など、リスク管理を強化してきました。

2007年度は引き続き、海外を含む全

グループ会社を対象にリスクマネジメン

ト教育を実施しました。2008年度は、海

外現地社員に対するヒートマップ（リスク

管理表）作成の教育を徹底する計画です。

各グループ会社は、年に1回ヒートマッ

プを作成することにより、自社のリスク

の内容と程度、管理状況を把握します。

またヒートマップはCSRO監査により内

容を精査されます。

CSROは各グループ会社から提出され

たヒートマップをもとに、持株会社が経

営として対処すべき重大リスクを抽出

し、TRMコミティー（トータルリスクマネ

ジメント委員会→P21）に報告。適切な対

策をとります。

リスクマネジメント活動

ヘリコプターでのBCP訓練

米国で開催された在米グループ会社のコンプライ

アンス担当者会議

海外の企業倫理活動については、帝人

グループの基本方針を堅持しつつ、各国

の文化や伝統に配慮し、一歩一歩着実に

推進しています。2007年は企業倫理月間

を中心に海外のグループ会社でも統一的

にコンプライアンス研修を実施しました。

オランダ、中国、タイ、インドネシアの

主要会社は10月、米国は5月に、管理職

と総合職を対象とし、一部は全社員を対

象に研修を行いました。

また中国では、中国ホールディング会

社総経理の強力なリーダーシップのもと

に、2007年は4回のコンプライアンス会

議を開催。各グループ会社でコンプライ

アンス教育をどのようにすすめるかを討

議するとともに、弁護士を招請し、2008

年施行の中国労働契約法への適切な対応

について学びました。

海外の企業倫理活動

ポスターに「5S推進、安全第一、企業倫理遵守」
の重点項目と工場長の写真が掲げられている帝

人化成複合塑料

※1：米国トレッドウェイ委員会組織委員会。内部
統制の枠組みのグローバルスタンダード。
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ました。これにより、対象者が拡大する

とともに、メンテナンスの簡略化やコス

トの低減化も実現しました。2008年度

は、東京・大阪地区社員3,500人を登録

完了し、訓練を行います。今後は、2009

年度までに国内全社員を対象に運用枠を

拡大していく計画です。

鳥インフルエンザに対する対策

現在、高病原性の鳥インフルエンザ

H5N1型は、まれに鳥から人へ伝染する

段階ですが、人から人へ感染する新型イ

ンフルエンザに変異する可能性が高まっ

てきています。

海外に多数のグループ会社を擁する帝

人グループでは、グループ従業員と家族

の健康を脅かすリスクとともに、事業活

動に与えるリスクを極小化するため、鳥

インフルエンザに関する対応マニュアル

（基本方針）を2006年度に策定しました。

2007年度は、とくに感染の可能性が高

い海外地域に向けチェックリストを作成

し、危機管理体制の整備をすすめました。

エマージェンシーコール®（EMC）の拡大

展開

「エマージェンシーコール」（EMC）と

は、グループ会社のインフォコム（株）が

提供する緊急時安否確認システムの1つ

です。災害時に、対策本部が社員に一斉

に緊急通報を発信し、受信した社員は本

人および家族の安否と本人が出社可能か

どうかを応答します。発信はあらかじめ

登録された携帯電話メール、Eメール、携

帯電話、固定電話など6つの媒体を利用

し、通算100回まで行われます（→P6）。

帝人グループでは、大規模地震やテロ

などの広域災害発生時の安否確認や要員

確保を目的に2005年度に導入し、訓練

を年に2回実施しています。2007年5月

の訓練では、緊急発信から24時間以内に

登録者の90％が自己の被害状況と出社

可否等の返信を完了するなど、訓練の成

果が向上してきました。

2007年度は、国内全従業員を対象に

するために、拡大EMCシステムを構築し

順次、拡大展開していきます。

2006年度には、首都圏直下型地震を想

定した東京本社の基本的な事業継続計画

（BCP）を策定。2007年度は、下表の施策

のほか、地震対策本部としての対応訓練も

実施しました。2008年度は、経営陣によ

る災害時の意思決定訓練および各事業グ

ループのBCP作成に着手します。

東京本社地震対応訓練

2007年9月、首都圏直下型大地震を想

定した訓練を、東京本社と大阪本社共同

で実施しました。地震発生のアナウンス

のもと、社員のヘルメット着用による机

の下への避難を開始。東京・大阪本社で

対策本部を設置し、ブロック隊による安

否確認・報告等を行いました。

東京本社での本格的な地震訓練は久々

のことでもあり、衛星電話がうまく稼動

しなかったことをはじめ、いくつか課題

が抽出されました。今後も改善と訓練の

実施を継続します。

2007年度BCP整備事項

項　目

1.マニュアル類の改訂、整備

2.地震対策本部インフラの整備

3.バックアップオフィスインフラの整備

4.連絡手段の確保

5.移動手段の確保

6.サーバーの被災対策

整備事項

・大規模地震マニュアルの改訂

・執務スペース、通信機器の確保

・食料、飲料、寝具類等の備蓄

・EMC※利用者対象の拡大
・衛星電話の常設設置
・WEB会議システムの導入
・多地点電話システムの導入

・ヘリコプター会社およびハイヤー会社との優先使用
契約

・本社ビル内重要サーバーの移設

※EMC：Emergency Call（緊急時安否確認システム）
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製品安全・品質保証活動は、帝人グル

ープのすべての製品・サービスを対象と

した「グループPL・品質保証規程」に基づ

いて実施されています。この規程に基づ

き、「グループPL・品質保証部会」におい

て、帝人グループの製造物責任（PL）・品

質保証に関する基本方針や目標を審議

し、事業グループのPL・品質保証活動に

展開しています。監査により事業グルー

プの活動を検証し、アクションに結びつ

けるとともに、必要な場合は事業グルー

プに対する勧告・指導を行います。これ

らの諸活動により、多様化する社会環境

にも迅速に対応し、より安全な製品をお

客様に使用していただけるようにしてい

ます。

PL・品質保証単位系活動の定着化

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」の定着を推

進しています。製品群ごとに研究開発か

ら販売までを一体的に運用することによ

って、PLクレームや重大品質クレームを

抑制するとともに、クレーム発生時の迅

速的な対応を実現していきます。

具体的には、国内グループ会社の定着

状況をレビューし、有効な指導・監査を

行っています。また、教育・啓発と新アセ

スメント制度施行前に上市された主要製

品のPL・品質保証アセスメントのレビュ

ーをすすめています。

クレームへの対応

2007年度も、監査およびPL・品質保

証部会などを通じた指導、支援の成果と

して、PL（製造物責任）事故ゼロを継続し

ました。しかし、社内基準で定めた重大

品質クレームは8件（一部の事業グループ

で判断基準の見直しなどがあり、遡って

適用）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。比較的容易に評価できるアセスメン

ト手法を追加するなど定着化をすすめて

いますが、2007年は、既上市製品のレビ

ューを含め473件の実績がありました。

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。構築

したPL・品質保証単位系の定着活動、ま

た主としてアジア圏の海外グループ会社

に対するPL・品質保証単位系の構築をす

品質保証と顧客満足の向上を推進

お客様とのつながりを大切に、「PL・品質保証」を中心として、安全な製品づくりに努めています。

お客様の満足のために、「PL・品質保証」の取り組みを改善し続けるとともに、

帝人グループを知っていただくための取り組みも積極的に展開しています。

社会性報告 品質保証マネジメント

帝人グループPL・品質保証活動体系

グループCSR委員会

グループPL･品質保証部会
部会長

部会長代行

事業代表委員

事務局：帝人 環境・安全室

事業PL･品質保証委員会
委員長（統括管理責任者）
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各委員

事務局

8事業グループ
個別管理会社
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企画�

研究�
開発� 設計�

生産�

販売�

環境�

顧客�市場�

法令�

製品のおかれている�
環境�

Action

Plan Do

Check

PL・品質保証中期目標

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

品質保証マネジメント
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2007年6月1日に施行された欧州新化

学物質規制（REACH規制）へ対応するた

めに2006年6月にグループPL・品質保証

部会にREACH対応専門部会を設置しま

した。

2007年度は、予備登録に向けて対象

物質の整理などをすすめました。一方で、

日本化学繊維協会におけるガイダンスの

作成などを通して、業界共通の技術的解

釈確立にも努めています。

また、REACH規制への対応を通じて

化学物質情報管理体制の再構築を推進

し、お客様への積極的な情報提供に注力

していきます。併せてお客様からのご意

見等を製品へ反映する仕組みやMSDS※

によるお客様への情報提供などもさらに

充実させていきます。

すめており、事業グループ間、PL・品質

保証単位系間の格差は縮小する傾向にあ

ります。

海外グループ会社は、1社を残して構

築が完了しており、着実に定着および構

築活動がすすめられていました。

今後とも、PL・品質保証をより確実な

ものとするために、以下の施策に引き続

き取り組んでいきます。

海外グループ会社への展開

PL・品質保証単位系を海外グループ会

社へ展開し、帝人グループ全体で一体的

なPL・品質保証活動をめざしています。

そのために、PL・品質保証単位系の構築

指導とグローバルな定着活動の支援を行

っています。

2007年度は、アジア地区のグループ会

社に対する単位系の構築支援と、欧米圏

グループ会社に対する定着活動に重点的

に取り組みました。アメリカおよびヨーロ

ッパではワークショップの開催準備をす

すめ、アジア圏グループ会社の構築支援

では、1社を残して構築を完了しました。

今後はアメリカおよびヨーロッパでの

ワークショップ開催と、アジアの残り1社

の構築支援をすすめていきます。

帝人グループではCIO（グループ情報

責任者）のもと、CIOスタッフ室がグルー

プ全体の情報セキュリティ活動と、個人

情報保護活動を推進しています。各社の

自主的な活動に加え、帝人グループ全体

の情報セキュリティ管理レベルの向上を

図るため、グループ会社に対する個人情

報保護監査と情報セキュリティ監査を毎

年実施しています。

情報漏洩対策強化の高まりから、2007

年度は独自にネットワークを運営してい

るグループ29社に対し自己点検を実施

し、うち4社に対し重点的に監査を実施。

そのなかで明らかになった課題に対し、

管理レベルの改善を図っていきます。個

人情報保護監査については、2006年度

同様にセンシティブな個人情報を取り扱

っているグループ会社を対象に実施。継

続的な取り組みを行っています。

また、情報セキュリティ教育としてEラ

ーニングを実施してきましたが、2006年

度にパソコンを利用しているグループ社

員のほぼ100％が受講を終了したため、

2007年度は新規ID取得者を対象に実施

し、継続的な教育を実施しています。

1. PL・品質保証単位系の継続的改善（販売部
署を含めた一体的運用推進など）

2. PL・重大品質クレーム報告制度の再徹底
3. PL・品質保証アセスメントの積極的展開に
よる予防処置継続

4. 海外グループ会社へのワークショップなど
を通じた啓発活動推進　など

欧州新化学物質規制（REACH規制）

への対応

帝人グループ全体としての個人情報

保護の管理レベルアップ

※：Material Safety Data Sheet（製品安全デー
タシート。製品に含まれる化学物質に関する

危険有害物質情報をお客様に提供するもの。

帝人グループでは、JISZ7250に準拠した様式
のMSDSを作成しています）
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帝人グループのビジネスは大部分がい

わゆるB to Bビジネス（企業間取引）の

ため、顧客満足に関する活動は、主要な

取引先企業を対象とした活動ということ

になります。

主要な会社は海外も含めすべてインタ

ーネット上にHPを開設し、お客様からの

問い合わせに応答する仕組みを備えてい

ます。

自社製品のシェア等の調査について

は、自社で調査する場合と業界の専門会

社から調査データを購入している場合が

あります。顧客満足度調査については、

ISO9001に基づいた調査をしている会

社と、独自の調査をしている会社とがあ

ります。

社会性報告　品質保証マネジメント

顧客満足向上の取り組み

顧客満足に関する活動

帝人（株）
（持株会社）

ポリエステル
繊維事業部

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

個別管理会社

インターネットHPに
問い合わせ窓口を常設

・一般問い合わせ
・企業情報・IR情報
・取引先からの通報受付

帝人ファイバー
帝人テクロス
南通帝人有限公司
帝人興産
TIFICO（P.T.Teijin Indonesia）
TPL（Teijin Polyester Thailand）
TNI（Thai Namsiri Intertex）

帝人テクノプロダクツ
帝人アラミド
東邦テナックス

NI帝人商事
テイジンアソシアリテイル
帝人ワオ
帝健

帝人デュポンフィルム

帝人化成
TEIJIN KASEI AMERICA INC.
TEIJIN KASEI EUROPE B.V

帝人ファーマ
帝三製薬

インフォコム

帝人物流
テイビ
帝人エンジニアリング
帝人エコサイエンス
帝人エージェンシー

自社製品のシェア調査

個々の事業活動について
は事業グループで実施

帝人ファイバー（年1回）

東邦テナックス（年1回）

－

世界（四半期）、地域別
（四半期）、用途別（年1
回）、国内用途別（毎月）
調査を実施

帝人化成：世界、地域別、
用途別に（年1回）

帝人ファーマ：IMS社、ク
レコン社のデータを定期
的に購入、その他調査会
社 を 使 い 定 期 的 調 査

顧客満足度調査

個々の事業活動については事業
グループで実施

帝人ファイバー：事業部単位で年
に1回。ファイバーについて、工場
（出荷元）で実施するアンケート、
北陸産地（消費地）で実施するアン
ケートを併用。またDMT（中間原
料）外販においては、繊維・フィル
ム・樹脂等の用途別市場シェアを
定期的に調査。グループ会社：Ｉ
SO9001に基づき、帝人ネステッ
クス、帝人加工糸、和興、南通帝人、
帝人コードタイランド、ユニオンタ
イヤコード、ユニセルなどで実施

東邦テナックスで定期的に実施

NI帝人商事：主要取引先対象に不
定期に実施

帝人デュポンフィルム：重要顧客
に定期的ヒアリング調査

帝人化成：ISO9001に基づき、重
要顧客約10社を対象に年2回アン
ケートを実施

帝人ファーマ：学術部が学会、医
療機関に新製品やユーザニーズ
のアンケート調査を実施

インフォコム：ISO9001に基づ
き、重要顧客に対し、プロジェクト
ごとに実施

その他

株主に対するアンケートを毎年実
施

帝人化成も会員である「ポリカーボ
ネート技術研究会（国内PCメーカ
ー6社）」のHPでポリカーボネート
樹脂についての問い合わせ窓口を
設置

帝人ファーマ：1）呼吸不全に関す
る全国の患者会の支援活動 2）
HOT（Home Oxygen Theraphy）
誌を患者個人に配布 3）県単位で呼
吸不全に対する研究会の支援活動
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帝人グループのビジネスは、大半が最

終製品ではなく、素材販売であるため、

お客様から見ると、以下のような不満の

声がこれまで多く寄せられていました。

2007年11月19日、これらの声にお応

えし、お客様に帝人グループの製品や技

術を広く知っていただくことを目的とし

た常設の総合展示場「テイジン未来スタ

ジオ」をオープンしました。

「テイジン未来スタジオ」では、帝人グ

ループの注力4分野である「自動車・航空

機」「情報・エレクトロニクス」「ヘルスケ

ア」「環境・エネルギー」の各分野に対応

するグループの製品や技術を、わかりや

すく紹介。目玉となる展示として、帝人

グループの素材をほぼ100％使用した実

物大のコンセプトカー『PU_PA』を展示。

素材だけでは理解しにくい製品につい

て、お客様に最終製品のイメージをもっ

ていただきやすくしました。また、スタ

ジオ内にはミーティングゾーンを設けて

おり、帝人グループの研究所間でテレビ

会議システムを利用して、全国に散らば

る研究員が、リアルタイムでお客様との

会議に参加できます。

これらの展示等を通じて帝人グループ

をより広く認知していただき、注力4分野

のビジネスをさらに拡大・発展させてい

くためにお客様と課題を共有し、解決を

図る場として活用していきます。さらに、

リクルート活動やPR活動、帝人グループ

社員や家族が、グループ全体の理解を深

めていただく場としても利用します。

総合展示場「テイジン未来スタジオ」

の開設

「テイジン未来スタジオ」概要

所在地：霞が関コモンゲート西館 商業棟3階

展　示：150テーマについて、約400枚のパネ
ル、約250点のサンプル類を展示。パ
ネルについては、日本語・英語・中国語
の3種類を用意（合計 約1,200枚）。
（見学は予約制）

1）製品の形になっていないものが多く、最終
製品イメージがつかみにくい。

2）事業グループがわかれており、素材や技術
の全体像が分かりにくい。

3）窓口担当者に詳細な質問をしても、開発担
当者や研究者は全国の事業所に散らばって
いてすぐに回答が得られにくい。

バイオプラスチックをはじめとする帝人グループ

の製品をほぼ100%使用して製作したオリジナル
コンセプトカー『PU_PA』

展示内容および機能：注力4分野にカテゴライズした素材や製品をパネルとサンプル類でわかりやすく
紹介。また、技術に関するデータシートを瞬時に液晶パネルに呼び出すことができる。



平均勤続年数

－

－

14.3

平均年齢

－

－

33.2

4）退職者数

156

1,531

1,687

3）採用者数

89

1,318

1,407

管理職

一般社員

計

平均勤続年数

14.7

10.6

13.9（平均）

平均年齢

38.0

34.2

37.3（平均）

介護休職取得者数

2

8

10

育児休職取得者数

28

127

155

男

女

計

4）のうち自己都合による退職者

40

293

333

4）のうち会社都合による退職者

0

0

0

4）のうち定年退職者

87

158

245

4）退職者数

139

492

631

管理職

一般社員

計

47 TEIJIN CSR Report 2008TEIJIN CSR Report 2008

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践と社員の人生の豊

かさ（QOL：クオリティ・オブ・ライフ）向

上をめざすことを掲げています。

また、2006年度より実施している中期

経営計画で、「人財の確保・育成・活用」を

帝人グループの最重要方針の1つと位置

づけ、「最強の人財競争力」「活力あふれ

る組織風土」「社員が誇りをもち成長でき

る会社」「社会が高く評価する会社」を人

事機能のめざすべき目標として設定して

います。具体的には、ワークライフバラ

ンス施策の推進、ダイバーシティへの対

応、自分自身の役割認識をベースとした

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。

社員の能力向上とワークライフバランスの実現に向けて

社員一人ひとりとともに、帝人グループ自体も成長していくことをめざして、

社員のクオリティ・オブ・ライフの向上施策を実施しています。

また、あらゆる制度で社員のワークライフバランスをバックアップしています。

社会性報告 人財マネジメント

チューター制度

2007年4月より「チューター制度」を導

入しています。身近な先輩社員が新入社

員の悩みや不安を解消することで、職場

への適応と自立的な成長を促すもので

す。また、新入社員を指導することによ

り、チューター自身の意識向上や成長も

期待されます。

チューターは、対象新入社員と同一部

中長期的な課題と対応施策

人財開発

社員を直接雇用するグループ63社（Ｐ5掲載の連結対象以外も含む） 2008年3月末現在

人財に関するデータ

3）のうち新卒採用

238

102

340

3）採用者数

683

187

870

1）のうち管理職

2,486

94

2,580

1）正社員数

9,296

2,185

11,481

男

女

計

海外グループ会社のうち15社　 2007年12月末現在

1）社員数

5,455

1,974

7,429

2）臨時従業員

158

78

236

1）のうち管理職

384

83

467

男

女

計

人財マネジメントの目標

・企業理念「社員と共に成長する」の実践

・人的生産性の継続的向上と社員のQOL向上

基本的な施策

1）雇用確保への最大努力（会社の事業発展努
力と社員の生産性向上努力）

2）職務・成果・能力・行動に基づく処遇
（透明性・公平性・納得性の追求）

3）社員の能力開発への積極的支援

4）適材適所配置の実現

5）客観的事実に基づく人事考課
（処遇決定・能力開発のツールとして）

6）ダイバーシティの尊重

帝人グループ人事基本方針

大方針
「原点回帰」
→Step Up 2006の「飛躍に向けた事業変革」
を実現する基盤を強化

重点方針

1）役割意識の強化による自律的行動と成果発
揮の促進

2）Speak Togetherの仕掛けづくり（コミュニ
ケーションの強化）

3）現場力の向上（小集団・改善活動の推進力づ
くり）

4）成果を生むためのスキル向上

5）グローバル対応力の強化

6）自己啓発･資格取得への支援強化

※「私がやる!」プロジェクトのサポート

2007年度帝人グループ人財開発方針

※会社都合、自己都合以外の主な退職理由は、グ

ループ内転籍および死亡によるもの。
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署の入社5～8年の総合職社員から所属

長が選任し、育成研修を受講。

新入社員配属後1年半の期間中、週1回、

定期的に新入社員と面談し、悩みや問題

意識を共有して必要なアドバイス・支援

をし、必要に応じてそのプロセスを所属

長とも共有し、対象者本人の成長を確認

します。

グローバル人財育成制度

従来の「国際要員登録制度」を見直し、

新体系の中であらためてグローバルコミ

ュニケーション能力の強化をめざした人

財育成制度を構築しています。また、

STRECHⅠ、Ⅱ、SLP等、コア人財育成

の重要要素として、グローバル対応力強

化プログラムを配置しています。2007年

度には、STRECHⅡに、海外現地法人の

コア人財（外国籍）との合同テーマ研究

プログラムを新たに立ち上げました。

若手の社内異業種交流会

帝人グループでは、持株会社制に移行

した2003年より、20代後半から30代前

半の若手社員を育成し主体性を養うこと

を目的に、「社内異業種交流会」を導入し

ています。

若手社員から経営陣へのボトムアップ

型提言の機会としても機能しています。

交流会は、国内主要グループ会社から

毎年数名ずつ選抜された6～7人からな

る5～6チームが約半年かけて提言づくり

に取り組み、具体的なプランを経営トッ

プ陣に提出しています。2007年度は提

言を若手対象の研修でも発表しました。

「私がやる！」プロジェクト

「私がやる！」プロジェクトでは、有志参

加者の自主的な学びの場を「企業風土改

革講座」と称し、中小企業を含む優良企

業を視察したり、地域で志の高い生き方

をしている方々に直伝で学ぶ「五感塾」な

どを開催しています。

2007年度は、研究開発、現場の技能伝

承、女性活躍、同期研鑽、5S・改善など

の領域で、自主的な活動が具体化しまし

た。なかでも、「自分の足元から変える

CSR活動」と位置づけた社内外の掃除活

動が、有志によって始動しました。

2008年度は多数の現場リーダーの顕

在化をめざし、公募メンバーによる「人

間力」を高める場を「草の根リーダー塾」

と名づけて企画運営します。

全グループをあげての改善活動

社員一人ひとりの声をもれなくすくい

上げ、職場の活性化、業務の効率化に活

かすべく、全グループを挙げて改善活動

に取り組んでいます。2004年4月に開始

し、工場では生産性向上・安全性向上・省

エネ等の多くの改善が実施され、本社・

営業所では会議運営方法の改善や紙の使

用量削減、手続き業務のシステム化など

によりムダ取りや業務価値向上の改善を

実施。この5年間で30,000件を超える改

善を実施しました。

今後は、これまでの個人活動に加え、

数人のチームで改善活動を行う「チーム

改善活動」に重点を置いて活動を推進。

また、組織横断的なコミュニケーションの

場として研修を兼ねて「ワイガヤ」研修会

を本社、事業所、研究所で実施しています。

帝人グループの教育研修制度と配置・異動に関する仕組み
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※1：Strategic Executive Team Challenge 管理職向けのグループコア人財育成プログラム
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※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 組織横断的に開催される「ワイガヤ」研修会
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帝人グループでは、求人、雇用、昇進

などあらゆる局面で、属性（性別・年齢・

国籍・人種・障がいなど）にとらわれず、

多様な価値観・発想を尊重し、多種多様

な人財に働きがいとやりがい、真に活躍

する場を与え、社員がその能力を最大限

に活かすことのできるよう、ダイバーシ

ティへの取り組みに注力しています。

社会性報告　人財マネジメント

社員のダイバーシティ推進

「人財需要に応じたグループ全体での

人財の適材適所活用」と「社員の適性・意

思をより反映した異動」をめざし、さまざ

まな制度を取り入れています。

人事異動に関しては、「年間人事計画」

を策定し、客観的で透明性の高い異動を

計画的に行っています。自己申告制度が

加わり、できるだけ本人の意向を尊重し

た配置・異動となるように努めています。

また、1988年に導入した社内公募制度

「ジョブチャレンジ制度」の利用も拡大して

おり、2007年度の利用者は10人でした。

キャリアチャレンジ制度の導入

2007年度入社の総合職より、帝人（株）

で一括採用し、入社5年経過した時点で

グループ会社に転籍する採用・配置方法

を導入しました。その際、本人が希望す

れば所属部署との合議を経て、原則とし

て希望する事業へ異動できる仕組みも導

入しています。現在籍社員にも2007年

度の「自己申告」時から同様の制度を導

入し、「キャリアチャレンジ制度」として運

用しています。

配置・異動

労働組合を重要なステークホルダーと

位置づけ、健全な労使関係の維持・強化

に努めています。

労使関係の基本は事前協議の徹底と相

互理解であり、帝人グループはこの基本を

守り、健全な労使関係を構築しています。

また長時間労働を抑止し、ワークライ

フバランスを促進するため、大阪と東京

の本社で労使が協力して「ノー残業デー

の巡視」を集中的に実施しました。2008

年1月から4月にかけて、毎週ノー残業デ

ーに10回実施、5月以降はランダムに毎

月1～2回実施していきます。

健全な労使関係

CSR室では毎年実施の企業倫理アン

ケートの中で「人格・個性の尊重」と「ゆと

り豊かさの実現」について社員の満足度

を調査しています。「人格・個性の尊重」に

ついては過去3年間満足度が向上する傾

向にありましたが、2007年度は停滞しま

した。一方、「ゆとり豊かさの実現」につ

いては、わずかですが満足度が向上する

傾向が続いています。

社員満足度アンケートの実施

労働協約前文

帝人グループ（国内主要グループ会社8社）※3

と帝人労働組合とは、相互にその地位を尊重
し、相協力して事業の健全なる発展と組合員
の福祉を図り、産業平和を確立する目的をも
ってここに労働協約を締結し、双方誠意をもっ
てこれを遵守することを確約する

社員の人格と個性の尊重性の満足度
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採用の際には、キャリア採用を積極的

に行うほか、海外留学生を対象とした通

年採用、外国籍社員の積極採用などの施

策を導入。障がい者雇用に関しても積極

的に推進し、2008年3月31日現在、国内

主要グループ会社12社※2で必要とされ

る法定雇用数155名に対し、実際の雇用

数は154名でした。引き続き雇用促進に

努めます。また、60歳以上の雇用システ

ムを整備しシニアパートナー制度（定年

後再雇用制度）として積極的に運用して

います。2007年度は、グループ会社63

社合計の定年退職者は245名で、120名

が再雇用を希望、そのうち98％にあたる

118名を再雇用しました。

一方、昇進や配置にあたっては、管理

職への多様な人財の積極的な任用をすす

めており、すべての事業領域で具体的な

目標を設定し、着実な取り組みを続けて

います。

女性活躍推進からダイバーシティ推進へ

帝人グループでは、女性社員が能力を

最大限に発揮できる職場をめざし、

1999年から女性の活躍推進に取り組ん

できました。2007年度からは、この活動

をさらに発展させて「ダイバーシティ推

進」に取り組み、男女両方のワークライ

フバランスの推進に努めています。性別、

年齢、障がい、国籍、人種によって差別す

ることなく、あらゆる社員が能力を発揮

できる職場を目標としています。

そのために、企業風土の改善、活性化

をすすめ、「多様な価値観を尊重する企

業風土」の醸成を行っていきます。

女性活躍推進の実施状況

ダイバーシティ推進のなかでも、女性

の活躍推進には引き続き、力を入れて取

り組んでいます。採用に関しては、新卒

総合職の女性比率30％以上という目標

を立て、2001年度以来ほぼ達成していま

す。また、「女性管理職3倍増計画」として、

主要グループ企業12社合計で女性管理

職（課長相当以上）を60人（2002年度対

比3倍）に増やすという目標に対して、

2007年度末に62名となり、こちらも達

成しました※2。

Topics

第1回ダイバーシティフォーラムを開催

2008年1月18日、帝人グループは従来

の「女性活躍フォーラム」を進化させた「第

1回ダイバーシティフォーラム」を開催しま

した。「私のワークライフバランス」をテー

マに掲げ、長島徹CEO（当時）によるスピ

ーチの後、アウトドア衣料メーカーのパタ

ゴニアよりお招きしたゲストスピーカーに

クオリティ・オブ・ライフの向上などにつ

いてお話をいただきました。また、帝人グ

ループでの職場づくり実践例の発表、グル

ープディスカッションの実施など、一人ひ

とりがワークライフバランスについて考

える機会となりました※1。

帝人グループでは、社員の就業意識の

多様化やCSRの要請などに応え、社員が

充実感・達成感・幸福感を感じながら仕

事に取り組めるよう、ワークライフバラ

ンスに関する活動に力を入れています。

なかでも、実労働時間短縮のため、以下

のような取り組みを行っています。

これらの取り組みの結果、国内主要8

社※3の2007年度の年次有給休暇取得率

は65％となりました。

また、より働きやすい会社となるため、

2008年4月には、グループ企業9社で在

宅勤務制度を導入しました（→P52）。

これらワークライフバランスに関する制

度を、社員に有効に活用してもらうために、

グループ各社の制度の詳細を掲載した冊

子を順次発行していくと同時に、在宅勤務

制度のみならず、再雇用制度等について

も、適用範囲を広げるよう努めます。

ワークライフバランス施策の推進

・時間外労働の事前申請制
・効率アップのため、職場単位の業務改善
・ノー残業デーの徹底
・タイムマネジメント研修等による意識改革
・年次休暇取得奨励日の告知強化

※1 帝人グループ会社規程によるグループ会社
すべて

※2 帝人グループ主要12社、グループ会社社員
数の73％をカバー

※3 帝人グループ主要8社、グループ会社社員数
の48％をカバー
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社会性報告　人財マネジメント

躍推進、社員の価値観の多様化といった

社会環境の変化に伴い、画一的な福利厚

生制度では、すべての社員のニーズに合

致させることが難しくなってきました。

そこで、2007年7月より、個々の社員の

ライフスタイルに応じて、福利厚生制度

を自分自身で選択・設計することができ

る選択型福利厚生制度「セレクトプラン」

を導入※3。これは、社員の自主性、制度

利用の公平性、ニーズに応じた選択性、

福利厚生制度に関する重点施策の明確化

などをキーワードに、社員一人ひとりに

年間補助枠（600ポイント／年）を付与す

るものです。社員は、その範囲内で健康

増進、コミュニケーション、自己啓発、育

児・介護など23メニューのなかから自由

に使用したい制度を選択。300ポイントを

上限に次年度への繰り越しも可能です。

ボランティア休職制度

帝人グループは、ワークライフバラン

スとボランティア活動促進の観点から、

国内主要グループ会社8社を対象に、

2002年度よりボランティア休職制度を

導入しています。2008年3月末現在、ボ

ランティア休職の利用者は21人です。（参

考→P55ボランティア休職制度）

退職者再雇用制度「HELLO-AGAIN」

帝人グループ国内主要8社では、社員

の多様化の一環として、家庭の事情での

退職者を正社員として再雇用する制度

「HELLO-AGAIN」を2001年に導入し、5

名の再雇用実績があります。結婚・出

産・育児・介護・配偶者の転勤など、家庭

の事情で退職し、原則として退職後10年

以内に退職事由が解消した人を対象とし

Topics

ワークライフバランスに関する受賞

2007年8月27日に日本経済新聞などに

掲載された「働きやすい会社2007」で、帝

人が総合13位にランキングされました。

社員が自分の希望する仕事に就くチャン

スがあることや、子育てに関する支援制度

が充実していることが評価され、昨年度の

総合第27位から順位を上げました。また、

2008年1月には日本経済新聞社が子育て

支援に尽力している企業・地方自治体・民

間団体に授与する「子育て支援大賞」を受

賞（→P15）。2月には、NPO法人J-Winが

ダイバーシティ推進、特に女性の活躍推進

に熱心に取り組んでいる企業を表彰する

「J-Win Award敢闘賞」を受賞しました。

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※4

育児：小学校3年まで、1日2時間以内で短縮可能※3

介護：1年間、1日2時間以内で短縮可能※3

社外保育施設・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）※4

本文参照※3

男性の育児休職取得促進

帝人グループ国内主要12社では、次世

代法に基づく行動計画（2005～2006）に、

男女社員の育休取得促進や子育て期間中

の勤務時間の配慮などを盛り込んでいま

す。この計画の達成には男性社員の育児

参加が鍵となるため、男性社員の育児休

職取得の促進を図る各種施策を実施しま

した。その結果、2006年度にグループ合

計で43人、2007年度には28人の男性が

育児休職を取得しました。また、次世代

法に基づく認定を新たに2社が取得し、

合計10社となりました。

セレクトプランの導入

帝人グループでは、これまでも福利厚

生制度の見直しを実施してきました。し

かし、とくに近年、少子高齢化、女性の活

育児休職の取得者数推移※2
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※海外グループ会社については、労働CSR指標（基礎指標）のうち以下について調査
①在籍人員　②平均勤続年数・平均年齢　③採用人員　④退職人員　⑤有期雇用人員
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帝人グループ人事機能として、グルー

プ各社の労務管理実態・課題を把握し、

特に労働CSRの視点から必要な対策を

検討・支援するため、グループ会社労務

管理実態調査を実施しました。

国内外グループ会社（国内70社・海外

15社）を対象としてアンケートを送付し、

回答を集める方式をとっています。

この調査を通して、労働CSR指標（基

礎指標）を定期的に把握するとともに、

社会的責任を果たし、より一層信頼され

る企業グループとなるため、また、社員

が働きやすい企業グループとなるため、

労務管理領域において各社を支援するこ

とを目的としています。

2007年度の調査結果に基づいては、

全グループ企業の就業規則や人事制度を

総点検しました。近年変更された法規制

や、改正予定の項目など、各社人事担当

者と協議し、現在必要とされている修正

を加えました。

サポート労働力（正社員以外）の適正活用

契約社員、パートタイマー、派遣社員

などのサポート労働力の適正活用に努め

ています。サポート労働に関しては、帝

人グループ国内社員数のほぼすべてをカ

バーする63社での自主点検を実施し、業

務内容の領域をすべて見直して関係法規

を遵守するよう、今後も努力を続けます。

健康衛生対策→P36

グループにおける

労働CSRの取り組み

1）労働CSR指標（基礎指標）
①在籍人員（職位別/性別） ②平均勤続年数・平均年齢
③採用人員（職位別/性別/新卒・キャリア別/事務系・技術系別）
④退職人員（職位別/事由別） ⑤定年後再雇用実績(職位別）
⑥役員人員（性別） ⑦有期雇用人員
⑧時間外労働時間（月あたり） ⑨年次休取得率/日数
⑩育児休職/育児短時間勤務利用実績 ⑪介護休職/介護短時間勤務利用実績

2）労務管理実態
［法対応］ ①高齢者雇用　　②労働時間　　③派遣・請負　　④母性保護・育児

⑤介護・看護　　⑥雇用機会均等
［労務施策］①ワークライフバランス（時間外労働時間/年次休/フレックスタイム等）

②退職金制度　　③ダイバーシティ推進状況　　④採用・教育
⑤福利厚生制度（社宅・寮/その他課題）
⑥その他課題（現在課題として認識しており支援を希望する内容ほか）

調査内容項目（国内グループ会社）

て、採用ニーズと合致した場合に退職時

と同じ待遇で正社員として再雇用しま

す。また、配偶者の転勤に際し、配偶者

が帝人グループ社員であるかどうかに関

わりなく、配偶者の赴任先近辺で転勤先

を探し、退職せずに帯同転勤を可能にす

るよう努めており、これまでに19組の実

績があります※3。

在宅勤務制度の導入

帝人グループは、2008年4月より「在

宅勤務制度」を導入しました。育児・介護

をしている社員や、妊娠中、出産直後、障

がい等により通勤の負担が大きい社員な

どのワークライフバランスの向上や業務

の生産性向上を図ります。1日単位で週2

回まで適用可能で、すべて通常勤務の社

員と同じ処遇となります。

※1 帝人グループ会社規程によるグループ会社すべて
※2 帝人グループ主要12社、グループ会社社員数の73％をカバー
※3 帝人グループ主要8社、グループ会社社員数の48％をカバー
※4 帝人グループ主要11社

在宅勤務制度適用対象

以下の1）2）を満たし、職場の上司が在宅勤務
や通勤負担軽減の必要があると判断した場合
1）次のいずれかに該当する場合
・小学校卒業までの子供がいる。
・介護が必要な家族がいる。
・妊娠中、産後1年以内、または障がいをもつ。
2）次の基準をすべて満たす場合
・自己完結型で成果が客観的に評価できるな
ど、在宅勤務に適した仕事が準備できる

・自律的に労働時間管理・業務進捗管理を行
うことができる

・社員が在宅勤務をしても職場の業務に支障
が生じない

・自宅に仕切られた静かな職務環境を準備で
きる
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取引先と協働で進めるCSR調達・物流
これまでのグリーン調達を発展させたCSR調達を通じて、

取引先の社会的側面にも配慮を行っています。

CSRアンケート等を通じ、取引先と密接なつながりを築いています。

社会性報告 CSR調達

帝人グループは、さまざまな原材料、

機器、部品などを世界中の企業から調達

しています。近年高まるCSR調達の要請

に応えるべく、帝人グループの原料・資

材調達に関する考え方や基準を公開し、

公正で透明な購買・調達活動を展開して

います。

2006年度より、帝人グループHPに

「帝人グループの購買・調達活動につい

て」を掲載し、帝人グループの購買・調

達活動の基本方針をはじめ、購買・調達

の流れ、新規お取引開始までの手順など

を公開しています。調達における社会的

信頼性を高めるためには、取引先のCSR

取り組みと協働し、両者一体となった活

動をすすめることが必要です。そこで

「CSR調達ガイドライン」をHP上に公開

して、取引先との公正な関係の再構築を

すすめています。2007年度はグローバ

ル化に対応して英語版HP※にも掲載しま

した。また、グループ内の購買・物流の

適正管理推進のため、昨今問題となって

いる偽装請負に関しての総点検を行い、

適正な契約、運用管理の徹底を図るとと

もに、管理システムの機能強化を実施し

ました。

取引先CSRアンケート

帝人クリエイティブスタッフ（株）（以下

TCS）の購買部門では2006年度より主要

取引先のCSR推進状況について定期的

なアンケートを実施しています。2007年

度からはHPからのアクセス回答方式

（CSR取引アンケートシステム）を採用す

ることにより、取引先の負担を軽減し、

より幅広い取引先を対象に多くの回答を

集めています。この結果2008年3月末現

在、主要取引先550社（購買金額の54％

相当）より回答を得ました。これを「CSR

取引先評価基準」により分析し、データ

ベース化。CSR取引先アンケートシステ

ムの開発により、各取引先の時系列的な

実態の把握が可能となるなど、データの

運用度が高まりました。これらの情報は

調達先にもフィードバックし、取引先の

CSR活動改善に役立てていただいてい

ます。今後、CSR調達の持続的な発展の

ための基礎とするため、さらに対象取引

先を拡大していきます。

CSR調達

※英語版HP
http://www.teijin.co.jp/english/about/
about06.html

CSR調達ガイドライン

帝人グループの調達活動においては、お取引
先様に下記の取り組みを求めます。
1. 品質・安全性
・全社方針や行動規範等に、「品質・安全性」に
関する項目が含むこと。
・「品質・安全性」に関する推進部門と推進責
任者を決めて適切な管理をしていること。

2. 人権・労働
・全社方針や行動規範等に、「人権・労働」に関
する項目が含まれていること。
・「人権・労働」に関する推進部門と推進責任
者を決めて適切な管理をすること。

3. 安全衛生
・全社方針や行動規範等に、「安全衛生」に関
する項目を含むこと。
・「安全衛生」に関する推進部門と推進責任者
を決めて適切な管理をしていること。

4. 公正取引・倫理
・全社方針や行動規範等に、「公正取引・倫理」
に関する項目を含むこと。
・「公正取引・倫理」に関する推進部門と推進
責任者を決めて適切な管理をしていること。

5. 情報セキュリティ
・全社方針や行動規範等に、「情報セキュリテ
ィ」に関する項目を含むこと。

・「情報セキュリティ」に関する社会的責任の
推進部門と推進責任者を決めて適切な管理
をすること。

6. 社会貢献
・全社方針や行動規範等に、「社会貢献」に関
する項目を含むこと。
・「社会貢献」に関する推進部門と推進責任者
を決めて適切な管理をすること。

7. 環境全般
・全社方針や行動規範等に、「環境」に関する項
目が含まれていること。
・「「環境」に関する推進部門と推進責任者を
決めていること。
・「環境」に関し定めた方針や、規範を公開し
ていること。

8. 製品に含有する化学物質の管理
・法令などで含有禁止に指定された化学物質
について、最新情報を把握し、社内調査等の
事実やデータによる管理を適切に行うこと。

9. 製造工程で用いる化学物質の管理
・法令などで使用が禁止された化学物質につ
いて、最新情報を把握し、社内調査等の事実
やデータによる管理を適切に行うこと。

10. 環境保全（大気、排水、騒音、振動など）に
係る許認可

・許認可が必要な施設や作業の届出や、法令
などで定められた管理者などの選任を適切
に管理すること。

11. 環境マネジメントシステム
・環境マネジメントシステムを構築、運用し、
継続的改善に取り組むこと。

12. 環境への影響（大気、排水、土壌）の最小化
・自主基準を策定し、社内調査等の事実やデ
ータの把握による現状認識を行うこと。

13. 化学物質の環境への排出量の削減
・自主基準を策定し、社内調査等の事実やデ
ータの把握による現状認識を行うこと。

14. 資源・エネルギーの有効活用
・自主基準を策定し、社内調査等の事実やデ
ータの把握による現状認識を行うこと。

15. 温室効果ガスの排出量削減
・自主目標を策定し、社内調査等の事実やデ
ータの把握による現状認識を行うこと。

16. 廃棄物削減（３Ｒ）
・自主基準を策定し、社内調査等の事実やデ
ータの把握による現状認識を行うこと。

17. 環境への取組み状況の開示
・環境への取り組みについて、定期的にとりま
とめ、情報開示すること。
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取引先格付け結果

前項のアンケート結果と評価基準から

取引先518社について５段階評価で格付

けを実施しました。取引継続に問題がな

いと判断されたⅠ、Ⅱ群の企業数の比率

は約95％となりました。また、問題がな

いと判断されたⅠ、Ⅱ群の企業からの調

達金額は99％でした。

格付けが帝人の評価基準に満たない企

業に対しては、結果をフィードバックし改

善を要請しました。本システムが、取引

先と効率的・効果的なCSR調達をすすめ

るための合繊業界のデファクトスタンダ

ードとなるよう、グループ会社を含め関

係各社に参加を働きかけています。

グリーン調達

これまで、「グリーン調達ガイドライン」

に基づき、対象品目の取引先に対して環

境マネジメントシステムの構築確認およ

び構築要請を行うグリーン調達を実施し

てきました。2007年度は、グループグリ

ーン調達基準をWebサイトに公開し、取

引先に対する環境基準の周知・浸透を進

めてきました。

また、帝人グループは製品に含まれう

る原料・資材中の化学物質のグリーン管

理に取り組んでいます。化審法物質、

RoHS規制対象物質等、化学物質の管理

について、帝人グループの化学物質自主

管理指針の改訂により、購入管理を強化

するとともに、2007年度は、2006年度

に開発した化学物質データベースシステ

ムを運用し、帝人グループで購入する原

料・資材中の規制化学物質の一括登録管

理を推進しています。また、インターネ

ットのHP上で調達禁止物質と原則禁止

物質を掲示し、取引先への周知徹底を図

っています。

グリーン購入

文具・事務用品、オフィス用品は、「グ

リーン購入ガイドライン」を定めて購入

しています。2007年度のグリーン購入割

合は前年比2％増の78％でした。

帝人グループ購買・物流連絡会

2008年3月、大阪本社にて帝人グルー

プ各社の代表が集まり、購買・物流業務

に関係しての情報交換、課題共有化を目

的に連絡会を開催しました。

今回の開催の背景には、社会からの

CSR調達や法令遵守の強化、社内外から

のコストダウン期待の拡大等に対応する

ため、これらに直結する購買物流業務に

おいて、帝人グループ全体で知識・課題

を共有化し、協力して取り組んでいくこ

とがますます重要になってきていること

があります。第8回となった今回は、CSR

調達対応策の展開、購買システムの概要、

人財育成等について話し合いました。

今後とも、帝人グループ・グローバル全

体での競争力強化にTCS購買物流部門が

貢献できるよう、取り組んでいきます。

購買・物流連絡会の様子

取引先格付け企業数比率

格付Ⅰ�
77.0％�

格付Ⅱ�
18.7％�

格付Ⅲ�
1.5％�

格付Ⅳ�
2.3％�

格付Ⅴ�
0.4％�

取引先格付け調達金額比率

格付Ⅰ�
93.3％�

格付Ⅱ�
5.7％�

格付Ⅲ�
0.2％�

格付Ⅳ�
0.8％�

格付Ⅴ�
0％�
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グループ全体で社会貢献、コミュニケーションを推進

重点領域を「環境」「社会教育」「国際交流」に定め、グループ共通の社会貢献として

社員参加型の自然保護活動に積極的に取り組んでいます。

事業所、グループ各社は独自の個性を活かした社会貢献活動を行っています。

社会性報告 社会貢献・コミュニケーション

帝人グループは企業行動規範、企業行

動基準に則り、2006年度より社会貢献の

基本方針等を設定しました。2003年3月

に日本経団連の1％クラブに入会し、以

後、経常利益の1％以上を目標に社会貢

献費用に充てています（2007年度実績

1.9％）。また、個々の社員が社会貢献や

地域貢献等の公共活動に取り組めるよう

に、ボランティア休職制度、骨髄提供者・

消防団員登録者への公認休制度、バック

アップ休暇を利用したボランティア活動

への参加等、制度面からも社員のボラン

ティア活動を支援しています。

社会貢献活動の実際の取り組みについ

ては、事業所、グループ会社も個別に企

業市民活動を推進していますが、2006年

度より帝人（株）表彰規程に帝人CEO社

会貢献賞を新設し、功労のあった社員ま

たは団体を表彰しています。2007年度

は「帝人松山事業所帝人サッカースクー

ル」が団体表彰されました。また、グルー

プ共通の社会貢献プログラムを2006年

度より推進しています。

グループ共通の社会貢献プログラム

「環境」「国際交流」「社会教育」を重点

領域に設定しています。2006～2008年

度の中期計画においては、とくに自然保

護活動を中心テーマに設定し、グループ

社員がボランティア活動をすすめること

を前提としたプログラムを展開していま

す。2007年度は、日本自然保護協会

（NACS-J）、日本野鳥の会との共同で、

ボランティアリーダーの育成を目的に

「自然観察指導員講習会」「探鳥会リーダ

ー講習会」を開催しました。受講したボ

ランティアリーダーが中心となり、各地

の指導者の協力を得て「自然観察会」（セ

ミのぬけがら調査）、「探鳥会」を企画・運

営しました。海外の植樹活動については、

地球緑化センターが主催する「長江・緑

の親善大使」（中国・重慶江津市）に社員7

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

1）自然観察会の企画・運営
2）探鳥会の企画・運営

2. 緑化里山保全活動の実施
3. 海外植樹ボランティアの実施

【社員のボランティア活動育成】
1. 自然観察会指導員講習会※1

2. 探鳥会リーダー講習会

帝人グループ共通プログラム（2006年度～）

社会貢献に関する休職・休暇制度

ボランティア休職制度

バックアップ休暇を利用し
たボランティア休暇制度

青年海外協力隊への参加時
の休み

骨髄提供（骨髄バンク）時の
休み

地域消防団出動時の休み

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

期限までに消化できなかった年次有給休暇がある場合、当該年次有給
休暇をバックアップ休暇（有給）に振り替えることができます（限度枠50
日）。バックアップ休暇の実施事由には、ボランティア活動以外に、本人
の私傷病療養（不妊治療を含む）、本人の健康管理、小学校3年生の年度
末までの子の育児で必要不可欠な場合、家族の看護・介護で必要不可
欠な場合、定年退職前および定年退職後の生活設計準備が含まれます。

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

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

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

社会貢献活動で支出した金額
（国内外グループ会社実績、日本経済団体連合会「2006年度社会貢献活動実績調査実施要領」に準拠）

項　目

金銭

現物寄付

施設開放

社員の参加・
派遣

合計

内　容

社会貢献活動に関わる寄付金および経費として支出したもの

自社製品の社会福祉団体への提供等、現物で供与したもの

体育館やグラウンドの一般開放等、自社施設の開放・提供に関わる経費

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

金額（千円）

763,873

1,002

38,011

111,109

913,995

社会貢献活動の推進

帝人の取り組み

■社会貢献については、帝人グループ企業行動

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

・「企業行動規範」「企業行動基準」

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

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

※1 日本自然保護協会との共催

愛媛県砥部町・総合運動公園にて行われた

「探鳥会」
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名が参加し、地元の住民との交流のもと

活動をすすめました。また、ap bank

fes‘07の会場における自然観察会（運

営：NACS-J）に帝人社員もスタッフとし

て参加しました。さらに、イントラネット

上の社会貢献ページや掲示板機能、ブロ

グを積極的に活用し、グループ社員への

認知度向上に努めました。

若き科学者育成のための奨学金制度

日本における化学繊維工業のパイオニ

アである久村清太氏の偉業を称え、国際

社会・文化の発展に貢献する若き科学技

術者を育成することを目的に、1954年よ

り帝人久村奨学金として貸与を行ってい

ます。これまでに1,400名もの学生に利

用されています。2007年度の貸与奨学

患者様の安否確認をはじめ、他事業所か

らの応援体制を組み対応していますが、

この「中越沖地震」では、PETボトル50ケ

ース（300本）、給水用ポリタンク50個強、

大人用紙おむつ50個強を医師会対策本

部に現物寄付しました。

大規模災害への支援

2007年7月に発生した「中越沖地震」に

際し、新潟県庁に対して500万円の義援

金を拠出しました。帝人在宅医療、帝人

ファーマは、災害時には緊急体制を組み、

生は、2008年3月末

現在で45名（修士課

程22名、博士課程23

名 ）、貸 与 総 額 は

4,872万円の実績と

なりました。

※2：「日本自然保護協会」の支援のもと、「セミのぬけがら調査」を実施。当調査では、「セミ」の種類を
特定し、その分布を時系列、地域間で比較することで様々な傾向を読み取ることができます。

※3：「日本野鳥の会」の支援のもと、「冬鳥」を中心にした探鳥会を実施。

名古屋市名城公園で行われた「自然観察会」

「日本レーヨン工業

の父」久村清太氏

ボランティア講習会実績（2007年度）

期日

6/1～3

6/29～7/1

6/29～7/1

講習会名

自然観察指導員講習会

自然観察指導員講習会

探鳥会リーダー講習会

場所

東京・八王子市

山口県・山口市

愛媛・松山市

社員参加

14名

13名

15名

協力団体

日本自然保護協会（共催）

日本自然保護協会（共催）

日本野鳥の会（支援）

「自然観察会※2」実績（2007年度）

期日

7/29～8/19

場所

6カ所（山口県岩国市・
周南市、静岡県長泉町、
愛知県名古屋市、東京
都小金井市・日野市）

社員ボランティア
参加のべ数

34名

一般参加
のべ数

170名

協力団体

山口県自然観察指導員協議会、富
士箱根伊豆自然観察指導員連絡
会、愛知県自然観察指導員連絡協
議会、自然観察指導員東京連絡会

「探鳥会※3」実績（2007年度）

期日

12/15～3/19

場所

6カ所（愛媛県砥部町、
栃木県真岡市、山口県
岩国市、岐阜県大垣市、
静岡県清水町、東京都
日野市）

社員ボランティア
参加のべ数

14名

一般参加
のべ数

61名

協力団体

日本野鳥の会愛媛県支部・栃木県
支部・山口県支部・岐阜県支部・沼
津支部・奥多摩支部

Topics

ボランティアスタッフ（自然観察会・探鳥会）の声

日頃、富士山の麓で自然に接しているは

ずの私にとって、自然観察指導員講習会、

探鳥会リーダー講習会での座学による講

義、野外実習は、自然保護に対する考え方、

自然の親しみ方、観察の技法などを学ぶ、

とてもよい体験となりました。夏には「セ

ミのぬけがら調査隊（三島）」の隊長をさ

せていただきました。参加者が集まるの

か、天気は大丈夫だろうかと不安だらけで

したが、地元の指導員の方と事業所の協

力により無事に終わることができました。

参加者から「来年も参加したい」との感想

もあり、一応の成功と感謝しています。3

月には「日本野鳥の会」の地元支部の協力

を得て探鳥会を開催しました。以前にお

世話になった自然観察指導員にも参加を

いただくことができ、ネットワークが広が

りつつあると感じてきています。これらの

観察会に寄せられた意見・感想・反省点を

踏まえて、これからも活動していきます。

東邦テナックス（株）

三島事業所

岡崎一夫
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社会性報告　社会貢献・コミュニケーション

帝人グループでは、事業所、研究所に

おいても地域に密着した社会貢献活動を

推進しています。各地のボランティア休

職者等により実施される福祉活動や、松

山事業所での「帝人サッカースクール」、

岩国事業所における「ミニ駅伝大会」な

どのスポーツ振興にも取り組んでいま

す。工場見学やインターンシップの受け

入れも各所で行っています。特に松山事

業所の「繊維to繊維」、徳山事業所の「ボ

トルtoボトル」の各リサイクル工場は、世

界でも最先端の技術で人気も高く、地元

の学校をはじめ、多くの方を見学者とし

て迎え入れています。2007年には松山

事業所にて「エコサークル」をテーマとし

た工場見学を行いました。その他、清掃

活動、森林ボランティア活動、お祭り等、

地元に密着した活動も継続しています。

グループ会社の活動においても事業特

性、地域性に応じた社会貢献活動を実施

しています。例えば、国内では帝人ファ

ーマ、帝人在宅医療における研究助成、

学術振興を目的とした寄付、帝人ファイ

バーの環境教育、製品の提供、インフォ

コムのパソコン教室などが挙げられま

す。オランダに本拠を置くテイジン・ア

ラミド社は、オランダ・アーネム・フィル

ハーモニー管弦楽団のメインスポンサー

となり、積極的に支援しています。

また、同社では慈善団体であるTREES

FOR TRAVELに寄付し、植樹や森林維

持を通じて同社が海外出張等で消費した

CO2に対応するカーボンをオフセットして

います。その他、南通帝人有限公司（中国）

による上海市慈善基金会を通じた高校生

への奨学金提供、帝人によるアムステル

事業所、グループ各社等の取り組み

「帝人サッカースクール」には小学生190名が在籍
し、社員・OBがボランティアで指導。ユニフォー
ムは「エコサークル」により再生されたもの

「2008年第4回スペシャルオリンピックス日本冬
季ナショナルゲーム・山形」（2008年3月）に帝人
ファイバー製の「フロアシート」を提供。

環境教育として、「ボトルtoボトル」事業を地元小
学生に解説（帝人ファイバー徳山事業所）。

帝人労働組合松山支部が実施した第2回ボランテ
ィア植樹（2008年3月9日）。松山市の水源確保の
ための植樹活動として80名が参加。

芸術・文化・スポーツ等の支援

アマチュアスポーツを支援するため、

「全国高校サッカー選手権大会」、「日本車

椅子バスケットボール選手権大会」をは

じめ、日本テニス協会が主催する「テイジ

ン全日本ベテランテニス選手権」「幼稚

園・小学校マナーキッズテニスプロジェ

クト」などに協賛しています。2007年度

は、5月に松山事業所、7月に岩国事業所

の各体育館で「マナーキッズテニス教室」

が開催され、それぞれ59名、45名の児童

とその保護者が参加しました。また、各

事業所のテニス部も運営に協力しまし

た。「日本車椅子バスケットボール選手権

大会」では帝人グループ社員がボランテ

ィアとして参加しました。

2007年7月に岩国事業所帝人会館にて行われた
「マナーキッズテニス教室」

第37回日本車椅子バスケットボール選手権大会
（2008年5月2～4日）で社員が大会運営をサポー
ト（写真上部左）。
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ダム市立美術館の新館増設に対する寄付

をはじめ、タイ、インドネシア、シンガポー

ル、アメリカ等の現地法人による社会貢献

活動も地道に行われています。

労働組合においても組合員の活動とし

て各職場を通じた社会貢献を実施してい

ます。例えば、帝人労働組合、東邦テナ

ックス労働組合等の労働組合では、上部

団体のUIゼンセン同盟（化学部会）との

連携のもと、毎年「愛の一円玉募金」を行

い福祉団体に寄付するなど、カンパ・収

集活動等も積極的に実施しています。帝

人労働組合では60周年記念行事として

2006年を皮切りに、8支部でそれぞれの

地域の状況に合った森林ボランティア活

動を開始しています。

2007年度も、「エコプロダクツ2007」、

「第34回国際福祉機器展」をはじめ、環境、

福祉、地域交流に関係する展示会への出

展やセミナーを開催しました。

労働組合による取り組み

コミュニケーション活動

第12回「IR優良企業賞」

日本インベスター・リレーションズ協

議会が主催。帝人は2005年度に続き、2

回目の受賞となりました。今回の受賞理

由は、ステークホルダーに対して適時・

公平で一体となったIR活動に努めている

ことなどが高く評価されたものです。

「第56回日経広告賞」内「IR広告賞」受賞

日本経済新聞社が主催。帝人のシリー

ズ広告「MISSION OF MATERIAL」

（2007年1月22日～26日の5日間連続で

掲載）が、「IR広告賞」を受賞しました。

「日本経団連推薦社内報・総合賞」

日本経団連の社内広報センターが毎年

実施。帝人のグループ報「TEIJIN」が「総

合賞」を受賞しました。

広報・IR関連の受賞（2007年度）

第34回国際福祉機器展（H.C.R）TREES FOR TRAVELによるマレーシアでの植樹 第4回エコプロダクツ国際展

展示会への出展、およびセミナー開催の事例

期日

5/23

9/14～15

10/3～5

10/20～21

12/13～15

2/4～3/29

3/1～4

催事名

えひめエコビジネスフェア2007

えひめビジネスマッチングフェア
「メイド・イン愛媛2007」

第34回国際福祉機器展（H.C.R.2007）

やまぐちいきいきエコフェア

エコプロダクツ2007

第4回睡眠時無呼吸症候群
全国セミナー

第4回エコプロダクツ国際展

場所

内子町民会館

アイテムえひめ

東京ビッグサイト

きらら博記念公園

東京ビッグサイト

全国29会場

ナショナルコンベンション
センター（ベトナム・ハノイ）

概要

2006年度の優良循環型事業所に認定された帝人ファイバー松山事業所
は、「エコサークル」のパネルや、エコユニフォーム、パンフレット等を展示。

帝人松山事業所が、帝人グループの技術を紹介。

帝人（株）およびグループ7社出展。帝人グループの取り組みや製品を展示。

帝人ファイバー徳山事業所は、原料リサイクルや「エコペット」製品等の環
境の取り組みを展示。

帝人（株）およびグループ7社出展。帝人グループの環境配慮型の技術・製
品等を展示。

一般市民、企業の総務・健康管理担当者、医療保険担当者を対象に、帝人
ファーマ、帝人在宅医療、レスメド社が主催。書く地域におけるSAS治療の
第一人者である医師を講師に迎え、本疾患についての正しい知識と予防
方法を紹介。

グリーン購入ネットワーク他3社との共同出展ブースの中で「エコサーク
ル」を紹介。
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第三者意見 専門家からのご意見

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

2008年の『CSR報告書』を拝見して、まず

評価すべき点は、「環境経営」という重要テー

マに先進的に着手し、全社をあげて真面目に

真正面から取り組んでおられるということで

す。「トップメッセージ」に記載されている、90

年という長い歴史のなかで培われた帝人グ

ループの企業DNAが生かされている証とも

いえます。

「コンプライアンスとリスクマネジメント」

の面では、帝人グループのCSR責任者であ

るCSROの監査によって、諸活動の結果を確

認しているのが印象的です。また新しい話題

としては、2007年1月にCSRの要請を盛り込

んで「企業行動基準」を改定したことにともな

い、その周知徹底のために社員に対して「企

業倫理ハンドブック全員記名アンケート」を

実施したこと。8割近い回答率という結果に、

帝人グループの社員一人ひとりの意識の高

さと誠実さが顕れていると思いました。毎年、

無記名式で実施している「企業倫理アンケー

ト」の結果では、「人格・個性の尊重」と「ゆと

り豊かさの実現」の項目で、社員満足度を向

上ないし維持している点は大変評価できると

思いました。

さて、コンプライアンス上のトピックスとし

て、最近、社員がWeb上の自分のブログに会

社での出来事を書き込んでしまい、それが企

業情報の漏洩につながっていくという問題が

浮上しています。帝人グループではどうでし

ょうか。公私混同でもあり、企業倫理と個人

倫理の境目で難しいのですが、注意を喚起す

る必要があると思います。個人情報の保護と

同時に企業情報の保護という点からも、今後

の課題になってくるのではないでしょうか。

大八木社長が新たに就任されましたが、社

長の代によって『CSR報告書』にも特色が出

てくると面白いと思います。実績報告を網羅

的に記載するだけでなく、さまざまな新しい

試みも期待したいところです。例えば、グロ

ーバルな観点からの企業倫理、人材労働や

CSR調達なども興味深いテーマです。今後

も、帝人グループの「三位一体による持続的

な価値の増大」が深化し、『CSR報告書』もさ

らに充実していくことを望みます。

主としてガバナンス、企業倫理について一人ひとりのCSR意識の進化を期待する
慶應義塾大学商学部　准教授・哲学博士　梅津 光弘 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）ほか。

全体を通読しての印象は、帝人グループが

非常に真面目にCSRに取り組んでいること。

内容や表現に宣伝臭さがなく、できるだけ多

くの読者に読んで理解してもらいたいという

姿勢が随所に伝わってきます。大八木新社長

のメッセージ「環境経営を深化させる」は、内

容も具体的で分かりやすいと思います。新た

な環境配慮設計の認証制度活用にあたって、

独自の改良チェックリスト法を作成し、「ステ

ークホルダーダイアログ」を開催した記事に

は、帝人グループの意気込みを感じます。

逆に全体をとおして物足りないのは、世界

の潮流やそれに応じた日本の政策や対策と、

帝人グループの戦略がどうリンクしているの

かという点です。例えば、日本全体のCO2排

出量削減という視点から、航空機や自動車の

軽量化技術をもっと強調すべきですし、水処

理ビジネスでは国連のMDGs（ミレニアム開

発目標）の議論とのつながりまで言及するべ

きでしょう。「エコサークル」で業界をリード

しているのであれば、「技術的には十分なソ

リューションがあるが、経済的な課題や法的

な整備の必要がある」ことをもっと社会に訴

えかけるべきでしょう。「ボトルtoボトル」も、

現在の生産状況や今後の技術開発を視野に

入れてどう考えているかを記載すれば、政府

や業界に対して問題提起のきっかけになる

と思います。「環境会計」でこのほどISOで新

たな分科会が発足し日本が議長になりまし

たが、そのあたりとの連携はどうなのでしょ

うか。

取り組みをより効果的に読者に訴求する

手法も工夫がほしいところです。例えば、新

幹線『N700系』は帝人の製品を使い軽量化

されていますが、仮に「新幹線全部に使用さ

れたら、いくらのCO2削減効果がある」と数

値化。第三者研究機関に協力してもらえば、

信憑性もありインパクトもあるのではないで

しょうか。報告書をはじめとする各メディア

で「国民生活を豊かにしつつ、環境問題に対

処するために、帝人グループは技術開発・革

新でこのように応えていく」ことを、積極的

にアピールするべきです。

帝人グループの技術、ソリューションを生

かしたCSRに、大いに期待しています。

主として環境マネジメントについて世界や日本国のトレンド・課題に臨む、帝人の姿勢を明らかに

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

雇用・労働分野の頁が増頁され、透明性が

増しました。ダイバーシティ推進では、女性

新卒総合職30％以上採用の方針による実績

が維持され、女性管理職登用の3倍増5カ年

計画が達成されたことに敬意を表します。

ワークライフバランス活動では、労働時間

短縮の取り組み、男性の積極的な子育て参

加、女性の経済的自立を支える「退職者再雇

用制度」のパフォーマンス向上など全体像が

わかります。男女ともに働きやすい会社と

してのレベルアップが着実に図られている

ことが実感できます。その他課題について

もきめ細かい取り組みが記述されています。

しかし、これらの成果を作り出した活動

も、まだ新たなシステムへの基盤づくりの

段階です。例えば、女性管理職数も男女比

では決して高いものではなく、女性管理職

の働きやすさを一層実現するための労働慣

行の改革が必要になります。

グループ内の正社員以外の「サポート労働」

を自主点検し、適正活用に努めていることは

評価できます。関連して2008年4月に示され

たOECD（経済協力開発機構）の「対日経済

審査報告書2008年版」では、非正規雇用労

働者が全体の3分の1を超え、低賃金など公

平性の面での深刻な問題があるとして改善

を求めています。個別企業のレベルでは正

社員化などの取り組みがはじまっています

が、福利厚生適用の拡大、教育・訓練の実施

などに取り組み、法令遵守にとどまらず、非

正規労働者を含めたクオリティ・オブ・ライ

フの向上を図るよう希望します。

労働安全衛生について、休業災害度数率

の悪化に対する取り組みが記述されていま

すが、経済効率とコスト追求のあまり人員

配置が厳しくなり、過重労働になっていな

いのか、業務体制を含めた原因究明を徹底

させてください。メンタルヘルス対策につ

いては、長期休業者増加の事実を記述して

いる点を評価し、根本的な防止策とその成

果を期待します。

主として人財・労働安全マネジメントについて労働CSRの前進を評価、さらなる向上を期待する
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

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

今回の『CSR報告書』では、社会貢献の取

り組みが社内に着実に根付きつつあると感

じました。

例えば自然観察会の「せみのぬけがら調査」

は社員がボランティアリーダーとして地元の市

民団体と一緒に企画・推進されていますが、地

球温暖化モニタリングの役割もあり、かつ遊

び心のある自主的な活動として、とても面白い

と思いました。同様に「人財マネジメント」の

“「私がやる！」プロジェクト”も、自発的に社内

の課題を解決しようとするボランタリーな活

動で、社会貢献でのボランティア活動の世界

に相通じるものがあります。

なおボランティア活動も重要ですが、寄

付への理解をさらに広げてほしいと思いま

す。寄付とは、自分より上手に活動できる人

がいると信じ、その人に託す行為です。想

いのバトンを繋げる活動という理解が社員

の皆さんに伝わると、社員参加型の寄付制

度であるマッチングギフト等、新しい仕組み

を展開することも可能となり、帝人の社会

貢献活動の幅が広がるものと思います。

コミュニケーションの視点では、「ステー

クホルダーダイアログ」の環境配慮設計に

関する記述は、システムや固有名称などが

難解で、一般の読者にはわかりにくい。専

門家だけでなく環境系のNPOの方々などと

も話すと、より帝人の魅力を表わすことが

できるのではないかと思います。一方、「エ

コサークルの進展」では、昨年の「ステーク

ホルダーダイアログ」での専門家やNPOの

方々の意見を踏まえ、「一般消費者への働き

かけの強化、エコサークルの輪の拡大」とい

う展開を報告していますが、誠実なフォロ

ーとして好感を抱きました。

欧米では、BOYCOTTに対してBUYCOTT

という言葉があり、不買運動の逆で社会貢献

に熱心な企業が生き残るよう購買運動を進

める動きもあります。この場合のCSRのCは、

コーポレートではなくて、コンシュマーと見

立てて、消費者の社会的責任に注目する動

きでもあります。帝人は消費者と直接的なコ

ンタクトが少ないですが、今後の『CSR報告

書』では、最終消費者を強く意識して活動の

姿が伝わってくるような工夫も必要だと思い

ます。

主として社会貢献・コミュニケーションについて最終消費者を意識した内容と表現の工夫を

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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今年はグループ経営戦略における「環境」

の位置づけが明確になり、「環境保全」につい

ては長期目標が設定されました。なかでも

絶対量削減目標は評価されます。CO2排出

量については、事業グループごとの分析を可

能にするようなデータベースの構築が進み、

データ集計の精度は毎年向上しています。し

かしながら、基礎データの信頼性は各事業グ

ループのひとつひとつが正確に報告するこ

とが前提となりますので、今後も、グローバ

ル統一のルールにのっとり、徹底してデータ

管理することが必要です。他方、グローバル

管理においては国ごとの違いもあり、一律に

管理することが難しいことも事実です。例え

ば、国によっては廃棄物の最終処分方法が明

確に把握できない場合なども考えられ、ゼロ

エミを推進する上では正確な情報を把握す

る方法を確立していく余地があります。

CSR調達や人財については、2007年度中

の新たな取組事例が紹介され、帝人グループ

のCSRの浸透が感じられます。今後は、「なぜ

それらの取組が必要なのか」「それらを改善

することが帝人の事業および社会の持続可能

性にどのように寄与するのか」といったような

脈絡（コンテクスト）が読者に伝わるような報

告書へと発展してほし

いと願います。

第三者意見　第三者審査報告

あずさサスティナビリティ（株）

マネージャー

牧 多恵様

第三者審査の手続き

審査計画の策定

審査手続き

最終原稿チェック

審査判断

第三者審査報告書提出

第三者審査実施報告会

●事前準備および
　審査計画

●作成・開示方針に
　係る質問

●審査対象原稿の入手

●帝人本社、
　グループ会社における
　審査諸手続の実施

●事業所往査

●CSR報告書の
　最終原稿のチェック

●判定会議

●第三者審査報告書提出

●第三者審査実施報告会

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

審査対象となるCSR報告書の原稿を入手。

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

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

海外4工場での現場視察および審査手続を実施。
（南通帝人、帝人加工糸南通、帝人汽車用加工布（南通）、帝人化成複合塑料）�

最終原稿のチェックとともに修正依頼事項の反映のあり方を最終原稿から評価。�

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

第三者審査の結果である「第三者審査報告書」を帝人に提出。

第三者審査の実施した概要および実施過程において気づいた事項を報告書としてまとめ、帝人に報告。
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「2007年帝人グループCSR報告書」を

お読みいただいた方々からアンケート回

答をお寄せいただきました。皆様からい

ただいたご意見を、今後のCSR活動の推

進と報告書の改善に活かしていきたいと

考えています。ここでは、皆様のご意見

をいくつかご紹介します。

2008年帝人グループCSR報告書では、以

下の点に注力しました。

1）専門家の方々からご指摘のあった重要な

報告事項についてはページ数を増やして記

述を強化する。環境マネジメント（環境配慮

設計、物流におけるCO2排出等）、コンプラ

イアンス・リスクマネジメント、人財・労働、

サプライチェーン対応などがそれに該当。

2）これまで主に日本国内の指標にとどまって

いた人財マネジメントについて、海外も含め

たグループ全体の指標を把握して開示する。

3）経済性報告についてあらたに独立したカ

テゴリーを設け、情報開示する。

4）ステークホルダーや専門家の方々からい

ただいたご提案やアドバイスに対して、その

後の帝人グループの対応と成果を記述する。

帝人グループのCSRとして重要な項目に

ついてステークホルダーダイアログを開催

し社外の方々からご意見と評価をいただく

こと。また社外の専門家から帝人グループ

の分野別CSR活動について評価をいただく

ことは、過去3年間で定着してきました。こ

れらはグループのCSR活動のPDCAをまわ

していく上で不可欠のプロセスになってき

た感があります。

監査法人による審査は例年にも増して周

到かつ精緻なものとなりました。各担当に

おいては相応の時間と手間を要しましたが、

この審査によって正確性と透明性が一段と

向上したと確信しています。

今年度はCSR報告書を毎年発行している

事務局として、一つうれしいことがありま

した。我々はCSR報告書の発行目的の一つ

にSRI（社会的責任投資）に対する適切な情

報提供をあげていますが、2007年度には国

際的なSRIに対し情報提供している複数の

調査会社を訪問する機会にめぐまれました。

彼らは指標となるデータを収集するだけで

なく、特集をはじめとするCSR報告書の一

般記事についても大変丁寧に読んでおられ

ました。なかでも帝人グループの「エコサー

クル」の取り組みについては強い関心を持

っておられ、その進展がどうなったのか次

回の報告書に是非開示してほしいとの要請

があり、あらためて励まされる想いがしま

した。

最後に今年度も多くの取引先企業、団体、

NPO、また個人の実名を記述させていただ

きましたが、皆様には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

ご協力をいただきました。心より御礼申し

上げます。

帝人株式会社　CSR室

J-sus：裏表紙に掲載のサステナビリティ報告審査・登録マークは、当該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。

読者からのご意見

第三者意見・第三者審査報告を受けて

主なご指摘事項

■透明性と積極性について評価できる。

■「完全循環型リサイクル」をより深く知りたい

ので、今後も循環型社会をめざす「エコサー

クル」に関しての特集を継続してほしい。

■2006年度に策定したCSR中期計画に対し、
自己評価をして見直している点が非常にす

ばらしい。

■企業理念に「社員とともに成長します」とあ

るのに社員の顔があまり見えてこない。社員

からのメッセージを入れたり、報告書の製作

プロセスにおける社員の関与を紹介しては。

■サポート労働力と正社員との割合や格差、育

成の観点でのサポート労働量の仕事の内容

と教育について知りたい。

■経営にCSRを組み込んでいる点がすばらし
い。海外において、コンプライアンスを越え

たCSRの展開は考えていないのか？
■人権分野におけるサプライチェーンマネジメ

ントについての取り組みを知りたい。

■貴社のCO2排出量は非常に大きい。いっそ

うの削減努力はもちろん、植林などのグリ

ーン化事業で環境向上（復旧）に努力してほ

しい。

十分信頼できる
80%

まったく信用できない　0%

ほぼ信頼できる�
20%

やや信用できない　0%

内容の信頼度� 内容の理解しやすさ�

非常に理解しやすい　�
20%

とても理解しにくい�
7%

やや理解しにくい　0%
理解しやすい�
73%

非常に深まった
20%

わからなくなった　0%

変わらない�
13%

ある程度深まった　�
67%

帝人グループへの理解�

非常に高まった�
27%

変わらない�
13%

低くなった　0%
ある程度高まった�
60%

帝人グループへの信頼感�
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さなぎは、蝶になるための準備期間。硬い殻

のなかでは、幼虫の時代に蓄えた栄養を使っ

て、空中にむけて離陸するための準備を行っ

ています。2007年度にオープンした「テイジ
ン未来スタジオ」は、お客様に対してこれまで

帝人が培ってきた様々な先端技術を集約し、

進化した未来の形を提案するための、常設の

展示場です。ここには、アラミド繊維、炭素繊

維、バイオプラスチック、ポリカーボネート樹

脂、ポリエステル繊維など、帝人グループの

素材をほぼ100％使用してつくりあげたオリ
ジナルコンセプトカーが展示されています。

この車も、さなぎにあやかり「PU_PA」（英語
でさなぎ）と名づけられました。未来に向け

て離陸する車、「PU_PA」です（→P46）。

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。

2008年6月発行

レスポンシブル・ケア�


