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「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。

1　“環境経営”の定着化と前進を図り、コーポレート・ブランド価値の向上に資する

2　安全管理・防災管理の一段の強化により、持続的なリスク低減に努める

3　コンプライアンス活動とリスクマネジメント活動の一層の浸透を推進し、ガバナンスの向上を支える

4　TRMコミティー※の運営を見直し、グループ全体のリスク対応力をさらに強化する

5　人財及び購買・調達部門に対しCSR観点から適切な助言と支援を行う

6　製造物責任・品質保証については、原点に立ち返り点検し、さらなる改善によりリスクの低減に努める

7　社会貢献活動については、さらなる広がりを目指した企画と展開を進める

8　 グループ・グローバルなCSR活動推進に向けて、人財の獲得・育成を効果的に行うとともに 

より適切な組織体制をつくる

CSRの基本方針（CSR中期計画 2009-2011）

企業理念

社会と共に成長します
1． 株主と顧客から信頼され、 
期待される企業グループとして 
企業価値の増大に努めます

2． 広く社会の理解と共感を得られる 
企業グループをめざします

3． 地球環境との共生を図り、 
自然と生命を大切にします

社員と共に成長します
1． 社員が能力と個性を発揮し、 
自己実現できる場を提供します

2． 社員と共に、革新と創造に 
挑戦します

3． 多様な個性に彩られた、 
魅力ある人間集団をめざします

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

※：TRMコミティー→P23
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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。

お読みいただくにあたって
「2009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しています。と
くに帝人グループにとって重要で、かつ社会にとっても
重要なテーマについての取り組みは特集としてまとめま
した。

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見やすさへの配慮、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。紙面の制約で冊子上に掲載でき
ない参考情報はWebサイトを表示して検索できるように
しています。

信頼性への配慮
帝人グループは、経営全般にわたり透明性を重視すると
ともに、積極的な情報公開および情報の信頼性向上に
努めています。この観点により、本報告書の記述内容に
ついては、KPMGあずさサステナビリティ（株）による第
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（2008年1月～
12月）および決算期（2008年4月～2009年3月）、記述
情報は最新のもの（2009年5月末）まで含めて採用して
います。また、報告対象組織は、原則としてすべての帝人
グループ（帝人（株）および国内グループ会社84社、海外
グループ会社84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年版」（環境省）
•「サステナビリティ レポーティング ガイドライン2006」
　（Global Reporting Initiative）

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。

発行年月および次回発行予定
2009年6月発行（次回発行予定：2010年6月）

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

CONTENTS

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

新たな目標を見すえて

質問1　 2008年度の業績は大幅に計画未達となりましたが、厳し

い経営環境の中での今後の経営方針・経営計画について

はどのように考えているのでしょうか？

2008年度は、2006年度から始まった3カ年の中期経営計画

「STEP UP 2006」の最終年度でしたが、前半は原油価格の高騰

による原料およびエネルギーのコストアップの影響を大きく受け、

また、後半は世界同時不況の影響による末端消費の大幅な冷え込

みや円高による打撃を受け、利益計画は大幅に未達となりました。

景気の底が見えない現状にあって、帝人グループも未曾有の危

機的状況の真っ只中にあります。キャッシュフローを確保すべく、

グループ内に「非常事態宣言」を発し、生産設備の操業短縮を継

続するとともに、大型設備投資の凍結や在庫の圧縮、経費の徹底

削減などを図っています。

経営基本方針について
短期と中・長期とに分けて経営方針および経営戦略を策定しま

した。

短期的には、事業構造改革を加速し、事業環境が悪化するなか

にあっても、速やかな収益性回復と、キャッシュフローおよび財務

質問2　 昨今の経営環境悪化により、グループのCSR経営に変化

はありますか？

CSRに対する基本的な考え方や姿勢は変わりません。帝人グ

ループは、将来「グローバルエクセレンスの獲得」をめざしていま

すが、そのためには「優良なコーポレート・ガバナンス」と「企業の

社会的責任を果たすCSR」をベースとして、「帝人らしさ」ともい

える企業ブランドを確立していることが必須です。そのうえで、展

開する事業がグローバルに認知され、顧客から愛されているとい

う状況を実現していきたいと思います。事業規模や経営効率もエ

クセレンスを表す指標ではありますが、それらが絶対的な基準で

あるとは考えていません。

CSRの具体的な施策については、重要性や緊急性を精査した

うえで、さらに戦略的・効率的に運営していきたいと考えていま

す。とくに現下の厳しい経営環境のもとでは、各生産拠点で大幅

健全性の確保をめざします。

中・長期的には、「グローバルエクセレンスの獲得」をめざし、先

端材料・複合材料、バイオ素材やリサイクルシステムなどを通じて

軽量化・安全・エネルギー再生などのソリューション提供を行う「グ

リーンケミストリー」事業と、大型新薬・次世代医薬品・新規在宅医

療サービスなどのソリューションを提供する「ヘルスケア」事業に

より持続的な成長をめざしていきます。

これらの実現を加速するためには、次のような事業構造および

組織体制の革新が必要となります。

1. 技術開発や技術改良を基盤として、「自力成長」できる体制を

強固にします。

2. 景気やエネルギー価格などの影響を受けにくい事業構造を

めざしてソリューション事業の拡大を図り、また、世界の成長

地域に向けた事業の幅出しを推進します。

3. 2003年より継続してきている持株会社制のあり方や、より迅速

な意思決定に向けた審議体のあり方を見直し、競争戦略、技術

戦略、人財活用の上で最適な体制構築を模索していきます。

4. グループの経営基盤である公正、公平、透明性、迅速性を維

持、改善していきます。
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質問3　 これからの経営において、CSRの観点から重要課題となる

のはどのようなことでしょうか？

いくつかの重要なポイントについてコメントしたいと思います。

「環境経営」の推進
私たちは2007年に「環境経営宣言」を発表して、「環境保全」「環

境配慮設計」「環境ビジネス」を3本柱とする一連の環境方針を定

めました。本年は温暖化国際交渉の節目の年でもあり、私たちも上

記3本柱により環境経営を一層前進させます。

CO2の排出量については、2020年度までに1990年度対比国内

で20％以上削減することを目標としています。当面、排出権取引に

は参加せず、自力での絶対量の削減を図ります。原燃料について

は、石油依存を低減し、代替原燃料への転換を推進します。環境配

慮設計については、ガイドラインに沿った製品づくり、プロセスづく

りを強化し、現場の開発活動のなかに根付かせていくことが重要で

す。また、環境ビジネスとしては、先端材料・複合材料、バイオ素材や

リサイクルシステムなどを通じて軽量化・安全・エネルギー再生など

のソリューション提供を行う「グリーンケミストリー」事業を推進して

いきたいと考えています。

人財・労働CSR

ワークライフバランスやダイバーシティの推進がますます重要

になってきています。ワークライフバランスに関する施策を推進し

ていくためには、やはり生産性向上に結びつく仕組みとの合わせ

技を研究し、拡大していく必要があります。一方、ダイバーシティ

について考える場合は、帝人グループで働く人たちの構成を認識

しておく必要があります。現在、外国籍社員の比率は45％におよ

び、社員の半分を占めようとしています。また、女性管理職の比率

は、現状ではわずか2.9％と低い水準ですが、これを計画的に増加

購買・調達CSR

CSRイノベーション

帝人グループは、社会のサプライチェーンのなかで有機的な活

動を行っており、その中でイニシエーター（創始者）の役割も担っ

ています。そして、このような立場から、社会の要請に従い、取引

先を巻き込んでCSR活動を推進していくことが必須であると認識

しています。そこで私たち帝人グループでは、取り扱う原材料など

の購買・調達に関して、サプライヤー共々満たしていくべきCSR調

達ガイドラインを設定し、CSR調達の推進に取り組んでいます。

産業界においてCSR基準の確立に向けた努力が払われている中

にあって、帝人グループは、自らが社会変革のイニシエーターの

役割を担っていきたいと考えています。

今後は、ステークホルダーを巻き込んで、社会的あるいは環境

配慮的な新しいビジネスモデルを創出することがますます必要に

なってきます。帝人グループには、こうしたCSRイノベーションのす

ばらしい事例として、ポリエステル製品の循環型リサイクルシステム

「エコサークル」がありますが、これに続く第二、第三の新たなビジ

ネスモデルの創出を意欲的に進めていきたいと考えています。

ステークホルダーの皆様には、より一層のご理解、ご支援を賜り

たく、心よりお願い申し上げます。

2009年6月

な操業短縮が行われていますので、安全、防災、品質などへの特

段の注意が不可欠です。グループ社員全員のコンプライアンスや

リスクに対する意識をより一層高めながら、マネジメントしていく

必要があると考えています。

代表取締役社長CEO

させていきたいと考えています。これからの知識産業社会や少子

化傾向を考えますと、ワークライフバランスとダイバーシティを推

進することが、グループの持続的成長にとって大変重要であると

思っています。
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帝人グループの概要

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。

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170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

帝人グループの事業展開
化していますが、現在のグループ社員数

19,453人のうち、8,785人が海外法人で

働く社員で、そのうち日本からの出向社員

数は約200人でした。なお、2008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2,959人でした（表記の社員

数には含んでいません）。

帝人グループは、おもに素材製造など一

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。

創　立 1918年（大正7年）6月17日
資本金 70,816百万円
大阪本社 〒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）
東京本社 〒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 代表取締役社長CEO  
 大八木成男（おおやぎしげお）
インターネットホームページ 
  http://www.teijin.co.jp

帝人株式会社の概要

持株会社 1社
国内グループ会社 84社
海外グループ会社 84社
　合計 169社
国内社員数 10,668人
海外社員数 8,785人
　合計 19,453人

グループ概要

（2009年3月31日現在）
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（年度）
05

10,361

8,599

10,684

9,867

10,277

8,776

10,457

8,668

10,361

8,599

18,960

04

10,684

9,867

20,551

06

10,277

8,776

19,053

07 08

10,457

8,668

19,125

10,668

8,785

10,668

8,785

19,453

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（人） ■国内　■海外

売上高
9,434億円

売上高
9,434億円

合成繊維
2,732億円（29.0%）

日本
5,991億円（63.5%）

化成品
2,580億円（27.3%）

医薬医療
1,271億円（13.5%）

IT・新事業ほか
459億円（4.9%）
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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

EMCのしくみ

合成繊維事業（64社）

医薬医療事業（19社）

流通・リテイル事業（24社）

化成品事業（30社）

IT・新事業他（33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、
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。

　帝人ファイバーが開発した超極細の高強度ポリ
エステルナノファイバー「ナノフロント」の商業生
産を2008年より開始しました。「すべりにくい」「肌
にやさしい」など機能的に優れており、医療用から
産業用まで幅広い用途が期待されます。

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。痛風治療薬や在宅医療などで海外展
開も推進しています。

　帝人ファーマでは、高機能・省エネタイプの在宅
医療用酸素濃縮装置「ハイサンソ3R」を発売しま
した。ユニバーサルデザイン
を取り入れ、「使いやすさ」と
「安心」にこだわった新機種
です。

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、難燃性も。仮設避難
施設やイベントなどに活用されています。

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。太陽電池のバック
シートなどにも使われるポリエステルフィル
ムの生産能力は世界第1位、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。

樹脂事業グループ
帝人化成（株）ほかで構成。主力のポリカー

ボネート樹脂の生産能力はアジアナンバーワ
ン。コンパウンド技術、加工技術などを活かし、
次世代新幹線の樹脂窓やタッチパネル用フィ
ルムなどの分野へも展開しています。

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。

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。

新事業開発グループは電子機器の発熱問題に対

応するため、高熱伝

導性炭素ファイバー

「Raheama（ラヒー

マ）」を開発しました。

アラミド繊維事業グループ
帝人テクノプロダクツ（株）を中核として、高

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

　メタ系アラミド繊維コーネックスは、耐熱性を活
かして産業資材用途に幅広く使われていますが、
衣料用としては消防服・救助服に使われています。

炭素繊維事業グループ
東邦テナックス（株）を中核として、炭素繊維

「テナックス」を展開しています。炭素繊維と
しては世界第2位の生産能力をもっています。

　「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。フランス・エアバス社の
超大型旅客機「A380」に使われている炭素繊維の
うち、50％以上が「テナックス」です。

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。

　インフォコム（株）の「エマージェンシーコール」
（EMC）は、災害や事件・事故の際、企業で社員の
安否確認や迅速・確実な相互連絡のために開発さ
れたシステムです。天災や犯罪被害などのリスクか
ら子どもを守るという有効性が認められ、多くの私
立小学校で採用されています。

「ナノフロントTM」の断面図

在宅医療用酸素濃縮装置「ハイサンソ®3R」

「エアロシェルター®Ⅱ」 「ラヒーマ®」

「コーネックス®」が使われた消防服
©AIRBUS

「テナックス®」が使われているエアバス「A380」

タッチパネル用フィルム「エレクリア®」
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これまで、使用済みの衣料品の90％は

ゴミとして扱われ、焼却または地中に埋め

られてきました。「エコサークル」とは、グ

ループ会社・帝人ファイバーが世界で初め

て開発した、ケミカルリサイクル技術を核

第3回ステークホルダーダイアログ

「エコサークル®」のさらなる拡大をめざして
今回のステークホルダーダイアログは、循環型リサイクルシステム「エコサークル」について、2007年に続き取り上げることにしました。

アパレルメーカーや消費者啓発団体、環境イベント団体の方々をお招きし、「『エコサークル』の輪をもっと広げる方法」や

「環境ビジネスと市民の環境運動とのコラボレーションの可能性」など、さまざまなご意見をうかがいいました。

特集

1

「エコサークル®」のこれまで
としたポリエステルの循環型リサイクルシ

ステムの呼称です。「エコサークル」では、

石油からつくる製品とまったく遜色ない品

質に再生できるため、従来の多くのリサイ

クル製品の課題であった品質劣化を回避

できます。また、繰り返しリサイクルできる

ため、石油資源の使用を軽減し、ゴミなど

の廃棄物を削減することが可能です。さら

に、石油からポリエステル原料をつくる場

合と比較して、エネルギー消費量で84%

の削減、CO2排出量でも、リサイクルされ

ずに焼却される場合と比べると77%削減

できることが示されています（経済産業省

「繊維製品のLCA調査報告書」）。

1999年にユニフォームメーカーの参加

を得てスタートした「エコサークル」は、現

在、アパレルメーカー、スポーツメーカー、

約110社がそのメンバーとして参加してお

り、ポリエステル製品の回収、再利用、リサ

イクルしやすい製品の開発などを帝人グ

ループと協働で進めています。各メンバー

から回収されたポリエステル繊維製品は、

帝人ファイバーの松山事業所（愛媛県）に

送られます。古着などのポリエステル繊維

製品を細かく砕き、ポリエステル以外のも

のを完全に取り除いて、ポリエステル原料

であるDMT（テレフタル酸ジメチル）にま

で戻します。この原料は、石油からつくった

ものとまったく同じ品質で、新たなポリエ

ステル繊維に生まれ変わります。

2008年度の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

は年間で4,500トンでした。これは帝人松

山事業所のポリエステル繊維生産能力の

約11％に匹敵します。2008年度前半は原

料価格の高騰に伴う買い控えがあり、後半

は世界経済の冷え込みによる需要減に見

舞われ苦戦しました。

循環型リサイクルシステム「エコサークル®」

PARTNER
ユーザー

MEMBER
メーカー、
小売など

MEMBER
メーカー、
小売など

製品トータルでの
易リサイクル
設計が必要

製品を集めて
テイジンの工場へ

新しいポリエステル繊維へ

リサイクル可能製品

「エコサークル®」の広がり

ユニフォーム
企業・自治体

インテリア 学校体育衣料

企業
低

高

感性・機能の要求度

一般消費者

ファッション・雑貨
アウトドアスポーツ
パタゴニアなど

イベント
アースデイ東京

「エコサークル」イベント

音楽
ap bank fes
オーガスタキャンプ

産業資材
テント、電車シートなど
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帝人　まずは、「エコサークル」の取り組
みに対する要望からお伺いしたいと思い

ます。

浅野　わが社のユニフォームを採用して
くださる企業から、この「エコサークル」と

いうシステムを活用したときに、どれだけ

環境負荷が削減できるのか、提案や報告

書を出してほしいという声がよく聞かれ

ます。私どものような服飾メーカーは、製

品のライフサイクルを考えるライフサイ

クルアセスメント（LCA）に取り組む必要

があります。その場合は、ものづくりだけ

ではなく、帝人ファイバーさんのような合

繊メーカーや消費者と連携を組まない限

り、LCAという「ゆりかごから墓場まで」の

データを把握できないということがありま

す。110社のメンバーの中にはそれぞれ競

合する会社もいらっしゃると思いますが、

すべての情報を共有しあって、業界の底上

げを図りたいものです。メンバー企業によ

る情報交換会を年に2回ほど行っていただ

き、いろいろな議題でお互いの意見を出し

合い、「エコサークル」の拡大につなげて

「エコサークル®」に対する要望

浅野秀雄氏
株式会社チクマ　環境推進室長
同社は各種ユニフォーム、紳士服、婦人服などの
製造販売を手がける総合ファッション商社。ユニ
フォーム商社としては業界トップクラスの規模。「エ
コサークル」会員企業。

「エコサークル®」メンバー間で
情報交換会を（浅野氏）

消費者への啓発方法

中島　流通、アパレルなど直接の環境活
動がしにくい企業にとっては、「エコサーク

ル」に関与することで環境活動につながる

ので、積極的に働きかけを行ってほしいと

思います。

帝人　企業ユニフォームなどでのリサイ
クル推進をチクマさん等と進めています。

また、消費者に近い業界を巻き込むこと

も、ファッション業界などで、徐々にではあ

りますがメンバーが増えております。

中島　「エコサークル」を消費者に普及す
るときに、「エコサークル」本来の「何度も

循環する」という意味も一緒に伝えられる

とよいのではないでしょうか。「エコサーク

ル」の意味が分かっている人は、まだそん

なに多くはないと思います。

中島 悠氏
アースデイ東京2009実行委員会事務局長
同委員会は地球環境の保護を目的とするイベント
「アースデイ東京」を主催している。

ポリエステル繊維製品を
街ぐるみで回収できるのが理想（中島氏）

いければと思います。

帝人　ひとつめのLCAについては、昨年6

月にアパレルLCA研究会がスタートし、帝

人グループも参加しています。しかし、衣

料の場合はまだ計算方法が決まっておら

ず、我々も合成繊維として適切な計算式

を提案しようと思っているところです。今

後は、業界、政府、大学などの意見を取り

入れてやっていく必要があると思っていま

す。ふたつめの情報交換については、どう

いうテーマにするかは難しい部分がありま

すが、我々ももう少し具体的に検討させて

いただきたいと思います。

中島　我々が行っているようなイベントで
使われるカップ、会場案内図などは、ポリエ

ステル繊維製品が意外と多いです。「エコ

サークル」製品の価格帯がもう少し抑えら

れれば、もっと普及が進むのではないかと

思います。それと同時に、イベント来場者

が「エコサークル」製品を手に取ったとき

に、回収すればまた製品に戻るのだという

気づきを与えることができればより回収率

が高まるのではないかと思います。

帝人　環境関連のイベントでは、積極的に
使っていただいているのですが、一般イベ

ントではどうしても安いものが選ばれてし

まっています。 「アースデイ東京2008」ではバナー（垂れ幕）や会
場マップ、スタッフ用カードなどに「エコサークル」
素材を使用。

1

2

特集1　「エコサークル®」のさらなる拡大をめざして
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帝人　「エコサークル」の説明をしても、
「ペットボトルを回収し、焼却して熱を再

利用しているのだろう」と誤解されてしま

うこともあります。消費者の方と私どもの

認識にはギャップがあると実感していま

す。メッセージをよりわかりやすく伝えるこ

とは、課題だと思います。

篠　CO2が80％減るということよりは、

100入れたら100返ってくるというところ

に消費者の驚きがあるようです。もう少し

その辺を打ち出すとより関心が高まるの

ではないでしょうか。

辰巳　年配者より若者の消費者のほうが
感度はいいです。小さい頃から環境教育

を受けているからか機転や応用も利きま

す。ですから、若い世代によりアピールす

べきだと思います。ユニフォームやスポー

ツウエアだけでなく、普段着からおしゃれ

着まで「エコサークル」の対象が広がると

いいですね。ポリエステルの服は、家庭洗

濯もしやすいし、すぐ乾くし、飽きるくらい

長持ちするし、私は大好きです。

中島　エコロジーの視点では、リサイク
ル素材がすばらしいとか、リユースするこ

とがいいということではなく、いいものを

長く使うことが大切。それが究極のエコロ

ジーだと思います。その中で、どうしても

篠 健司氏
パタゴニア日本支社　環境担当
同社は環境に配慮したアウトドア用品、スポーツウ
エアなどの製造販売を手がけるアメリカに本拠を
置くアパレルメーカー。「エコサークル」会員企業。

100入れたら100返ってくるというところを
アピールすべき（篠氏）

使えなくなったものをリサイクルすると

いう考えが、すごく大切だと思います。「エ

コサークル」で品質を劣化させずに、お洒

落につくれ、ポリエステルのもつ本来のよ

さを打ち出せるメーカーと、的を絞ったコ

ミュケーションができるといいですね。

篠　デザインも大事です。普遍的で、いつ
でも着られ、長く着られる。そんなブランド

と一緒にやっていくのもよいのではない

でしょうか。

帝人　おっしゃるとおり、デザイナーさん
などにも浸透させることが必要だと思い

ます。バンタンデザイン研究所とコラボ

レーションして、学生さんに「エコサーク

ル」対応の生地を提供し、デザインを提案

していただいています。

中島　データ化は難しいとは思いますが、
着心地のよさといった「感覚的」なよさも

広がっていくとなおいいですね。

辰巳　「エコサークル」のわかりやすい説
明が必要ですね。

帝人　アパレルの方と一緒に、我々のメッ
セージを翻訳して伝えていただく作業が

必要だと思います。

篠　マテリアルリサイクルやサーマルリサ
イクルなどと、「エコサークル」のケミカル

リサイクル※1の違いがほとんど知られて

いないと感じます。また「リサイクルする

過程で、有害な物質が使用されているの

では？」とか「一方で、別な形で環境負荷を

排出しているのでは？」という顧客からの

疑問もあり、まだ十分にフットプリント（環

境負荷の足跡）の軽減効果が認知されて

いないと感じます。

帝人　カーボンフットプリント研究会でも
課題となっていて、時間がかかりそうです。

用途拡大と法的仕組みへの
働きかけ3

辰巳　衣類だけでなく、ベッドカバー、シー
ツなどインテリア関連も消費者に身近な

ものです。もっと快適な素材であることも

伝える必要がありますね。まずは買っても

らわないと始まりません。

帝人　現在発売しているカーテン以外の取
り組みもすすめたいと思っています。ポリエ

ステルはイスの表生地に利用されているこ

とがありますが、そこに利用した場合回収が

難しい。布団を綿ごとポリエステルにという

提案もしていますが、その回収も困難です。

それぞれ個別の問題があります。

中島　たとえば使い終わった布団を学校
に持ち込んでもらうなど、ベルマークや新

聞紙の回収などのように街ぐるみで回収

リサイクル過程で使用している化学物質

については、EUのRoHS指令やREACH

規制をクリアしています。さらに自社基準・

環境配慮設計を満たしています。

篠　「エコサークル」を一般の消費者に広
げるには、衣料品におけるグリーン購入の

考え方の普及が望まれます。

帝人　私どもも、衣料品におけるグリーン
購入ネットワークのガイドライン作成研究

会に参加していますが、これをどう広める

かという課題もありますね。

辰巳　そうですね。「エコサークル」は全員
が理解する必要はなく、繊維の循環に感動

し、喜んで購入する人が広げていくというの

もいいのではないでしょうか。納得し共感す

れば、その人は必ず口コミで伝えてくれま

す。そのためにも、市場に商品が必要です。

※1　 リサイクルの定義 
マテリアルリサイクル：プラスチックなど過熱溶融して再成型し新たな製品として再利用する方法。 
サーマルリサイクル：燃焼させて熱源として回収し、再利用する方法。 
ケミカルリサイクル：化学分解させ、原料にまで戻し再利用する方法。
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辰巳菊子氏
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会　
常任理事
同協会は消費者啓発活動を通して企業と消費者と
の間にあるさまざまなギャップを埋める役割を果
たしている。

活動が行えれば、「エコサークル」が街の

活性化にもつながりますね。

帝人　ある自治体では、体操服を学校で
回収する取り組みも行われているそうで

す。ただ、回収から入ってしまうと、我々の

「エコサークル」製品を使ってもらうこと

にはつながりにくい。どう循環させるか、ど

こで回収品を受け取るか、どう使っていた

だけるかということが最大の問題としてあ

ります。たとえば、帝人松山事業所の「帝

人サッカースクール」では「エコサークル」

製品のユニフォームを採用しています。ポ

リエステル素材が使われるスポーツ衣料、

とくにサッカーは世界的にも普及している

ので、他社にも広げたいと思っています。

辰巳　いろいろなチームが使ってくれると
いいですね。ポリエステル繊維のすばらし

さは、衣料用だけに限らず工業用としても

とても充実していることなど、実績をもっ

と世間に知らせるべき。そんな中から、環

境ビジネスにつながるのではないでしょう

か。

帝人　世界規模で見ると綿とポリエステ
ルがほぼ同じくらい消費されているという

現実をご存知の方は少ない。今やポリエス

テルは衣料素材のメジャーなのだから環

境負荷をどうするのか、このことをどうPR

していくかは課題として残っています。

辰巳　「グリーン購入ネットワーク」に参加
して実感することは、消費者に広げるのは

なかなか難しいということ。B to B（企業

間取引）だと、グリーン調達についても意

思の疎通がスムーズです。消費者にはも

ちろん広げたいのですが、B to Bもしっか

りやるのがポイントだと思います。たとえ

ば、電車のシートにもクッションにも「エコ

サークル」製品が使われていれば、それを

採用した企業が環境に配慮していると社

会的に評価される。ビジネスの世界から強

くアピールして広げていけば、消費者への

拡大にもつながると思います。自動車など

のシートやクッション材は「エコサークル」

に適しているのではないでしょうか。

帝人　リサイクル可能な自動車資材の検
討も開始していますし、今後は、そのほか

の工業用ポリエステル製品のリサイクル

も検討していきます。

篠　衣料品だけでなく、「エコサークル」
対象品が日用品に広がれば広がるほど、回

収拠点の整備が望まれると思います。「エ

コサークル」マークがついていれば、当該

製品の販売業者でなくとも回収できるよ

うな、法的整備も含めたスキームが必要

になると思います。家電リサイクル法や容

器包装リサイクル法のような仕組みが必

要です。業界として働きかけてほしい。

帝人　衣料品は海外からの輸入品が圧倒
的に多いので、いかに海外の企業を巻き

込むか。また、国内の業者も多くは中小企

業です。業界をまとめていかなくてはなら

ない時期にきています。

今日は、改めてこの場でお話を伺って、「エ

コサークル」を運営・拡大していくために、足

りない点ややるべきことがはっきりしまし

た。今後の活動に期待していただきたいと

思います。どうもありがとうございました。

ビジネス界からアピールすれば、
消費者への拡大にもつながる（辰巳氏）

非常に活発なやりとりのなかで、「エコサークル」拡大のためには、課題は実に多面

的であるーすなわち感性の部分の訴求もデータの開示も必要というご意見を賜りま

した。また、消費者一人ひとりへのアピール、政府への働きかけ、国内だけではなくグ

ローバルな視点の大切さも実感しました。宿題も多くなりましたが、その分さまざま

な切り口でアプローチできると思います。全部を一度にというのは難しくても、やら

なければならない課題から優先順位をつけて取り組むことによって、次のダイアログ

の機会には、ひとつでも「取り組みが進んでいる」と評価していただけるように努力し

ていきたいと思います。（田井）

ステークホルダーダイアログを受けて

第3回　ステークホルダーダイアログ
開催日時：2009年2月27日（金）
場所：霞が関コモンゲート西館　帝人会議室
帝人グループからの出席者：
大河原茂（帝人ファイバー株式会社
マーケティング部長）、
池田裕一郎（帝人ファイバー株式会社
長繊維企画管理室）、
田井久惠（帝人株式会社　CSR企画室長）

特集1　「エコサークル®」のさらなる拡大をめざして

池田裕一郎大河原茂 田井久惠
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在宅医療事業の現状と課題

在宅医療普及の社会的意義

世界でもっとも早いスピードで高齢化

が進行しつつある日本。超高齢化社会の

到来とともに、医療問題は社会的課題とし

て重要度を増しています。そのなかにあっ

て、患者のQuality of Life（QOL、生活の

質）の向上と社会的コストとしての医療費

の抑制を同時に達成できる医療システム

現在、日本では医療費の増加が大きな社会的課題となっています。

そんななか、帝人在宅医療（株）は、在宅医療のリーディングカンパニーとして、在宅医療の拡大による

患者様のQuality of Lifeの向上、医療費の削減に大きく寄与しています。

事 業 会 社： 帝人在宅医療株式会社
事 業 概 要：  医療機器の賃貸借および一部販

売
事業展開分野：  「呼吸器系」「代謝・循環器系」

「骨・関節系」の3領域
  HOT（在宅酸素療法）用酸素濃縮

装置
  NPPV（非侵襲的陽圧換気）療法

用治療器
  CPAP（持続陽圧）療法用治療器
  SAFHS（超音波骨折治療器）
事 業 規 模：  日本国内では12支店、90以上の

営業拠点で事業展開。HOT（在宅
酸素療法）分野では国内患者総数
14～15万人のうち約6割をカバー
している。

海外での展開：  帝人ファーマ（株）が、米国、スペイ
ンのプロバイダー企業※に資本参
加して展開。

社 員 数： 1,002名（日本国内）
売 上 高：  医薬・医療グループ計127,170

百万円

※ YUYU帝人・メディケア社（韓国）、ブレイデン・
パートナーズ社（米国）、アソシエイテッド・ヘルス
ケア・システムズ社（米国）、ホーム・セラピー・イク
イップメント社（米国）、エステベ・テイジン・ヘル
スケアS.L社 （スペイン）、オキシメプラス社（ス
ペイン）

特集

2

事業の概況 国民医療費の推移（厚生労働省 厚生労働統計）
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HOT（在宅酸素療法）における在宅医療のしくみ

在宅酸素療法の処方
疾患の指導管理
緊急時対応

酸素濃縮装置・ボンベの設置
定期点検・保守管理
機器に関する緊急時対応

レンタル契約

受診時の自己負担金支払い 機器設置指示

病院

帝人在宅医療
営業所

患者宅

在宅酸素療法には健康保険
が適用されます。酸素濃縮
装置は医療機関の処方に基
づき医療機関から患者に対
しレンタルされます。帝人
在宅医療（株）は医療機関
との間で機器のレンタルと
保守管理に関する契約を行
い、医療機関の指示に基づ
き患者宅に酸素濃縮装置を
設置します。

として在宅医療の役割が近年ますます注

目されてきています。

在宅医療は、入院による社会活動の制

限を受けないで済むこと、また家族ととも

に生活しながら治療を受けられることで患

者のQOLの向上につながります。

一方、国民医療費の総額は年々増加し

続け、国家財政にとって大きな負担となっ

てきています。2006年度の国民医療費は

約33兆円、一人当たり国民医療費は25万

9,300円。国民医療費の国民所得（GNI）

に対する比率は8.9％となっています。在

宅医療は入院をしないで済むことで医療

費の削減にも大いに寄与しています。



TEIJIN CSR Report 2009 12TEIJIN CSR Report 2009

在宅医療のリーディング
カンパニーとしての責任

患者様からの「ありがとう」が原動力

在宅医療事業発祥の経緯

在宅医療事業は1960年代の後半、未来

事業本部で将来の有望ビジネスを模索す

るなかで生まれました。1982年、自社開発

の酸素富化膜技術を利用した国産初の医

療用膜型酸素濃縮器の製造が承認され、

84年には吸着型酸素濃縮器の輸入販売

が承認されました。在宅酸素療法は85年

に健康保険の適用が認められたことによ

り医療機関にレンタルする形で急速に拡

大、89年に契約台数が初めて10,000台に

達しました。

在宅医療事業はベンチャービジネスと

してスタートし、当初から、国の医療政策、

医療機関の方々の指導、患者様の要望に

学ぶことで成長してきました。

在宅医療のリーディングカンパニーとして

私たち帝人在宅医療は、在宅医療のビ

ジネスを牽引するリーディングカンパニー

です。

現在では国内12支店・90を超える営業

拠点という業界トップのスケールで、24時

間365日のサービス体制で患者様に対応

しています。在宅医療事業においては安

全と安心の体制がとくに求められるため、

全国をカパーする拠点網は重要な意味を

持ちます。

阪神・淡路大震災では、被災された在宅

酸素療法の患者様に対し、速やかに酸素ボ

ンベを供給しました。これは全国各地に余

裕を持ってボンベを配備し、緊急時でも迅

速に供給できる体制を整えているから可

能になったことです。このときは、他社の

酸素濃縮装置を使用されていた患者様に

もボンベを提供するなど、リーディングカ

ンパニーとしての責任を果たしました。

広がる在宅医療の領域

私たちが在宅医療事業において最初に

着手したのは、呼吸器系分野、つまり慢性

呼吸不全の患者様に向けた在宅酸素療法

（Home Oxygen Therapy:HOT）のた

めの酸素濃縮装置の開発とサービスの提

供でした。拠点網の全国的な広がりと、在

宅医療サービスに関するノウハウを蓄積

したことで在宅酸素療法の適応領域は代

謝・循環器系分野にも広がりました。また

骨・関節系には超音波骨折治療器を提供し

ています。これからも在宅医療の対象分

野はさらに広がっていくでしょう。

患者様のQuality of Life向上を

私たちはコア・コンピタンスとして、「最

新の医療機器」「最良のサービス」「最高

のマインド」の3つを挙げています。この

なかで、私がもっとも重要視しているのは

「最高のマインド」です。営業、在宅ケア

職、看護師、事務職、臨床検査技師による

チームを形成し、互いにプロとして尊重し

合いながら、緊密なコミュニケーションを

図り、患者様のQOL向上にもっと貢献した

いという「最高のマインド」で一体となるこ

とです。それにより、私たちがめざす「最良

のサービス」の提供が可能になるのです。

最良のサービスのために

医療の最前線のニーズ、患者様が求め

るサービス内容、法制度、機器の性能と

いった、私たちを取り巻く環境や要素は刻

一刻と変化しています。在宅医療事業に

従事する者には、そうしたさまざまな変化

を察知し、適切に対処していくことが求め

られます。また、血の通ったサービスは、高

度に練り上げられたスキルから生まれま

す。そこで、弊社では社員教育をもっとも

重要な投資と位置づけています。社員に

は十分な導入研修が行われ、その後も頻

繁に定期的な職種別集合研修やeラーニ

ングなどによる継続的な研修を続けます。

学び続けるからこそ、患者様や医療従事

者の期待に応えられるのです。私たちは常

に立ち止まらずに在宅医療の未来を切り

拓いてまいります。

私が入社してから1年目にお会いし、在宅酸素療法を導入された患者様のことは今でも忘れられません。その方には当時

0歳のお孫さんがいて、毎週末に遊びに来るのを楽しみにされていましたが、「最近は息苦しくて思うように抱いてやれな

い。大きくなったら、いろんな所につれて行きたいが、それもできないだろう」と、寂しそうに話されたのです。その話が私に

は非常に印象的でした。

その後、在宅酸素療法が1年ほど経過したある日、その方が1歳になったお孫さんを1時間以上抱いていたのです。「明日

は海へ行き、釣りをして、生きた魚を見せてやるんだ」と、うれしそうに話されていました。そのときほど私が帝人在宅医療の

仕事に誇りを感じたことはありませんでした。帝人在宅医療のめざすものは、患者様のQOLの向上です。言葉にはならなく

ても、患者様や医療関係者の方々からいただく「ありがとう」という感謝の心が、私の仕事に対する原動力です。

帝人在宅医療株式会社

代表取締役社長　栗林秀和

帝人在宅医療株式会社
仙台支店　仙台営業所
足立圭司

特集2　在宅医療事業の現状と課題
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製品紹介

「呼吸器系」「代謝・循環器系」「骨・関節系」の3領域での展開

帝人在宅医療は、在宅医療機器を提供する領域を、「呼吸器系」「代謝・循環器系」「骨・関節系」にフォーカスしています。

酸素濃縮装置

酸素吸入のためだけに入院を余儀なくさ

れている慢性呼吸不全の患者様の自宅療

養や社会復帰をサポートする在宅酸素療法

（HOT）。現在では、酸素濃度を90％前後に

CPAP療法装置

日中の眠気を引き起こすだけでなく、高血

圧症や虚血性心疾患等を引き起こす危険の

ある睡眠時無呼吸症候群

（SAS）に対応する持続

陽圧呼吸治療法装置が

CPAP療法装置です。

睡眠時無呼吸症候群（SAS）啓発のための市民向け公開セミナー

睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、交通事故や会社員の労働生産性の低下、生活習慣

病など、社会的・身体的リスクの増大におおいに関係しているといわれています。しかし

眠っている間に症状が起こるため、本人は気がついていない場合が少なくありません。

セミナー内容

●睡眠時無呼吸症候群（SAS）の概要

●診断・治療方法、予防方法について

●健康な生活や睡眠についてのアドバイス

● メタボリックシンドロームや生活習慣病と

の関連性について

● メタボリックシンドローム対策エクササ

イズ

Topics

帝人在宅医療は2005年以来、睡眠時

無呼吸症候群（SAS）啓発のための市民

向け無料セミナーを毎年実施していま

す。2008年度は2月28日から3月28日に

かけ、全国21カ所で実施。各地域におけ

るSAS治療の第一人者である医師を講

師として迎えて啓発セミナーを行い、そ

の参加者は2,358名に達しました。

「オートセットTMC」 「セーフス®4000J」

「ハイサンソ®2U」 「NIPネザール®Ⅲ」

高める吸着型酸素

濃縮装置がおもに

使用されています。

越音波骨折治療器

超音波により骨癒合を促進する新しいタイ

プの骨折治療器です。1日1回20分の治療に

より、骨癒合期間を40％

近く短縮できるとの報告

もなされています。 

NPPV療法装置

継続的な換気補助が必要な慢性呼吸不全

患者様に提供している、小型で軽量なマスク

式補助換気用の人工呼吸器「NIPネーザル®」。

マスクを使用して簡単に自宅で補助換気療法

を行えるようになりました。また、心不全患者

のQOL向上をめざし、自然に近い呼吸パター

ンを実現したオートセット

CSもラインナップに加

わっています。
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患者様代表からのご意見

当センターの事業の趣旨は、患者と

家族、医療・福祉スタッフ、企業の三者

を結ぶ情報センターとして、収集した情

報を呼吸器障害者に提供し、その生活

を支援していくことにあります。当セン

ターの様々な活動は、三者の緊密な協

力関係に基づく呼吸器疾患患者支援シ

ステムの中に位置付けられています。

活動の成果としては、日本呼吸器学会

には肺の日（8月1日）、呼吸の日（5月9日）

を提案し、学会と共同で毎年イベントを

開いて呼吸器の啓発に努めております。

日本呼吸器学会と6患者団体とで組織し

ている日本呼吸器疾患患者団体連合会

では副代表幹事を務め、在宅酸素・在宅

人工呼吸器患者の経済的負担軽減を求

めて署名活動を提案、5万筆を超える署

名を集めて厚生労働副大臣に直接提出

し、2008年はたばこ税増税賛成の声明

文を厚生労働大臣に届けることができま

した。また、多くの企業に協賛いただき、

毎年イベント「LUNG WALK JAPAN」

を開催、広く一般の方に禁煙や呼吸器疾

患の啓発活動を行っております。

1）医療機関への要望

活動のなかで、とくに重きを置いて取

り組んでいるのが在宅酸素療法患者の

療養環境の向上です。そのために、医療

機関にはガイドラインに沿った早めの検

査・治療をお願いし、COPD（慢性閉塞

性肺疾患）であれば息切れが出てきた

患者には呼吸リハビリテーションを提供

すること、また酸素事業者と医療機関が

契約する際には、単に価格ではなく患者

が療養するうえで安全なサービス内容

であるかを吟味していただきたいこと

を要望しています。

2）行政への要望

HOT事業者の質を監視する体制が

ないなかで在宅酸素の医療費の切り下

げによりHOT事業者の収入が減った結

果、サービスの質が下がり患者が不利

益を被っている現状があります。そのた

め、行政にはHOT事業者の業務改善の

ための提言を提出しております。厚生労

働省が医療機関も、事業者もしっかり監

視くださらなければ高い医療費自己負

担を払っている患者は報われません。

3）事業者への要望

直接私たち患者・家族に対応する

HOT事業者には、本来払う必要のない

酸素チューブ代を請求されたり、携帯ボ

ンベ配送を制限したりすることがない

ようにしていただきたいと思います。ま

た、災害時の酸素供給対応も各社によ

りかなり異なるようですので、そのサー

ビス内容を開示してほしいと考えてい

ます。

また、酸素濃縮装置はチューブを引き

ずって動く前提となっているのが現状で

す。患者のQOL・行動範囲の観点から、さ

らなる機器開発、とくに重くない携帯型

酸素濃縮装置開発を強く望んでいます。

NPO法人　J-BREATH

日本呼吸器障害者情報センター

理事長　遠山和子

特集2　在宅医療事業の現状と課題

左から、福地義之助先生、貫和敏博先生、一人おいて遠山和子氏、舛添要一厚生労働大臣（2008.11.27）

日本呼吸器疾患患者団体連合会と日本呼吸器学会とで、たばこ税増税賛成声明文を大臣に提出

肺の健康の啓発をめざしたウォーキング
イベント・LUNG WALKのポスター
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ニュースフラッシュ
2008年度の重要報告事項は以下のとおりです。

前進した取り組みもありましたが、後退を余儀なくされた取り組みや

事故などもありました。

帝人グループでは、職場の「健康・安全の確保」を目的として、従

来から適正な労働時間管理に努めてきました。1993年2月より東

京、大阪の両本社において毎週水曜日をノー残業デーと定め、現

場の啓発を行ってきましたが、全社に浸透するまでには至ってい

ませんでした。近年「ワークライフバランス（仕事と生活の調和）

の向上」が叫ばれるなかで、長時間残業の是正は喫緊の課題であ

ると労使間で合意し、さらに踏み込んだ是正策を取ることになりま

した。その一環として通達に基づき2009年4月より当面の間、東

京本社全館は毎週水曜日の20時、大阪本社の一部では毎月第三

水曜日の18時30分に強制的に消灯を実施。消灯時以降の、やむ

を得ない残業の場合は在館延長申請書を事前に提出しなければ

なりません。

毎週水曜日20時以降は全館消灯
4

2008年12月に開催された第10回エコプロダクツ展と併設で

行われた「エコプロダクツ2008記念シンポジウム」で、環境討論

「できるか、日本発CO2 －50％のエコライフ～低炭素革命に向

けて」（司会：枝廣淳子氏）にスピーカーとして参加した帝人長島

徹会長は、帝人グループの環境経営と新技術について紹介しまし

た。帝人グループの環境経営を構成する3本柱である「環境保全」

「環境配慮設計」「環境ビジネス」の内容を紹介。なかでもポリエ

ステルの循環型リサイクル事業「エコサークル」と、植物性原料を

利用したプラスチックである「バイオフロント」の事業概況とCO2

削減効果を説明しました。ま

た、帝人グループがCO2を原

料とするプラスチック（ポリ

カーボネート樹脂）の開発にも

取り組んでいることを披露し、

大きな注目を集めました。

長島会長エコプロダクツ展記念シンポジウムで
環境経営を紹介

1

長島会長の講演風景

2008年帝人グループCSR報告書は、環境省と財団法人地球・人

間環境フォーラムが共催する「第12回環境コミュニケーション大

賞」において「持続可能性報告大賞（環境大臣賞）」を受賞しました。

2009年3月の表彰式には帝人を代表して片山隆之副社長（CSRO

／当時）が出席し、斉藤鉄夫環境大臣より表彰を受けました。

今回の受賞は、（1）「環境経営宣言」に基づく環境への配慮と企

業の成長の両立をめざす姿勢。 （2）2020年度のCO2総量削減に

関する国内外での目標設定、環境配慮設計ガイドラインの新設、

ケミカルリサイクルシステム「エコサークル」などの具体的な取り

組み。（3）社会性報告として、人財関係の

取り組みと情報開示度の高さ、CSR調達

の進捗などが評価されたとのことです。

また、同報告書は東洋経済新報社とグ

リーンリポーティングフォーラムが共催す

る「第12回環境報告書賞・サスティナビリ

ティ報告書賞」においても優秀賞を受賞し

ました。

CSR報告書が持続可能報告大賞受賞
2

表彰式での片山隆之
副社長（右）

帝人グループでは、総員参加型の環境コミュニケーション活動

として、2008年9月8日に第1回帝人グループ“環境フォーラム”を

開催しました。東京会場をメインに、全国9会場をWEB中継でつ

ないで同時開催を行い、役員、社員約900名が参加しました。開会

に先立ち、それぞれの会場では環境活動のポスターセッションと

環境フォトコンテストが行われました。

大八木CEOの開会宣言に続いて、環境安全室長が基調報告を

行い、続いて3つの先進的な取り組み事例が紹介されました。ゲス

トとしてお迎えしたアルピニスト野口健氏は、「環境問題は、結局

人間の問題。環境をまもる行動に一人ひとりが踏み出すことが大

切だ」と熱く語りかけました。なお、本会場での使用電力はすべて

グリーン電力（風力発電）で賄いました。帝人グループでは今後も

毎年1回、環境フォーラムを続けていく予定です。

グループ第1回環境フォーラムを開催
3

グリーン電力証書 講演を行う野口健氏
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帝人ファイバー徳山事業所では、世界に先駆けて2003年11月

より使用済みペットボトルから新たなペットボトル用樹脂を再生す

る「ボトルtoボトル」リサイクル事業を展開してきました。当初は

容器包装リサイクル法に沿って、各自治体で回収された使用済み

ペットボトルが、容器包装リサイクル協会の運営による入札制度に

よって、処理委託費付きで再商品化事業者に割り振られていまし

た。しかし、その後、中国をはじめとして使用済みペットボトルの需

要が急増し、容器包装リサイクル協会を介さない有価取り引きが

広まったため、使用済みペットボトルの調達が極めて困難な状況

になってきました。

このような事業環境の変化を勘案して、2008年10月、「ボトル

toボトル」リサイクルに関する樹脂製造設備を休止することとしま

した。ただし、リサイクル設備については、使用済みペットボトルか

らポリエステル繊維を再生する「ボトルto繊維」リサイクルへの転

換を検討していきます。

2009年4月26日午後9時半ごろ、山口県岩国市にある帝人テク

ノプロダクツ岩国製造所で、引火性液体テトラヒドロフラン（THF）

溶液がバルブから漏洩しているのを社員が発見、消防署に通報す

るとともに引火しないように水で薄めて回収しました。145リット

ルのTHFが漏洩しましたが、防液堤外には流出せず大事には至り

ませんでした。原因はフィルターの清掃後に社員がバルブを閉め

忘れたことによります。消防署からは当該設備の対策実施までの

間、使用停止命令を受けました（4/30に解除）。同製造所では事態

を真摯に受け止め、今後再発防止に向けて安全対策を強化してい

きます。

2009年4月1日現在、帝人は、国際的なSRI（社会的責任投資）

の指標である「ダウジョーンズ・サスティナビリティー・インデックス

（DJSI）」「FTSE4Good」「エティベル・サスティナビリティー・イン

デックス」に採用されています。また日本国内の代表的なSRIであ

る「モーニングスター社会責任投資指数」にも採用されています。

ポリエステル繊維を扱っている帝人ファイバー（本社：大阪市中

央区）と東洋紡績株式会社（本社：大阪市北区）は2008年10月よ

り、両社の山口県岩国市にあるそれぞれの事業所から大阪方面へ

の製品輸送について共同輸送を開始しました。

両社では、環境に配慮した物流活動として、CO2削減を目標に共

同輸送の検討をしてきました。その結果、岩国地区では両社の事

業所が5kmと近く、両社とも大阪方面に製品輸送先が多いことか

ら、共同輸送を開始したものです。両社が個別に輸送していた場合

に比べ、CO2排出量が約40％削減可能となり、それに伴う物流コス

トアップは発生しないため、共同輸送が実現しました。これまで両

社が個別に委託していた複数の会社の輸送業務を、東洋紡ロジス

ティクスに一本化しました。

日頃、ビジネスとして競争関係にある企業が共同輸送に取り組

むことは合繊業界としては初めての事例といわれています。両社

は、今後も引き続き、両社による対象地区および製品の拡大、さら

には同業他社への呼びかけを行うなど、製品共同輸送の規模拡大

を図っていく考えです。

「ボトルtoボトル」リサイクル設備の休止と転用

帝人テクノプロダクツ岩国製造所で
可燃性液体の流出事故

SRIインデックス採用状況

東洋紡績と共同輸送でCO2を削減
5

6

7

8

1. エコプロダクツ展： http://www.kikanshi.net/archives/42/005586.html

2. 報告書受賞： http://www.gef.or.jp/eco-com/12th_ecom_result.htm

3. 環境フォーラム：  
http://www.teijin.co.jp/news/2008/jbd080901_3.html

5. 共同輸送： http://www.teijin.co.jp/news/2008/jbd081113.html

7. ボトルtoボトル：   
http://www.teijin.co.jp/news/2008/jbd081001_2.html

http://www.kikanshi.net/archives/42/005586.html
http://www.gef.or.jp/eco-com/12th_ecom_result.htm
http://www.teijin.co.jp/news/2008/jbd080901_3.html
http://www.teijin.co.jp/news/2008/jbd081113.html
http://www.teijin.co.jp/news/2008/jbd081001_2.html
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ビジョンと戦略

CSRマネジメント体制
CSROの強いリーダーシップのもと、グループ全体を対象としたCSRマネジメントを行っています。

2008年度末には、CSRスタッフ部会を改組して、

事業グループ代表を含めた「グループCSR推進部会」を発足させました。

社会貢献活動選択的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

拡張的CSR

基本的CSR

C S R O CSR企画室

環境・安全室

グループCSR推進部会

グループ安全保障輸出管理会議

グループPL※2・品質保証部会

グループESH※1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企画室を事務局として、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企画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企画室を事務局として、持株会社のスタッフ室長（人財・労働、広報IR、マーケ
ティング、経営監査、環境・安全）と9つの事業グループの代表で構成

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

環境保全活動、安全・防災活動、労働安全衛生活動

帝人グループにおけるCSRピラミッド

帝人グループのCSRマネジメント体制

CSR課題は経営全般に関わるため、これ

らを有効に、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

CSR推進活動
シップのもとに活動を推進してきました。

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。それぞれの主幹部署を明確にして、

中期計画、短期計画を立て、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。

基本的CSR

帝人グループの社会的責任のなかで

も基本に位置づけている活動で、法令や

国際的な基準に基づき、従来から取り組

んできた諸活動です。帝人グループでは

CSROが直接管理・指導している分野です。

（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※1（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に助言と支援を行い

ながら取り組む分野です。（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。

※1：Environment（環境）、Safety（安全・防災）、Health（健康）の略称です。　※2：Product Liability（製造物責任）の略称です。
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CSROを委員長とする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9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補佐、広報IR室長、法務室

長、経営監査室長です。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推進部会では、

グループCSR委員会

4つの部会・会議体以外のCSRの重要課

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と9つの事業グルー

プの代表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はとくに法

令などの定めがなく、企業の自由意志で自

主的に取り組む分野です。帝人グループ

では社会貢献活動をここに位置づけてい

ます。

Plan

Action

Do

Check

・ 長期方針：企業理念、企業行動規範、行動
基準

・ 環境方針：環境中長期目標

・ 実施計画：CSR中期計画、CSR短期計画

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

・ グループ会社のプログラム：自社の個別計
画を実行

・ 持株会社のCSR関連部署が自己チェック
（CSR報告書に掲載）

・ グループ会社の自己チェック

・ 監査法人系第三者による審査

・ CSRO監査（ヒアリング）（→P41）

・ 社外専門家4人の評価と指導

・ SRIの評価

・ CSROが次年度課題を指摘

・ CSR委員会へ報告

CSR活動のPDCA

CEO ： Chief Executive Officer、最高経営責任者
CSRO ： Chief Social Responsibility Officer、グループCSR責任者
CTO ： Chief Technology Officer、グループ技術責任者
CMO ： Chief Marketing Officer、グループマーケティング責任者
CFO ： Chief Financial Officer、グループ財務責任者
CHO ： Chief Human Resources Officer、グループ人財責任者
CIO ： Chief Information Officer、グループ情報責任者
CENO ： Chief Engineering Officer、グループエンジニアリング責任者

※1：責任者略称の用語解説

CSR委員会
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ビジョンと戦略

CSR中期計画と2008年度の自己評価
2006年度から2008年度にかけての中期計画・課題の成果と、

それを受けての2009年度の課題を表にしています。

各担当部署が中期計画に基づき、それぞれ目標を定めています。

中期計画･課題（2006－2008） 2008年度の実施内容と成果 自己評価 2009年度の課題 参照ページ

コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンスの強化と法令への対応
ガバナンス規程の定期的見直し 前回改定後の経営戦略リスク管理強化や実情に沿った改定を実施 A 今後も定期的に見直しを実施 P23

ＪＳＯＸ法への対応 2009年6月に内部統制報告書を提出予定 A 財務報告に係る内部統制の有効性と効率性の調和 P23

CSR共通

社会の要請を把握し経営に生かす
ステークホルダーダイアログの定期的実施による課題の
抽出

2009年2月、「エコサークル」をテーマにダイアログ実施 A
社会と帝人グループにとって重要テーマを設定し、年に
1回以上のステークホルダーダイアログを実施

P7

ＣＳＲ教育の推進 企業倫理・環境に加えCSRの重要分野の教育を行う

階層別研修のなかで教育を継続。事業所キャラバンを7カ所実施（研修
参加者383名）。社員へCSR報告書を配布（国内：グループ全社員、海外：
経営企画、環境部署の管理職）。第1回環境フォーラムを国内9カ所で同
時開催

B
環境フォーラム、国内主要事業所へのCSRキャラバン
の継続実施

P17

グループ関連部署との協働 人財・労働、調達、物流、事業グループとの協働 CSRスタッフ部会（分科会として）3回 B
CSRスタッフ部会をCSR推進部会に改組し、事業グ
ループ代表を加えて実施。CSR管理指標の策定

P17

基本的CSR

企業倫理・コンプライアンス

国内の企業倫理活動 改訂版行動規範・行動基準の教育推進
階層別研修での教育のほか、企業倫理月間中に全員研修を実施。企業倫
理ハンドブック全員記名アンケートを実施、倫理意識調査アンケート実施

A
行動規範・行動基準の周知・浸透の継続（追加教材の企
画）

P41

海外の企業倫理活動 各国別行動基準の浸透と教育推進
企業倫理月間に教育を実施：①ポスター配布（英語、中国語、タイ語、イン
ドネシア語）②EU、米国、中国、インドネシア、タイで実施③海外版行動
基準の改定（米国）

B
海外グループ会社の企業倫理教育徹底の継続（海外版
行動基準の見直し検討、教材の企画）

P41

ホットラインの運営 世界のグループ会社規模で適切な運営を行う 通報相談52件に対応し、運営状況の社内情報開示（年2回）を継続 A 海外での拡充 P42

リスクマネジメント
リスクマネジメント活動

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

重要リスクの絞込み実施。欧州・米国でヒートマップの作成指導。アジア
は新型インフルエンザの啓発と対応ガイドラインを制定。EMCの全国
展開

A
個別”重大リスク”に関するグループ共通対応指針、マ
ニュアルの作成

P43

BCP（事業継続計画）推進 本社機能をはじめとして事業グループ全体にまで拡張
地震対応訓練：東西の本社で2回実施。パイロット事業のBCPを策定し、
BCP策定のためのガイドラインを作成

A
重大リスクを想定した事業グループによる「BCP策定」
の支援

P43

ESH※1共通 ESHマネジメントの強化

ESH管理規程・指針の体系化、管理体制の整備 本社地区ESH管理規則他、各種規程・指針の制定・改定 A
安全管理・防災管理のさらなる強化の取り組み推進、グ
ループ内の格差解消

P43

ESH法令順守システムの検討
ESH法令教育・指導推進、ESH法違反事件の防止。法令検索システム試
行（採用は見合わせ）

B ＥＳＨ内部監査員社内資格の更新 P43

地域リスクコミュニケーションの推進 三島、島根、岐阜、揖斐川、三原、徳山各地区で予定通り開催 A 対象事業所と開催頻度の見直しおよび定着化 P36

環境

地球温暖化防止

国内CO2削減目標：2010年度までに1990年度対比10％
以上

各所でのCO2削減プロジェクトの進捗および計画の確認 A
CO2削減プロジェクトの進捗および計画の確認 
再生可能エネルギーの導入検討

P27

オフィスの省エネ推進 活動実績の集約開始 C 目標、計画策定による活動の推進 P28

物流の温暖化対策の推進 共同運送等によりCO2削減活動の推進 B モーダルシフト、輸送距離削減の一層の推進 P28

化学物質管理

新規規制への対応等 
化学物質のリスク管理体制の強化

化管法、化審法改正への対応 
各所運用実態のフォロー

B
化管法、化審法改正への対応 
リスク管理システム構築の検討

P29

環境排出量削減目標：2011年度までに2005年度対比
30％以上

海外グループ会社での削減推進 C
海外グループ会社での削減推進 
中期目標の進捗確認と達成への削減促進

P29

廃棄物管理

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

各所運用実態のフォロー A 海外グループ会社の削減促進 P30

国内グループゼロエミッション推進 ゼロエミ推進連絡会によるフォロー。帝人テクロスが達成 B 国内主要グループ会社でのゼロエミ達成 P30

廃棄物発生量の抑制
国内グループでの推進
ＥＳＨ監査Ⅱでの状況確認

C 廃棄物発生源対策の検討と状況確認 P30

原材料のグリーン調達
CSR調達として推進 CSR調達システムの運用強化 B 運用システムの定着化と維持 P53

化学物質管理 JAMP、MSDS plusなどの動向フォロー C 化学物質管理システムの調査、検討 P54

地球環境問題の啓発
環境教育の推進 環境フォーラム等を通じた啓発活動 B 社内イベント等を通じた啓発活動 P15

省エネルギーキャンペーン推進
クールビズ、ウォームビズ等での省エネ推進。エコマラソンのインター
ネット運用への移行

B チームマイナス6％の活動等を通じた省エネ推進 P28

※1： ESHはEnvironment（環境）、Safety（安全・防災）、Health（健康）の略称です。
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中期計画･課題（2006－2008） 2008年度の実施内容と成果 自己評価 2009年度の課題 参照ページ

コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンスの強化と法令への対応
ガバナンス規程の定期的見直し 前回改定後の経営戦略リスク管理強化や実情に沿った改定を実施 A 今後も定期的に見直しを実施 P23

ＪＳＯＸ法への対応 2009年6月に内部統制報告書を提出予定 A 財務報告に係る内部統制の有効性と効率性の調和 P23

CSR共通

社会の要請を把握し経営に生かす
ステークホルダーダイアログの定期的実施による課題の
抽出

2009年2月、「エコサークル」をテーマにダイアログ実施 A
社会と帝人グループにとって重要テーマを設定し、年に
1回以上のステークホルダーダイアログを実施

P7

ＣＳＲ教育の推進 企業倫理・環境に加えCSRの重要分野の教育を行う

階層別研修のなかで教育を継続。事業所キャラバンを7カ所実施（研修
参加者383名）。社員へCSR報告書を配布（国内：グループ全社員、海外：
経営企画、環境部署の管理職）。第1回環境フォーラムを国内9カ所で同
時開催

B
環境フォーラム、国内主要事業所へのCSRキャラバン
の継続実施

P17

グループ関連部署との協働 人財・労働、調達、物流、事業グループとの協働 CSRスタッフ部会（分科会として）3回 B
CSRスタッフ部会をCSR推進部会に改組し、事業グ
ループ代表を加えて実施。CSR管理指標の策定

P17

基本的CSR

企業倫理・コンプライアンス

国内の企業倫理活動 改訂版行動規範・行動基準の教育推進
階層別研修での教育のほか、企業倫理月間中に全員研修を実施。企業倫
理ハンドブック全員記名アンケートを実施、倫理意識調査アンケート実施

A
行動規範・行動基準の周知・浸透の継続（追加教材の企
画）

P41

海外の企業倫理活動 各国別行動基準の浸透と教育推進
企業倫理月間に教育を実施：①ポスター配布（英語、中国語、タイ語、イン
ドネシア語）②EU、米国、中国、インドネシア、タイで実施③海外版行動
基準の改定（米国）

B
海外グループ会社の企業倫理教育徹底の継続（海外版
行動基準の見直し検討、教材の企画）

P41

ホットラインの運営 世界のグループ会社規模で適切な運営を行う 通報相談52件に対応し、運営状況の社内情報開示（年2回）を継続 A 海外での拡充 P42

リスクマネジメント
リスクマネジメント活動

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

重要リスクの絞込み実施。欧州・米国でヒートマップの作成指導。アジア
は新型インフルエンザの啓発と対応ガイドラインを制定。EMCの全国
展開

A
個別”重大リスク”に関するグループ共通対応指針、マ
ニュアルの作成

P43

BCP（事業継続計画）推進 本社機能をはじめとして事業グループ全体にまで拡張
地震対応訓練：東西の本社で2回実施。パイロット事業のBCPを策定し、
BCP策定のためのガイドラインを作成

A
重大リスクを想定した事業グループによる「BCP策定」
の支援

P43

ESH※1共通 ESHマネジメントの強化

ESH管理規程・指針の体系化、管理体制の整備 本社地区ESH管理規則他、各種規程・指針の制定・改定 A
安全管理・防災管理のさらなる強化の取り組み推進、グ
ループ内の格差解消

P43

ESH法令順守システムの検討
ESH法令教育・指導推進、ESH法違反事件の防止。法令検索システム試
行（採用は見合わせ）

B ＥＳＨ内部監査員社内資格の更新 P43

地域リスクコミュニケーションの推進 三島、島根、岐阜、揖斐川、三原、徳山各地区で予定通り開催 A 対象事業所と開催頻度の見直しおよび定着化 P36

環境

地球温暖化防止

国内CO2削減目標：2010年度までに1990年度対比10％
以上

各所でのCO2削減プロジェクトの進捗および計画の確認 A
CO2削減プロジェクトの進捗および計画の確認 
再生可能エネルギーの導入検討

P27

オフィスの省エネ推進 活動実績の集約開始 C 目標、計画策定による活動の推進 P28

物流の温暖化対策の推進 共同運送等によりCO2削減活動の推進 B モーダルシフト、輸送距離削減の一層の推進 P28

化学物質管理

新規規制への対応等 
化学物質のリスク管理体制の強化

化管法、化審法改正への対応 
各所運用実態のフォロー

B
化管法、化審法改正への対応 
リスク管理システム構築の検討

P29

環境排出量削減目標：2011年度までに2005年度対比
30％以上

海外グループ会社での削減推進 C
海外グループ会社での削減推進 
中期目標の進捗確認と達成への削減促進

P29

廃棄物管理

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

各所運用実態のフォロー A 海外グループ会社の削減促進 P30

国内グループゼロエミッション推進 ゼロエミ推進連絡会によるフォロー。帝人テクロスが達成 B 国内主要グループ会社でのゼロエミ達成 P30

廃棄物発生量の抑制
国内グループでの推進
ＥＳＨ監査Ⅱでの状況確認

C 廃棄物発生源対策の検討と状況確認 P30

原材料のグリーン調達
CSR調達として推進 CSR調達システムの運用強化 B 運用システムの定着化と維持 P53

化学物質管理 JAMP、MSDS plusなどの動向フォロー C 化学物質管理システムの調査、検討 P54

地球環境問題の啓発
環境教育の推進 環境フォーラム等を通じた啓発活動 B 社内イベント等を通じた啓発活動 P15

省エネルギーキャンペーン推進
クールビズ、ウォームビズ等での省エネ推進。エコマラソンのインター
ネット運用への移行

B チームマイナス6％の活動等を通じた省エネ推進 P28

自己評価の基準　A：達成した　B：概ね達成した　C：不十分であった
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ビジョンと戦略　CSR中期計画と2008年度の自己評価

中期計画･課題（2006－2008） 2008年度の実施内容と成果 自己評価 2009年度の課題 参照ページ

基本的CSR

防災 グループ全体の防災力の向上

高リスク設備に対する防災対策（重大事故ゼロ）
重大事故1件発生（2007年3件） B

事故の根本原因究明による再発防止と事故情報共有
化

P35

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 A
防災専門チームによる防災対策支援活動の継続実施
および防災教育資料充実

P35

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）

重大事故ゼロ達成、防火の日活動展開、電気火災予防対策による電気火
災ゼロ達成

A 防火の日活動による防火意識高揚 P35

既存不適格建築物を含む、建物の火災リスク低減を目的に、建物の防火
対策ガイドラインを制定

A ガイドラインに則った、建物の火災リスク低減対策推進 P35

防災診断の推進 国内４プラントで防災診断を、国内17事業所でミニ防災診断を実施 A 防災診断によるリスク低減 P35

安全 労働災害防止の確実な推進

休業災害度数率目標（0.3以下）の達成 休業災害度数率0.25（過去5年間で初めて0.30以下を達成） A グループ3大労災の発生抑制による度数率の維持・低減 P37

作業リスクアセスメントの徹底 OHSASマネジメントシステムの取得・定着がほぼ完了 B 機械リスクアセスメントの見直しと有効活用 P37

製造事業所への安全巡回・指導の実施
現地監査（ESH監査Ⅰ、特別監査）を推進するとともに、労災低減アクショ
ンプラン活動により、安全指導を強化

A 安全管理の脆弱な事業所に的を絞った労災防止 P37

健康・衛生

石綿問題への対応
飛散性・準飛散性石綿（厚労省ポジティブリスト品）の代替
化推進

準飛散性石綿代替化困難使用箇所（4部署）の代替化推進 B 石綿問題への適正な管理 P38

OB石綿健診の継続実施 OB石綿健康診断運用基準を改定、健診実施期間を3年間延長 A 健康被害状況の調査・フォロー P38

有害化学物質の管理 有害化学物質によるリスク洗い出しと対策推進 ナノ材料の取り扱い作業による健康障害予防ガイドラインの制定 A ナノ材料物質などによる新規健康障害への適正な対応 P38

メンタルヘルスケアの推進 メンタルヘルスケアの予防を重点とする活動の推進 メンタルヘルス長期休業者の発生要因の解析。多発事業、会社の特定 C メンタルヘルス予防策の展開推進 P38

生活習慣病予防の推進 生活習慣病教育、特定健康診査、特定保健指導の推進 定期健康診断結果に基づく教育、指導 A 教育、指導による健康意識の向上 P38

PL（製造物責任）･品質保証 PL事故・重大クレームの防止

PL・品質保証単位系活動の定着化 監査Bにて、外部提出書類の信頼性が確保されていることを確認 B

ＰＬ・品質保証単位系の定着化と海外グループ会社への 
展開継続 
サプライチェーンを通じた化学物質管理の検討・推進

P45-46

PL・品質保証単位系の海外グループ会社への展開 海外を含む全グループ会社の単位系（→P45）構築完了 A P45-46

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

REACH対応で、唯一の代理人契約をし、予備登録完了 A P45-46

規則・基準類の整備・充実
研修用教育資料の充実と一部ワークショップ実施 
環境配慮設計ガイドラインの改定

C P45-46

拡張的CSR

人財・労働

社員のワークライフバランス推進 少子高齢化対策
次世代法による認定取得10社。男性の育児休職取得50名（グループ全
社）在宅勤務制度をグループ9社で導入し、登録者16名

A 在宅勤務制度の導入社数、登録人数拡大 P51

ダイバーシティ推進

女性社員の登用
新卒採用総合職女性比率30％、総合職女性比率15％、女性管理職比率
2.9％

B
新卒採用女性比率30％を継続、女性の課長以上ポジ
ション就任者数増加

P49-50

海外ローカル社員の登用 コア人財研修にグローバルクラス設置、海外人財10名登録 B コア人財への海外人財登録増加 P48

高齢者（60歳以上）の再雇用 再雇用希望者の再雇用比率92％（グループ全社） B 定年後再雇用者増加 P51

障がい者の雇用配慮
グループ主要12社計の障がい者雇用比率1.80％、ただし法定雇用率
（1.8％）未達成が4社

C 法定雇用率遵守、雇用数増加 P49-50

コンプライアンス
法改正対応 各社規程・人事制度の定期点検、法改正対応 B 各社規程・人事制度の定期点検、法改正対応の継続 P52

有期雇用者の適正配置 各社状況の定期点検、確認 B 各社状況の定期点検継続 P52

購買・物流

グループ内購買・物流の適正管理 不正取引の防止 グループ連絡会議等によるグループ全体への浸透拡大 A 管理システム・業務フロー改善とグループ内横展開 P53

サプライチェーンに対する要請と支援
調達先社会性基準の策定・啓発・監査

アンケートシステムの業界デファクト化を推進。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

A
ＣＳＲ調達管理のグループ内拡大・定着化と業界標準化
推進

P53

調達先環境基準の策定・啓発・監査 データの蓄積と活用の開始 B ＣＯ₂発生量調査・削減支援 P53

選択的CSR 社会貢献
グループの共通の活動

金額換算経常利益の1％以上の拠出 923百万円（経常利益がマイナスのため、計算不能） － 金額換算経常利益1％以上の拠出 P55

グループ共通プログラム作成・推進 探鳥会11回、自然観察会8回、植樹1回 A 探鳥会・自然観察会・絵本を贈る活動 P55

社員のボランティア活動支援 ボランティアリーダーの育成 探鳥会リーダー講習会1回、自然観察指導員講習会1回 A 探鳥会・自然観察会のリーダー講習会 P55
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中期計画･課題（2006－2008） 2008年度の実施内容と成果 自己評価 2009年度の課題 参照ページ

基本的CSR

防災 グループ全体の防災力の向上

高リスク設備に対する防災対策（重大事故ゼロ）
重大事故1件発生（2007年3件） B

事故の根本原因究明による再発防止と事故情報共有
化

P35

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 A
防災専門チームによる防災対策支援活動の継続実施
および防災教育資料充実

P35

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）

重大事故ゼロ達成、防火の日活動展開、電気火災予防対策による電気火
災ゼロ達成

A 防火の日活動による防火意識高揚 P35

既存不適格建築物を含む、建物の火災リスク低減を目的に、建物の防火
対策ガイドラインを制定

A ガイドラインに則った、建物の火災リスク低減対策推進 P35

防災診断の推進 国内４プラントで防災診断を、国内17事業所でミニ防災診断を実施 A 防災診断によるリスク低減 P35

安全 労働災害防止の確実な推進

休業災害度数率目標（0.3以下）の達成 休業災害度数率0.25（過去5年間で初めて0.30以下を達成） A グループ3大労災の発生抑制による度数率の維持・低減 P37

作業リスクアセスメントの徹底 OHSASマネジメントシステムの取得・定着がほぼ完了 B 機械リスクアセスメントの見直しと有効活用 P37

製造事業所への安全巡回・指導の実施
現地監査（ESH監査Ⅰ、特別監査）を推進するとともに、労災低減アクショ
ンプラン活動により、安全指導を強化

A 安全管理の脆弱な事業所に的を絞った労災防止 P37

健康・衛生

石綿問題への対応
飛散性・準飛散性石綿（厚労省ポジティブリスト品）の代替
化推進

準飛散性石綿代替化困難使用箇所（4部署）の代替化推進 B 石綿問題への適正な管理 P38

OB石綿健診の継続実施 OB石綿健康診断運用基準を改定、健診実施期間を3年間延長 A 健康被害状況の調査・フォロー P38

有害化学物質の管理 有害化学物質によるリスク洗い出しと対策推進 ナノ材料の取り扱い作業による健康障害予防ガイドラインの制定 A ナノ材料物質などによる新規健康障害への適正な対応 P38

メンタルヘルスケアの推進 メンタルヘルスケアの予防を重点とする活動の推進 メンタルヘルス長期休業者の発生要因の解析。多発事業、会社の特定 C メンタルヘルス予防策の展開推進 P38

生活習慣病予防の推進 生活習慣病教育、特定健康診査、特定保健指導の推進 定期健康診断結果に基づく教育、指導 A 教育、指導による健康意識の向上 P38

PL（製造物責任）･品質保証 PL事故・重大クレームの防止

PL・品質保証単位系活動の定着化 監査Bにて、外部提出書類の信頼性が確保されていることを確認 B

ＰＬ・品質保証単位系の定着化と海外グループ会社への 
展開継続 
サプライチェーンを通じた化学物質管理の検討・推進

P45-46

PL・品質保証単位系の海外グループ会社への展開 海外を含む全グループ会社の単位系（→P45）構築完了 A P45-46

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

REACH対応で、唯一の代理人契約をし、予備登録完了 A P45-46

規則・基準類の整備・充実
研修用教育資料の充実と一部ワークショップ実施 
環境配慮設計ガイドラインの改定

C P45-46

拡張的CSR

人財・労働

社員のワークライフバランス推進 少子高齢化対策
次世代法による認定取得10社。男性の育児休職取得50名（グループ全
社）在宅勤務制度をグループ9社で導入し、登録者16名

A 在宅勤務制度の導入社数、登録人数拡大 P51

ダイバーシティ推進

女性社員の登用
新卒採用総合職女性比率30％、総合職女性比率15％、女性管理職比率
2.9％

B
新卒採用女性比率30％を継続、女性の課長以上ポジ
ション就任者数増加

P49-50

海外ローカル社員の登用 コア人財研修にグローバルクラス設置、海外人財10名登録 B コア人財への海外人財登録増加 P48

高齢者（60歳以上）の再雇用 再雇用希望者の再雇用比率92％（グループ全社） B 定年後再雇用者増加 P51

障がい者の雇用配慮
グループ主要12社計の障がい者雇用比率1.80％、ただし法定雇用率
（1.8％）未達成が4社

C 法定雇用率遵守、雇用数増加 P49-50

コンプライアンス
法改正対応 各社規程・人事制度の定期点検、法改正対応 B 各社規程・人事制度の定期点検、法改正対応の継続 P52

有期雇用者の適正配置 各社状況の定期点検、確認 B 各社状況の定期点検継続 P52

購買・物流

グループ内購買・物流の適正管理 不正取引の防止 グループ連絡会議等によるグループ全体への浸透拡大 A 管理システム・業務フロー改善とグループ内横展開 P53

サプライチェーンに対する要請と支援
調達先社会性基準の策定・啓発・監査

アンケートシステムの業界デファクト化を推進。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

A
ＣＳＲ調達管理のグループ内拡大・定着化と業界標準化
推進

P53

調達先環境基準の策定・啓発・監査 データの蓄積と活用の開始 B ＣＯ₂発生量調査・削減支援 P53

選択的CSR 社会貢献
グループの共通の活動

金額換算経常利益の1％以上の拠出 923百万円（経常利益がマイナスのため、計算不能） － 金額換算経常利益1％以上の拠出 P55

グループ共通プログラム作成・推進 探鳥会11回、自然観察会8回、植樹1回 A 探鳥会・自然観察会・絵本を贈る活動 P55

社員のボランティア活動支援 ボランティアリーダーの育成 探鳥会リーダー講習会1回、自然観察指導員講習会1回 A 探鳥会・自然観察会のリーダー講習会 P55

自己評価の基準　A：達成した　B：概ね達成した　C：不十分であった



23 TEIJIN CSR Report 2009 TEIJIN CSR Report 2009

ビジョンと戦略

コーポレート・ガバナンス体制
帝人グループは2003年に持株会社制に移行し、持株会社帝人のもとに

強固なコーポレートガバナンス体制を敷いてきました。なかでもアドバイザリー・ボードの定期開催と、

TRMコミティーの運営は帝人グループの特徴的なシステムです。

1999年以来、コーポレート・ガバナンス

の基本を「透明性の向上」「公正性の確保」

「意思決定の迅速化」「独立性の確保」と

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。

2003年には、「コーポレート・ガバナンス

ガイド2003」（2007年、2009年に改定）

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。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。

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。取締役の

うち3名は独立性を確保した社外取締役と

し、監視・監督と社内的業務の分離のため、

取締役会の議長は業務執行に関わらない

会長が務めることとしています。

監査役会は5名で構成し、独立性を確保

帝人（株）は、グループ全体が直面する

あらゆるリスク（不確実性）に対する予防

手段として、2003年にTRMコミティーを

取締役会のもとに設置。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

スクに対応しています。

また、より迅速な経営戦略立案・戦略リス

クマネジメントのため、2009年4月より、こ

れまでのCSOがトータル・リスクマネジメン

トを担当する体制を、CEOが直轄する体制

に改めました。さらに今後、財務健全性リス

クも含めた経営戦略リスクの比重が高まる

ことに対応し、メンバーにCFOを加えて体

制を強化しました。

2006年持株会社のCFOのもとに業務監

査室、経理・財務部門、購買・物流部門、CIO

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

置づ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。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。

コーポレート・ガバナンス強化の歩み

意思決定、業務執行、監視・監督の
分離と強化

トータル・リスクマネジメント

内部統制

アドバイザリー・ボードアドバイザリー・ボード

株
主
総
会

指名・報酬委員会

CEO※

　CSRO
　CTO
　CMO
　CFO
　CHO
　CIO
　CENO

取締役会
合計9名（うち社外3名）

TRMコミティー
（CEO、CSRO、CTO、CFO、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

9
つ
の
事
業
グ
ル
ー
プ

帝人グループのコーポレート・ガバナンス体制（2009年4月より）

※：責任者略称の解説はP18にあります。

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。

スタッフ室のメンバーで構成する内部統制

推進班を設置。以来、財務報告の信頼性に

関して全グループ会社を対象とする内部統

制活動を推進してきました。2008年度決算

については2009年4月に各事業グループ

長が宣誓を行い、それに基づいてCEOが

宣誓書に署名しました。内部統制報告書の

公開は2009年6月に予定しています。
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経
済
性
報
告

経済性報告

ステークホルダーへの付加価値配分
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、

事業活動の結果得た付加価値をステークホルダーの皆様に適切に配分することも

帝人グループの重要な責任であると考えています。

2008年度の主なステークホルダーへ

の付加価値の配分は以下のとおりです。

付加価値総額は、売上総利益（売上高－

製造原価）から、運賃諸掛、減価償却費、研

ステークホルダー 金額（億円） 内　容 備　考
株主 49 配当金 決算短信掲載の数値

社員 558
給料・賃金、賞与一時金、退
職給付費用の総額

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

債権者（金融機関） 105 支払利息 決算短信掲載の数値
行政機関（国、自治
体）

73
法人税・住民税・事業税等の
納税額の総額

決算短信掲載の数値

地域社会 9
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）

CSR企画室集計

企業（帝人） -491
剰余金の増加額（剰余金を
取り崩した額）

決算短信掲載の数値

環境 126 環境保全費用 環境安全室集計
総額 429

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

ステークホルダーへの付加価値
の配分

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。

2008年度は経済環境の激変に対応し

て、帝人の剰余金を491億円取り崩してス

テークホルダーへの配分に充てました。

ステークホルダーへの付加価値配分表

株主　5％

社員　61％
　債権者（金融機関）　11％
行政機関（国、自治体）　8％

地域社会　1％　
　
　　環境　14％

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 アラミド

繊維事業
グループ

新事業開発
グループ

炭素繊維事業
グループ

IT事業
グループ

フィルム事業
グループ

流通・
製品事業
グループ

樹脂事業
グループ

医薬医療事業
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価値配分比率

帝人グループのステークホルダー
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長期目標を定め環境、防災・安全、健康を一元管理
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。

全社一丸となって、2020年度長期目標の達成をめざしています。

取締役会

社長CEO

CSRO

グループCSR委員会

グループESH部会

ポリエステル繊維事業グループ

アラミド繊維事業グループ

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

炭素繊維事業グループ 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

ESH推進体制

長期目標と中期目標※1 （長期目標：2007年12月制定　中期目標：2006年4月制定）
区分 対象 長期目標 中期目標

地球温暖化
（CO2削減）

国内 CO2排出量を1990年度比、2020年度20％以上削減する。 CO2排出量を1990年度比、2010年度10％以上削減する。

海外
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。

CO2排出原単位を年1％以上改善する。

化学物質
グループ

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。

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。

国内 －
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。

廃棄物
グループ 非有効活用廃棄物※2を、1998年度比、2020年度85％以上削減する。

非有効活用廃棄物を、2005年度比、2011年度50％以上
削減する。

国内
石炭灰などを除く国内の廃棄物発生量抑制を図り、国内グループはゼロ
エミッション※3を達成する。

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を達成する。

※1：中期目標では2011年度を目標年度としていますが、例外的に国内のCO2排出量削減は、京都議定書第一約束期間の中間年である2010年度を目標年度に設
定。国内のVOC削減は、大気汚染防止法の目標年度である2010年度に設定しています。　※2：単純に焼却したり、埋立処理する廃棄物　※3：非有効活用廃棄物を
総発生量の1％以下に削減

帝人グループでは、すべての事業活動

に関わる環境、防災・安全、健康をまとめて

ESHとして推進しています。ESHマネジ

メントの基本方針として、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

グループESH※4マネジメント組織・体制
ESH基本方針」を定めています。

環境経営宣言に基づき、2007年には

「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）については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

削減への取り組みに加え、社員の安全･健

康を確保し、企業としての社会的責任を

果たし、社会の持続可能な発展に寄与す

るため、グループCSR委員会を設置。この

グループCSR委員会は、グループ共通の

CSR課題を統括管理するため、CEOより

権限委譲を受けたCSRO（グループCSR

責任者）が統括しています。

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

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

（1992年12月制定、2007年7月改定）
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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、CSRO自ら監査Ⅰ、Ⅱの結果をもとに

ESH監査Ⅲを実施。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。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。2008年度の報告会は、

CEO、CSRO、各事業グループ長ほか41

名出席のもと行われました。

ESH研修会

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さまざまな

集合教育を実施しています。

毎年グループ会社の管理者を対象に、

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月より開始。2003年からは2年

に1度海外でも開催しています。2008年

度は、7月に中国、9月に東南アジア地域、

11月に欧州地域で開催。とくに欧州地域

では、講義だけではなく、情報共有や議論

の場をもうけました。国内では7月に大阪

本社で実施、グループ各社から、マネジメ

ント講座53名、スタッフ講座50名、専門講

座37名、のべ140名が参加しました。

また、ESHコンプライアンスの強化・推

進のため、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

員養成講座を開催。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。2008年度はあらたに55名を認定

し、監査員はのべ486名となりました。

ESH監査の概要と監査者
監査の概要 監査者 2008年度監査実績

ESH監査Ⅰ 生産現場におけるESH監査 事業ESH委員長 国内22、海外12事業所

ESH監査Ⅱ 主として環境活動に係る監査 事業ESH委員長 8事業グループごとに1回実施

ESH監査Ⅲ 監査Ⅰ、Ⅱの結果の監査 CSRO
8事業グループ、個別管理会
社対象に実施

ESH監査、報告会、研修会

CSR委員会のもとに編成されたグルー

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、機能

スタッフ組織の長で構成。グループ全体と

しての方針や目標、重点活動事項などを

審議、決定するとともに、監査も実施して

います。グループ各社はイントラネットで

公開されたESHに関する規程、基準、ガイ

ドラインに沿ってESH活動と継続的改善

を行っています。

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

ヨーロッパでのESH研修会
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2020年目標に向け、ライフサイクル全体で環境負荷低減
帝人グループの環境経営3本柱のひとつは「環境保全」です。

2020年の長期目標を達成すべく、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、

さらなる環境負荷低減の施策を展開していきます。

INPUT
投入量

OUTPUT
排出量

帝人グループ

海水使用量
1.28億t

淡水使用量
0.97億t

エネルギー
46.5×106ギガジュール

取扱化学物質
198万t

総排水量
2.11億t

非有効活用廃棄物
0.78万t

CO2

325万t
環境排出化学物質

2,883t

製造加工 廃棄

中間製品 製品 使用

原料 リサイクル 回収

2008年帝人グループの環境負荷

帝人グループでは、地球温暖化防止に

資するため、従来より省エネルギーを推進

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。

また、2020年度の長期目標を設定

（→P25）しました。欧米圏、アジア圏、国

地球温暖化防止と省エネルギー

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ともに、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

帝人グループの環境負荷
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。

内それぞれの目標に向かい、CO2削減に

取り組んでいきます。

2008年度は、TFJ松山事業所でのター

ビン効率改善をはじめとした省エネル

ギー施策によりCO2削減をすすめてきま

した。あわせて景気後退による生産量の

減少および原油高による自家発電コスト

の増加を避けるため受電電力にシフトした

ことにより、2008年度の国内CO2排出量

は2007年度の195万トンより10％減少の

177万トンとなりました。これは1990年度

比では32％の減少となり、目標を達成して

いる状態ですが、今後生産量変動による排

出量の変動の見極めを行う予定です。

一方、海外グループ会社では、燃料転換

や省エネルギー推進等によるエネルギー

効率向上をすすめ、CO2排出原単位を改

善する取り組みを行っています。2008年

度のCO2排出量は148万トンで、2007年

度より微増となりました。中期目標に対し

ては、20事業所中8事業所が達成してい

ます。

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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400

300

200

100

0

（万tCO2） ■国内　■海外

350 351
333 346

07 08

341 325

（年度）
06 07 08

30,000

0

25,000

5,000

15,000 0.925
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20,000
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（t-CO2） ■CO2排出量　 原単位
1.000

0.963

0.930

0.963

0.930
27,98727,987

27,576

21,823

生産におけるCO2排出量の推移 帝人グループ特定荷主のCO2排出量と原単位の推移

また、グループ全体では、325万トンとな

り、前年度より4.7％の減少となりました。

物流分野における環境負荷（CO2排出量）

低減

2006年度の改正省エネ法施行以降、

経済産業省から示されたエネルギー使用

量、CO2排出量の算定方式に基づき実績

を把握しています。帝人グループにおいて

物流分野で環境負荷が大きく、特定荷主

に該当するのは素材系事業会社である帝

人ファイバー、帝人デュポンフィルム、帝人

化成の3社です。2008年度のCO2排出量

ではマイナス5.8千トン、原単位では前年

度対比3.3％の削減で、目標である「1％

以上の削減」を達成しました。2007年度

が3.6％削減であったため、2年間の累積

では約7％の削減となりました。

さらに2008年度は、従来から実行して

きたモーダルシフトとトラック積載効率の

一層の向上等の施策に加え、合繊業界で

は初めての試みである同業他社との共同

輸送に取り組み、東洋紡績（株）との間で

共同輸送を実現しました（→P16）。

オフィス・業務用車両におけるCO2削減へ

の取り組み

従来より省エネ活動をすすめていた自

社ビルの大阪本社に加え、東京本社や医

薬・医療などの事業グループオフィス、営

業所などにおいても、使用エネルギー使

用の効率改善に取り組み、CO2削減を図っ

ていきます。また、営業に使用している車

両をエコカーへ代替したり、省エネ指向の

運転を展開するなど、業務用車両における

CO2削減もすすめていきます。帝人ファー

マでは、営業車両をハイブリッド車や低排

出ガス車に代表されるエコカーに今後順

次切り替える予定です。あわせて燃料使

用量と走行距離の実績を把握する体制を

構築し、CO2の削減を推進しています。

また、2008年度より、オフィスでの電気

などのエネルギー使用によるCO2排出量

および業務用車両の使用によるCO2排出

データの収集を開始しました。データを集

約できた範囲では、オフィスが1.7万トン、

車両は8,200トンとなりました。今後は各

所にて削減目標等を設定して活動をすす

めます。

社員参加型の環境活動

グループ社員の日常生活における意識

啓発のため、2008年度も7月から9月に

かけてイントラネット上で「エコマラソン

2008」を展開しました。

今回は、日常の省エネ実践度を自己評

価する「ライフスタイル」コースと、家庭で

のエネルギー使用実績を調査し、推移を

把握する「環境家計簿」コースの2つを設

定。「ライフスタイル」コースの自己評価

項目は、環境省が提唱している「１人１日１

ｋｇCO2削減」から選定しました。ライフス

タイルコースの参加者は679名でした。

また、グループの社員参加型の活動と

して、レジ袋削減の「みどリング大作戦」と

「健康ウォーキング」2項目共通のアクセ

ス画面を作成し、参加者の利便性を図りま

した。なお、「みどリング大作戦」は2008年

6月～2009年3月末にかけて実施され、参

加者は2,682人、レジ袋削減枚数24,263

枚、ガソリン換算で108.3L、CO2排出削減

量としては251kgとなりました。
TIFICOで石炭、LNGのCO2排出係数を見直したこ
とにともない、2006年度以降の海外データを修正
しています。

※ 特定荷主は、3000万トンキロ／年以上の荷主
（1tの貨物を1km運んだ場合を1トンキロとす
る）。なお、原単位はトンキロあたり原油換算量。
また、精査の結果2007年度の数値を修正しまし
た。

主な削施策

■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
・トラック積載率の向上、大型輸送による便数の
削減
■同業他社との共同輸送
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中期目標
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化学物質の排出量推移 2008年度の化学物質排出量上位10物質の内訳 SOx排出量推移

帝人グループでは、480の化学物質※1

を対象とし、環境への排出量削減に取り組

んでいます。それに加えて、国内グループ

会社では、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％以上削減

（1998年度対比では72％以上削減）の

目標も定めています。さらに、2020年度

の長期目標として、環境排出量の1998年

度対比80％以上削減を設定しています。

化学物質の排出削減
化学物質の排出状況

2008年度の化学物質の環境排出量

は、排出削減対策に加え、おもに景気後

退による生産量減少により、国内は1,806

トンで前年度対比15.7％減少、海外では

1,077トンで26.8％減少となり、グルー

プ全体では20.2％の削減となりました。

2005年度対比では、目標の30％削減に対

し、16.3％削減でした。

なお、環境排出量の内訳は大気への排

出が93.1％、水域への排出が6.9％であ

り、埋立ならびに土壌への排出はありませ

んでした。化管法第1種指定化学物質の排

出量は、2008年度1,939トンと、前年度に

対し20.4％の削減となりました。

一方、国内のVOC排出量は、2008年度

は1,686トンとなり、2000年度対比では

50.7％の削減と、2008年度で目標達成と

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

2008年度のSOx排出量は、国内グループ

が0.59万トンと前年対比9.0％の削減とな

りました。海外グループは0.30万トンで昨

年度と同等となりましたが、グループトー

タルでは0.89万トンと昨年度比6.2％の

削減となりました。

2008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0.79億トン、海外グループ

が0.18億トンで、合計0.97億トンとなりま

した。

帝人グループでは、淡水使用の削減の

ため冷却用に海水を使用していますが、海

水1.28億トンも加えたグループの総排水

量は2.11億トンと昨年とほぼ同様になり

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、国内グループで519トン、海外グ

ループでは431トンでした。

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

※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（化管法）第
1種指定化学物質（354物質：2008年改正前）
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もの

データの精度向上を行い、2007年度以前の数値
を修正しています。

データ精度向上のため2007年度の数値を修正し
ました。
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帝人（株）は、2008年4月に「企業と生物

多様性イニシアチブ」（JBIB）に入会し、会

員企業と共同で企業と生物多様性の関係

性について検討してきました。その結果、

課題は「サプライチェーンを通じた影響」

と、「自社の土地利用による影響」に大別

されることがわかりました。現在、JBIBの

研究会のなかで、とくに「土地利用」による

影響を可視化するためのモニタリング手

法を検討しています。

土壌・地下水汚染の防止と浄化

生物多様性への対応

帝人グループでは、廃棄物の発生削減

に取り組むとともに、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

の転換により、非有効活用廃棄物の削減

にも取り組んでいます。

中期目標は、1998年度対比に換算する

と81％以上の削減となりますが、2020年

度の長期目標として、1998年度対比85％

以上削減することとしています。

また、グループでは、非有効活用廃棄物

を廃棄物総発生量の1％以下とすること

をゼロエミッションと定義し、事業所、工場

単位で自主的に削減への取り組みを続け

ています。国内で廃棄物を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を達成することを中

期目標としています。

2008年度のグループの非有効活用

※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

※3： 2005年度より、CODとBODを区分して集計
しています。なお、2006年度のBOD集計値は
集計精度精度向上により修正しました。

廃棄物の管理・削減

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

（年度）
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非有効活用廃棄物量の推移水使用量・総排水量の推移COD（BOD）負荷量推移※3

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、石川県の大

聖寺工場（2005年度閉鎖）跡地の自主的

な土壌調査（2007年度実施）によって発見

廃棄物量は、総排出量12.1万トンに対し

0.78万トンと6.4％でした。各事業所の削

減努力と生産量減少により、2005年度対

比では56．7％の削減となり、中期目標を

達成しましたが、今後もこの状態を維持し

ていきます。国内の非有効活用廃棄物量

は、769トンと前年対比54％と大幅削減と

なり、帝人テクロスで新たにゼロエミッショ

ンを達成しました。この結果、ゼロエミッ

ション達成事業所・工場は、国内12事業所・

工場となりました。海外では非有効活用廃

棄物量は、0.7万トンと前年対比15％削減

となりましたが、ゼロエミッション達成事業

所・工場は、前年同様3事業所・工場でした。

された敷地の一部汚染に関しては、県と市

の指導のもと土壌浄化工事を行い2008

年12月に終了、最終報告を行いました。

今後も地下水モニタリングを実施し、結果

を報告する予定です。引き続き、汚染の防

止、適正な処理を図っていきます。
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環境配慮設計ガイドラインの活用と定着のために
帝人グループの環境経営3本柱の2つめは「環境配慮設計」です。

これまでに開発してきたエコプロダクツ製品を、新たなガイドラインに基づいて評価しました。

また、ガイドラインを定着させるための活動も推進しています。

一定の売り上げが予想される製品、もし

くは認定を希望する製品・生産プロセスに

関して、各担当部署の部署長が「チェックリ

スト」を用いて自己評価を行い、重要評価

項目に評点1がなく、かつ評価項目のなか

にひとつでも評点5がある、もしくは評点

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・生産プロセスに認

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。

環境配慮設計認定制度

環境配慮設計とは、「調達、製造、使用、

廃棄という製品のライフサイクルを通し

て、製品が環境に与える影響（地球温暖化

や大気汚染など）を、総合的に評価しつつ

設計を行い、環境負荷（大気へのCO2や硫

黄酸化物などの排出）を低減させること」

と定義しています。

具体的には、新規または改良目的での

製品・生産プロセスの設計時に、「チェック

リスト」を使用し、ライフサイクル視点で、

「安全性」、「省エネルギー」、「省資源」、

「環境保全」、「情報の提供」および「製造

段階における環境負荷低減」について評

価しつつ、環境負荷低減のための諸対策

を検討して、その結果を製品や生産プロセ

スの設計に反映していきます。

環境配慮設計とは
既存製品の評価

2008年1月から運用を開始しましたが、

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いて評価しました。そ

の結果、20製品群が評価基準に適合し環

境配慮設計製品として認定されました。ま

た、新たに設定された生産プロセスの認

定基準により、1生産プロセスが環境配慮

設計プロセスとして認定されました。

ガイドラインの見直し

2008年のステークホルダーダイアログ

でいただきました外部専門家の方々から

のご意見や既存製品を評価した結果に基

づき、ガイドラインの見直しを行いました。

見直しの結果大きな変更点はありません

でしたが、生産プロセスの認定基準を新た

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事業グループ

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 環境配慮設計チェックリスト評価項目概要

　① 安全性 4項目
　② 省エネルギー 2項目
　③ 省資源 5項目
　④ 環境保全 3項目
　⑤ 情報の提供  7項目
　⑥  製造段階における環境負荷低減 1項目

　・ 上記6つの大項目のなかに、それぞれ中項
目、さらに評価ポイントを設定。中項目以下は
「原料・素材用」と「完成品用」の2種類にわけ
て評価

※評価ポイント：原料・素材用82、完成品用95
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に追加するとともに、チェックリスト評価項

目の「製造段階における環境負荷低減」に

関する評価指標の係数変更などの改定を

行いました。

ガイドライン定着活動

2008年7月から、ガイドライン定着のた

めに、国内外の事業所・関係先に出向いて

説明会を開催しています。これまでに700

人強の参加者がありました。引き続き説明

会を継続するとともに、レベルの底上げ、

参画意欲向上や持続性を担保するための

多面的活動をグローバルに展開していき

ます。

「環境配慮設計ガイドライン」へのコメント

帝人グループでは、既存製品の評価結果

などに基づき「環境配慮設計ガイドライン」

の見直しを行いました。この見直し結果や、

現在進めているガイドライン定着活動をよ

り実効性のあるものにするため、社外専門

家にご意見を伺いました。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

環境配慮設計への取り組みについては、

昨年のステークホルダーダイアログで、「素

材メーカーとして意義ある第一歩である」

と高く評価しました。今回、見直しされた「帝

人グループ環境配慮設計ガイドライン」（以

下 「ガイドライン」）とその定着活動につい

て説明を受けました。PDCAサイクルを回

しながら、着実に定着活動がすすめられて

いることがわかりましたが、専門的見地から

さらに気がついた点をコメントします。

1．「製品」に加え、「生産プロセス」も評価

の対象とする点は、望ましい取り組み。さら

に「生産プロセス」のチェック項目にプロセ

ス安全の観点も含めること。

2．「エコファクター※1」という独自の新たな

指標は、帝人における環境配慮のポリシーを

示す重要な概念なので、「ガイドライン」のな

かでこの考え方を明確化しておくこと。

3．環境配慮設計製品・生産プロセスの認

定制度や、「環境配慮設計チェックリスト」の

概要などは抜粋という形でもよいから外部

に公開すること。

4．一般消費者向けの製品では、より客観性

のある定量的評価法（ライフサイクルアセス

メント（LCA））での評価結果の公表や公的な

規格に基づく環境ラベルの取得がすすんで

いるので、この点を視野に入れておくこと。素

材においても、炭素繊維など顧客使用時の

省エネルギーで環境配慮が評価されるもの

が多くあり、顧客使用時の効果をチェックリス

トで評価するだけでは客観性が不十分。

5．化学物質に関する評価では、単にネガ

ティブリスト物質（元素）を使用していない

ことのみに捉われるのではなく、化学会社

としてのポリシーに基づき環境への影響を

評価することが望ましい。

東京大学大学院
工学系研究科教授
平尾雅彦氏

環境配慮設計製品・プロセス認定リスト
社名 名　　称 用　途／特　徴

TCL

PET樹脂（重金属フリー） ボトル用（Sb→Ge）
PC樹脂（ケミカルリサイクル） シート廃材利用
PC樹脂（マテリアルリサイク
ル）

PC-COM（ヘッドランプレンズ、ノートパソコン、LBPおよび
複写機の光学箱製造）

PC樹脂成形板 N700系新幹線窓板（ガラス代替、熱線吸収、UV吸収）

非ハロゲン系難燃PC
PC-COM（電磁波シールド用：ノートパソコン、液晶プロジェ
クター、デジタルカメラ／ゲーム機、リアプロTV光学部品）

TFJ

エコペットプラス® ケミカルリサイクル
ピュリティー® 重金属フリーPET
エコペット®原着 土木用資材（ボトルユニット、フィルターユニット・エコグリーン）
エルク® PET100％繊維クッション材
エコペット®SF ユニフォーム、日用品（水切り袋、ワイパー）など
PET生産プロセス PETリサイクル（DMTまで）

TTP

パラアラミド繊維 耐震補強工法（軽量化・取扱い性向上）
パラアラミド繊維 盛土補強アデム（ライフサイクル延長）
パラアラミド繊維 自動車用ブレーキ（石綿代替）
パラアラミド繊維 自動車用ベルト補強（軽量化・減容化）
メタアラミド繊維 パッキン（石綿代替）

ＴＤＦＪ 飲料缶用ラミネート 塗装代替（塗装・洗浄・乾燥工程の省略）

TPM
ハイサンソ®2U 省エネ型　酸素濃縮装置（質量バランス、消費電力、軽量化）
オートセット™C 自動圧調整型CPAP装置（小型軽量）

TTJ
耐炎繊維（パイロメックス®） 航空機ブレーキ用途（軽量化、高性能化）
炭素繊維（テナックス®） 風力発電、航空機、圧力容器用途（軽量化、高性能化）

TCL：帝人化成（株）、TFJ：帝人ファイバー（株）、TTP：帝人テクノプロダクツ（株）、TDFJ：帝人デュポンフィルム
（株）、TPM：帝人ファーマ（株）、TTJ：東邦テナックス（株）
PET：ポリエステル、PC：ポリカーボネート、PC-COM：PCコンパウンドのそれぞれ略称です。

※1： より少ない製造段階の環境負荷でより多くの社会的価値を達成するための指標で、［対象製品の（売上高／製造時環境負荷）］／［基準製品の（売上高／製造時
環境負荷）］で表わすもの。
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環境ビジネスの広がり
帝人グループの環境経営3本柱の3つめは「環境ビジネスの強化」です。

帝人グループがこれまで培ってきた技術を駆使して、CO2削減に貢献するような環境ビジネスや水処理ビジネス、

環境負荷モニタリングなど、環境に配慮したビジネスを生み出しています。

これまでの基準 環境経営宣言を受けて設定した対象カテゴリー

1. 従来の製品に比べ、製造時におけるエネ
ルギー消費が少ない

2. 製品の使用時において省エネルギー効果
が得られる

3. 従来の製品に比べ、耐久性がある
4. 使用後にリユース、リサイクルがしやすい
5. リユース、リサイクル素材を使用している
6. 環境負荷物質等の代替
7. 製造時に環境負荷物質等の排出を削減
8. 使用時に環境負荷物質等の排出を削減
9. 使用後に環境負荷物質等の排出を削減
10. 環境浄化機能
11. その他

・車両・航空機軽量化
・バイオプラスチック
・リサイクル
・水処理
・新エネルギー
・省エネルギー
・環境負荷物質代替
・プロセスの環境負荷軽減
・汚染物質分離回収
・環境分析・コンサルティング・エンジニアリング
・緑化・自然保護／保全

対象事業選択基準の具体化

車両・航空機の燃費向上への貢献

帝人グループの炭素繊維やポリカーボ

ネート樹脂は、従来素材よりも軽くて強い

特徴を活かし、自動車や航空機などの軽

量化を実現します。そのため、燃費性能の

向上とともに、CO2削減に貢献する素材と

して注目されています。

炭素繊維は、エアバス社の「A380」の

ビーム（けた材）などに使用されています

（→P6）。また、ポリカーボネート樹脂は新

幹線の窓などに採用されています。これら

の素材を自動車・航空機の車体に使用する

際には、安全基準を満たすため、複雑な構

造計算などが必要です。そのため、帝人グ

ループでは、2008年に帝人複合材料開発

センターを設置。ただ単に素材を提供する

だけではなく、さまざまな用途やニーズに

CO2削減に貢献する環境ビジネス

帝人グループは、1997年に環境配慮製

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を市場

に提供してきました。

また、2006年からの中期計画では、帝

人グループ全体の「4つの注力市場」のひ

とつとして環境・エネルギー分野を設定

し、高分子化学技術・ソリューション技術を

活かした事業活動を通じて、地球環境の

改善に貢献する環境ビジネスを展開して

きました。

さらに、2007年12月に発表した環境経

営宣言で、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

たことを受け、2008年度に、これまでの環

境ビジネス選定基準をより具体化し、対象

カテゴリーを設定しました。

多岐にわたる帝人グループの環境ビジ

ネスのなかでも、地球温暖化対策への関

心の高まりや、世界の水不足・生活用水汚

染の深刻化を受けて、CO2削減に貢献す

帝人グループの環境ビジネス
る商品や、水循環をめざした水処理技術

の開発など、これらの問題解決に貢献する

技術開発や事業展開を加速しています。

対応して、最適な機能を提供できるよう、

素材の組み合わせや構造を研究開発・提案

しています。

素材のリサイクル化

1990年代半ばから、増大するPETボト

ルなどの廃棄物問題への対応として、PET

ボトルからのリサイクル繊維「エコペット」

の販売をスタートしました。現在では、ポリ

エステル製品を何度でも再生できるリサ

イクルシステム「エコサークル」も参加企

業が拡大しています（→P7）。これらのリ

サイクル素材やシステムによって、CO2削

減にも貢献しています。

CO2削減に貢献する素材

燃費向上に貢献する素材

バイオ／リサイクル素材

●ポリカーボネート樹脂
●炭素繊維

●バイオプラスチック
●リサイクルポリエステル素材

炭素繊維、ポリカーボネート樹脂やバイオプラス
チックなど、帝人グループの素材をほぼ100％使
用したコンセプトカー「PU_PA」。

炭素繊維を機体の多くの部分に使用したエアバ
ス社の「A380」。 ©AIRBUS
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帝人グループの水処理事業がめざすの

グループ会社の帝人エコ・サイエンス

（株）では、環境調査・環境負荷物質の測

定分析業務と環境コンサルタント業務を

行っています。

測定分析業務ではとくにダイオキシン

類・環境ホルモン類測定分析、土壌・地下水

汚染状況調査などなどが対象です。また

環境コンサルタント業務は、土壌汚染に対

する対策、河川環境の保全と改善、循環型

社会創造などに貢献しています。

帝人エコ・サイエンス（株）は1972年、帝

人（株）の社内組織として環境相談分析セ

ンターとして発足したものですが、1993

年に法人化し、グループ内外にサービスを

提供しています。

水循環をめざした
環境にやさしい水処理技術

環境負荷調査・モニタリング

素材のバイオ化

帝人グループでは、植物由来原料を使

用することにより、CO2削減に貢献するバ

イオプラスチックの研究開発もすすめて

います。

バイオプラスチックの中でも高い耐

熱性が特徴の「バイオフロント」は、マツダ

（株）とともに自動車用シートファブリック

を開発したほか、自動車部品やOA機器部

品など、さまざまな用途開発がすすんでい

ます。将来的には、植物原料を非可食化す

るなど、さらに環境に配慮したバイオプラ

スチック製品を創出するべく、検討をすす

めています。

「ELCAT」（電解触媒
式処理装置）※1

「HiPOx」（過酸化水
素添加多段式オゾン
処理装置）※2

炭素繊維浄化材

水処理・分析に関する専門技術
●迅速・正確な水質分析
●共同研究・学会・論文発表
●汚染拡散シミュレーション
●水処理コンサルテーション

高度処理

「MSABP」（多段式
生物処理装置）※1

生物処理

※1：Aquarius社導入品　※2：APT社導入品

高品質・低コストで
省CO2型の水処理技術を提供

帝人の水事業コンセプト・技術

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。主力商品である生物

処理装置「MSABP」は、特殊な微生物担

持体を用い、曝気槽を多段化した画期的

な水処理技術で、余剰汚泥発生やエネル

ギー消費が少ないのが特徴です。また、帝

人グループの炭素繊維を用いて、環境水

や一般排水の浄化にも着手しています。

今後は、これらの技術や装置を組み合わ

せることにより、水の再生・循環システムを

つくり上げていきます。

分析業務をする社員

エコプロダクツ展2008出展

エコプロダクツ展2008にて、「車両・航空

機の燃費向上」「リサイクル技術」「バイオ

技術」「水処理技術」など、帝人グループの

技術を体感する展示を行いました。来場

いただいた方からは、「エコの未来を感じ

た」「日常でこんなにエコしている帝人は

すてきだと思った」など、うれしいご意見が

寄せられました。また、ブースのゼロエミッ

ションをめざした取り組みが評価され、環

境配慮ブースにノミネートされました。

エコプロダクツ展内の帝人グループブース

Topics
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地域の皆様の安心と社員の安全、健康のために
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。

主要工場では、防災専門チームの支援を受け、防災管理のレベルアップに励むとともに、

地域とのコミュニケーションにも取り組んでいます。

防災管理

帝人グループは、爆発・火災、危険物・有

害物の漏洩・流出等の事故の未然防止、被

害拡大防止のため、防災管理の強化に取り

組んでいます。グループ共通の防災に関す

るガイドラインを整備して、防災診断、地震

対策、火災予防などの未然防止対策、防災

教育、防災訓練、防火設備強化などの拡大

防止対策を積極的に推進しています。

これらの活動の成果により、2008年は

国内、海外ともに火災事故をゼロにするこ

とができましたが、残念ながら1件の漏洩

事故を発生させてしまいました。2008年3

月、帝人三原事業所でバルブ破損により蒸

気が噴出したもので、噴出時に発生した蒸

防災対策
気の騒音により市や地域の住民の方に大

変ご迷惑をおかけしました。帝人グループ

では、この事故を真摯に反省し、再発防止

対策を実施するとともに、グループ内への

水平展開を図りました。

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す。

海外を含め、高圧ガスや危険物を多量に

取り扱う27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。2008年度は4プラントが診

断を実施し、防災管理体制のさらなる強化

を図りました。

また、危険物貯蔵所、可燃物置場、ボイ

ラーなどの小規模な火災危険場所を対象

としたミニ防災診断を17事業所で実施。

防災診断対象プラントに比べてリスクの

低い事業所や小規模事業所の防火管理強

化も行っています。

防災管理技術教育

化学プラント、自家発電プラントの管理

者を対象に、防災管理技術教育を実施しま

した。これは、知識と現場力を兼ね備えた

管理者の育成を目的に、2007年にスター

トさせたもので、第2回目にあたる2008

年は、18名が修了しました。

教育内容は、防災に関する運転技術、設

備技術、体感訓練など多岐にわたり、講義

だけでなく、防災に関して徹底的に討議す

る場も設けています。

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

（年）
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1
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（件）■爆発・火災事故　■漏えい・流出、その他

1 1 1 1

2

1
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5

重大事故発生件数の推移 防災診断による防災対策PDCAフロー

三原事業所の防災訓練 防災診断報告会 防災管理技術教育の体感訓練
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帝人グループは、地域へのESH活動に

ついての説明責任を果たすとともに、「よ

り開かれた事業所」として親しまれる存

在となることをめざし、地域とのコミュニ

ケーションに取り組んでいます。

地域リスクコミュニケーション

地震対策

大規模地震による被害を最小化するた

めに、各種の地震対策をすすめています。

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38棟のうち、37棟の耐震補強改

修・撤去を完了しました。残りの1棟につい

ても対策を計画中です。

また、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21棟

追加し、耐震診断を実施しています。今後、

耐震補強改修・撤去等の対策を計画的に

すすめていきます。

防火対策

火災の早期発見、早期処置を目的に「建

物の防火対策ガイドライン」を制定しまし

た。延焼リスクの高い建物を調査し、必要

に応じて防消火設備を計画的に整備する

などのリスク低減を図ることを定めたもの

で、国内のグループ会社を対象に、ガイド

（年度）
04 05 06

20

15

10

5

0

（件） ■防災診断　■ミニ防災診断

4

9

44

9

17

2

5

07 08

2
4

防災診断実施プラント数の推移

三原事業所、化成三原合同での説明会 説明会後の工場見学

耐震検査説明に聞き入る参加者

帝人グループ防災専門チームの活動

帝人グループ防災専門チーム（TCAP※）

は、帝人グループの防災力向上のために、

グループ内の化学プラント、自家発電プラ

ントの防災活動を専門的な立場で支援して

います。

2008年は、防災診断、防災管理技術の支

援のほか、設備の簡易的な耐震検査を5工

場で実施しました。耐震診断の専門家による

検査をするとともに、工場管理者に対し、どう

いった観点で検査、対策を実施すればよい

かを指導しました。工場では、この検査結果、

指導内容を活かして耐震に関する設備およ

び管理のレベルアップを図っています。

※ Te i j i n  g roup  Chem ica l  Acc iden t 
Prevention specialist team

※ ミニ防災診断は2007年試行、2008年より本格
実施

Topics

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管理の状況を説明、

また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、2008年度は

3月に三原地区、徳山地区等において各々

工場見学を含め、説明会を開催しました。

ラインに沿った活動をすすめていきます。

また、火災事故の撲滅を目的に11月10

日を「帝人グループ防火の日」に設定し、

定期防火点検などの共通活動や各グルー

プ会社での独自活動を展開しました。
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（年）
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休業災害度数率

労働安全への取り組み

帝人グループは、2005年に策定した

中期計画において、休業災害度数率を、

2007年以降、0.3以下に維持する目標を

設定しました。2007年は、この目標を達成

することができませんでしたが、2008年

の休業災害度数率は、0.25となり、過去5

年間で初めて、0.3以下にすることができ

ました。また、国内の休業災害強度率は、

0.005となり、2007年の国内の製造業平

均値0.1以下を維持・継続しています。

帝人グループでは、労働災害の発生を

防止するため、労働安全衛生マネジメント

システムOHSAS18001の適合証明取得

による作業リスクの低減、安全活動3本柱

の推進による労働災害の未然防止、労働

災害情報の共有化と水平展開による再発

防止を図っています。今後もさらにこの活

動をブラッシュアップしながら、重大労働

災害の撲滅と休業災害度数率の低減をめ

ざします。

労働安全対策
OHSAS18001によるリスク低減

帝人グループでは、製造・加工の事業所

を対象に、労働安全衛生マネジメントシ

ステムOHSAS18001の適合証明を取

得することを努力目標として位置づけ、こ

のしくみにより、作業リスクを低減してい

ます。2009年3月現在で、国内34事業所・

工場、海外8事業所・工場、合計42事業所・

工場が取得を完了しました。これは、対象

とされる事業所の73％（国内79％、海外

57％）が取得したことになります。

安全活動3本柱の推進

労働災害を未然に防止する手段として、

帝人グループでは、5S活動（整理・整頓・清

掃・清潔・躾）、ヒヤリハット活動、安全巡視を

安全活動3本柱として位置づけています。

5Sの推進状況、ヒヤリハット情報、安全

巡視により得た情報を安全対策につなげ

るとともに、コミュニケーションや安全に

対する感性の向上を図っています。

労働災害情報の共有化と再発防止

帝人グループ内で発生した休業災害の

情報は、グループ内にすべて公開するとと

もに、他の事業所の参考となる教訓を提示

し、同種の災害および類似災害の再発防

止に役立てています。重要な労働災害に

ついては、グループ内への水平展開を図

ることとしていますが、2008年は該当す

る労働災害はありませんでした。

労災低減アクションプラン活動の推進

2007年に労働災害が多発したため、

2008年は、安全管理を改善すべき事業所

として7つの事業所を指定しました。該当

事業所は労災低減アクションプランを策

定、活動状況を定期的にチェックし、安全レ

ベルの向上を図りました。

特定の事業所を指定して安全を強化す

る活動は、2009年から「帝人グループセイ

フティレベルアップ活動」と名前を変え、今

後も継続していきます。

休業災害度数率を2007年に

0.3以下とし、維持する。

中期目標

タイでのＥＳＨ研修会

呉興業の体験学習 ワッペンを着けた新和合繊の安全強化活動

東邦テナックス徳島の危険予知活動
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生活習慣病（メタボリックシンドローム）予

防の推進

2008年4月に特定健診・特定保健指導

が義務化されました。これに伴い、全社員

を対象に、帝人グループ健康保険組合と

連携して2008年度健診結果に基づく「動

機づけ支援」「積極的支援」該当者に対す

る保健指導を行いました。

指導は、主として本社および事業所の産

業保健スタッフが、対象者に集団指導また

は個別指導を実施後、改善支援や状況確

認をEメールなどで半年間フォローする形

で行いました。

2009年度以降も引き続きこの取り組

みを継続し、生活習慣病の疾病リスクの低

減を図っていきます。

メンタルヘルスケアの増進

帝人グループでは、2003年から毎年2

～3月をメンタルヘルス強調月間として、

集中的に活動を行っています。強調月間で

は、社員全員に「グループ・メンタルヘルス

管理指針」の再確認を促すとともに、職場

単位ごとの仕事のストレス判定※を実施。

職場における健康リスクの確認と、高リス

ク職場の改善対策をすすめ、メンタルヘル

ス発症予防を図っています。

また、メンタルヘルスに対する認識向上

のため、診療所の医師やEAP（Employee 

Assistance Program、従業員援助プログ

ラム）機関の講師によるメンタルヘルス研

修会を定期的に開催しています。2008年

度は、東京本社では8月、2009年1月に開

催し計181人が参加、大阪本社では11月

に開催し119人が参加しました。この研修

会は、グループ会社、事業所などでも必要

に応じて開催しています。

このようにメンタルヘルスケアを行って

いますが、開発部署などではメンタルヘル

ス不全による長期休業者の発生が多い状

況にあります。今後は、当該部署において

発症予防とスムーズな職場復帰施策など

を重点的にすすめていきます。

さらに、これらに加え2009年4月、帝人

クリエイティブスタッフ（株）総務部に健康

管理室を設置しました。生活習慣病予防や

メンタルヘルスを含めた、グループにおけ

る健康管理、健康増進をより充実させて

進めていきます。

石綿問題への取り組み

社会問題として石綿の健康被害がク

ローズアップされた2005年以降、石綿除

去をすすめるとともに、暴露防止基準や

OB社員を含む社員の健康診断基準を策

定し、取り組んでいます。

現状、現役社員の健康被害はありませ

ん。しかし、OB社員については、2006年

度7名、2007年度4名、2008年度は1名

と、減少していますが新規労災認定者がい

るほか、健康診断における有所見者も存在

します。そのため、2005年度から3年間継

続していたOB社員の石綿健康診断期間

をさらに3年間延長、2011年末まで継続し

ます。

石綿除去および暴露防止措置は、健康

被害リスクの高い飛散性石綿の処置は

2007年度末、準飛散性の石綿の処置は

2008年度末を目標にすすめてきました。

2009年度は各所の対策措置状況の確認

を行う予定です。

ナノ材料による障害防止

2008年2月、「ナノマテリアル製造・取扱

い作業現場における当面の暴露防止のた

めの予防的対応について」の厚生労働省

通達が発行されました。これを受け、2008

年7月にはグループ基準として「ナノ材料

製造・取扱い作業による健康障害ガイドラ

イン」を制定、社員へと通知し、運用を開始

しました。ガイドラインでは、ナノ材料の定

義を明確にするとともに、設備面、作業面

の遵守事項のほか、保護具や作業場所、健

康管理、教育などの内容について策定し

ています。将来にむけて、確実な障害防止

対応を取れるよう取り組んでいます。

健康衛生対策

ストレス判定※実施結果

実施年度 回答者数（人）
健康リスク（低い方が良い）

仕事リスク 支援リスク 総合リスク
2005 6,945 105 100 105
2006 6,113 105 99 103
2007 8,563 105 99 103
2008 9,247 101 97 97

※： 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。
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環境・安全報告　環境・安全マネジメントデータ

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
ISO14001やエコアクション21に基づくEMSを構築して継続的改善を推進するほか、

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。
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環境、防災・安全、健康に関する投資額の推移 環境、防災・安全、健康に関する費用額の推移

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・安全会計

環境投資額は国内の資源循環の投資は増加した
ものの、国内外の公害防止および地球環境保全に
関わる投資の減少により2007年度対比17％減少
の25億円となりました。防災・安全、健康に関わる
投資額は20億円で前年度とほぼ同等でした。

環境に関わる費用は、公害防止や資源循環の費用
は増えましたが、研究開発費の減少により126億円
と前年度とほぼ同様となりました。防災・安全、健康
に関わる費用は国内の労働安全対策に関わる費用
の増加により29億円となり、前年度対比21％の増
加となりました。

2008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 主な取り組みの内容 投資額 費用額 金額効果※1 物量効果

環
　
境

事業エリア
内コスト

公害防止
コスト

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

7.23 30.15 0.12
・ 化学物質の環境排出量削減（→P29）・SOx排
出量、COD負荷量の管理（→P29）など

地球環境保
全コスト

地球温暖化防止および省エネルギー対策など 10.60 8.03 3.31
・ 地球温暖化対策、省エネルギー推進など
（→P27-28）

資源循環
コスト

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

4.86 36.46 10.25
・ 非有効活用廃棄物の削減（→P30）・土壌・地下
水汚染調査、浄化費用（→P30）

製品サービスコスト 使用済製品のリサイクル推進に必要な対策など 0.00 2.31 8.55 －

管理活動コスト
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

－ 7.78 － －

研究・開発コスト 環境保全技術・製品の研究・開発などの費用 2.77 31.35 － －

社会活動コスト
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

－ 9.32 － －

環境損傷コスト
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

－ 0.26 － ・土壌・地下水汚染調査、浄化費用（→P30）

計 25.46 125.67 22.24 －
項　目 主な取り組みの内容 投資額 費用額 金額効果 物量効果

防
災・安
全
、健
康
※
2

労働安全対策コスト 労働安全確保のための対策 5.97 10.62 － ・労働災害の発生状況（→P37）
作業環境対策コスト 換気､照明、環境測定など作業環境の維持・改善対策 5.56 1.43 － －
健康対策コスト 健康診断など健康の維持・増進対策 0.54 4.14 － －

防災対策コスト
建物の耐震調査、防消火システムの維持・向上などの
対策

7.44 4.94 －
 ・防災活動状況（爆発・火災発生防止対策など）
（→P35-36）

研究・開発コスト 安全・防災に必要な設備システムの研究・開発 0.00 0.18 － －

管理活動コスト
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

－ 8.09 － －

計 19.51 29.39 0.00 －

※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（→P35）」に記載しています。
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ISO14001認証取得状況（赤文字：2008年度に新たに取得）

ESH報告対象範囲（工場・事業所）

OHSAS18001適合証明取得状況

ISO9001・ISO13485認証取得状況（赤文字：2008年度に新たに取得）

帝人グループでは、自主的な環境保全

活動のレベルアップと継続的改善のため、

各社ごとに環境マネジメントシステムを

構築・運用しています。事業所・工場ごとに

ISO14001や環境省のエコアクション21

（海外において同等の認証がある場合は

該当認証制度）に基づくEMSを構築し、継

続的改善をすすめています。

マネジメントシステム認証の取得

●国内（28社48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、関西、淀屋橋、西本町、新横浜、
霞ヶ関、赤坂）、インフォコム東日本（新横浜）、インフォコム西日本（松山）、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（14社17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）、Teijin 
Polycarbonate China　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

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：Teij in 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

アラミド繊維
国内：帝人テクノプロダクツ、帝人コードレ
海外：Teijin Aramid

炭素繊維
国内：東邦テナックス、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
海外：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：T E I J I N  P O LY C A R B O N A T E 
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、岩国工繊、重合第1、重合第2、松山原料、徳山原料重合）、帝人テディー第1工
場、帝人テクロス、帝人加工糸、帝人ネステックス、帝人モノフィラメント、ユニオンタイヤコード、ユニセル、
尾張整染、和興、帝人テクノプロダクツ（コーネックス、テクノーラ）、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（技術生産部門、コンポジット事業部、炭素繊維営業部門）、東邦
化工建設（三原、徳島）、東邦機械工業、帝人デュポンフィルム（岐阜、宇都宮、KF、茨城）、フィルム加工、帝
人化成（松山、三原、プラスチックステクニカルセンター、TF、LCD材料）、広島プラスチック、テイヨー、錦海
化学、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、インフォコム東日
本、インフォコム西日本、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）
●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　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2009年5月現在のものです。
※ 社名の（株）、Limited、Co.,Ltd.、Ltd.、Inc.、

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

コンプライアンスとリスクマネジメントのさらなる推進
コンプライアンスとリスクマネジメントは内部統制の両輪として、

コーポレート・ガバナンスを支えています。帝人グループでは、いかなる状況でも

事業の継続を可能にするため、事業継続計画に取り組んでいます。

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、社会規範なら
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サイクル企業倫理とリスクマネジメントの位置づけ

企業倫理・コンプライアンス活動

帝人グループの「企業行動規範」、「企業

行動基準」は、それぞれ2006年、2007年

の改定により最近のCSRとしての社会的

要請まで盛り込んでいます。さらに「企業

行動基準」については、2006年以降、海外

の主要グループ会社がそれぞれ米国版、

EU版、中国版、タイ版、インドネシア版を

策定しています。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。

2008年10月の企業倫理月間では、日

本語だけでなく英語、中国語、タイ語、イン

ドネシア語で、CEOからのメッセージと企

業倫理月間告知ポスターを作成して国内

外グループ会社に配布し、各社が職場ごと

の全員研修に取り組みました。

コンプライアンスe-ラーニング

2004年以来、毎年、未受講の管理職・中

堅社員層の指名者などを主な対象にコン

プライアンスe-ラーニングを実施してい

ます。2008年は、その教材の一部を圧縮

したミニコースも提供し、受講層をひろげ

ました。

帝人グループでは、コンプライアンスと

リスクマネジメントはコーポレート・ガバナ

ンスを支える内部統制の柱であると位置

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。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、リスク制御のしくみ

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。2008年度のCRM活動調査票は国内

グループ会社77社中63社、海外グループ

会社64社中30社から提出がありました。

2008年にCEOおよびCSROに報告さ

れたグループ内の主要な事件・事故につい

て、重大なものはありませんでした。ただ

し、社内的にとくに問題視した違反行為と

して、社員が業績を過大に見せようとして

行った経理上の違反が2件ありました。い

ずれも国内で起きたもので、人事処分と再

発防止策を実施しました。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
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Corporate Ethics Opinion Box
（社内英語版イントラ、海外）

企業倫理意見箱
社内イントラ（Eメール、電話、手紙）

コンプライアンス・ホットライン
外部法律事務所（Eメール、電話）

セクハラ・ホットライン
外部機関（Eメール、電話）

社外通報受付窓口
インターネットHP

グ
ル
ー
プ
役
員
・
社
員

C
S
R
O
、
C
S
R
企
画
室
長

社外
取引先

CSR企画室
担当者

匿名可

匿名可

匿名可

匿名可

実名

帝人グループのホットライン

セクハラ危険度チェッククイズ

2003年度以来、セクシュアル・ハラスメ

ントまたはパワー・ハラスメントに関して社

員個人がゲーム感覚で回答できる「危険

度チェッククイズ」をイントラネットに掲示

しています。2008年は、ジェンダーバイア

ス（男らしさ、女らしさに関する偏向・偏見）

度のチェッククイズとした結果、約2,700

名の参加がありました。

企業倫理ハンドブック全員記名アンケート

企業行動規範・企業行動基準への関心・

理解をより一層浸透・徹底させるために、

昨年に引き続き2008年10月より2カ月間、

「企業倫理ハンドブック全員記名アンケー

ト」を実施しました。今回は国内グループ

会社59社の役員・正社員・非正規社員（合

計14,300名弱）を対象として実施し、合計

約10,300名の回答を得ました（回答率約

72％）。

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、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。

2008年度は約1,350人（嘱託・パート社

員含む）に依頼し、約950人の回答を得ま

した（回答率約70％）。

計52件

パワーハラスメント
15件

社内・社員の秩序
（公私のけじめ等）

12件

その他 6件

　　　　環境･安全・健康 4件
　　　不正取引・経費等不正請求 3件
　　個人情報保護 3件
　労働コンプライアンス 3件
セクシュアルハラスメント 2件

人事・
労務管理 4件

2008年度の社内・社外からの相談・通報内容

■社会の規範だ　■よい方だ　■世間並みだ
■やや問題　■欠如している
（年）

2006

2007

2008
（％）

0 20 40 60 80 100

質問　 帝人グループの倫理意識をどう思いますか

帝人グループ企業倫理月間ポスターと大八木社長

相談・通報制度（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

年にイントラネットおよび外部委託機関に

窓口を設けて開始しました。利用できる社

員は、正社員、非正規社員を含みます。さ

らに、2006年には社外取引先向け窓口を

ウェブサイトに設けています。

ホットラインは相談・通報者保護に十分配

慮し、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→P23）にも

報告され、トップマネジメントが対処します。

また、教育的見地から、社員からの相談・通

報について、個人のプライバシーを守りつ

つ、その内容と会社対応の概要を、半期ご

とに社内に情報開示しています。

2008年度は社員・社外からの相談･通

報が52件（50人）ありました。通報件数は

開始時より年々増えています。
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リスクマネジメント活動

事業継続計画（BCP）の進捗

海外の企業倫理活動

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て着実に推進して

います。

海外グループ会社でのコンプライアン

スとリスクマネジメントの両活動を推進す

るため、米国、欧州、中国、タイ、インドネシ

アで、毎年コンプライアンス・リスクマネジ

メント会議を開催しています。

2008年度は、英語版のケースメソッド

を使った教育も導入しました。

米国のグループ会社の一部では、米国

版の企業倫理ハンドブックについて、国内

に準じた内容の社員アンケートを初めて

実施しました。

帝人グループでは、2003年度より

COSO※のガイドラインに準じ、リスクの

洗い出し、頻度と影響度によるリスク評価、

リスクの予防と制御、危機対応訓練などリ

スク管理を強化してきました。2008年度

も海外現地社員に対するヒートマップ（リ

スク管理表）作成の研修会を開催するな

ど、国内外の全グループ社員を対象に教

育を実施しました（→P43下グラフ）。

を受けても、事業が継続、または早期復旧

することをめざしています。

経営中枢機能BCPの実践

帝人グループでは、経営中枢機能

（CEO以下のトップマネジメント機能）の

BCPを2006年度に策定し、以降訓練を重

ね、見直しを行ってきました。2008年度は

初動対応訓練に加え、経営陣による意思

決定訓練も行い、被災直後の対応から長

期化した場合における課題の抽出を行い

ました。

初動対応訓練では、首都圏直下の大規

模地震を想定し、東京・大阪本社で対策本

部を立ち上げ、ブロック隊による安否確

認・報告等を行いました。あわせて、衛星

電話やWEB会議システムを使用した通

信訓練や、「エマージェンシーコール」の

通報訓練も実施しました。また2008年度

より、京阪神直下の大規模地震を想定し

た大阪本社主体の地震訓練も実施してい

ます。

意思決定訓練では、被災直後から1週間

の間で起こりうる経営課題に対し、経営陣

が限られた時間の中で意思決定を行うこ

とにより、事前準備事項や東京・大阪本社

の対策本部が担う役割を再確認すること

ができました。

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

東京本社地震訓練（初動対応）

海外グループ社員への啓発（中国・上海）

（年度）
03 04 05 06 07 08
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1,000

0

10,000

8,000
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2,000

0

（件） （人）

■リスク洗い出し件数　 リスクマネジメント教育実施人数

3,229

1,050

3,514

2,710

3,796

4,662

3,698

7,407
7,783

3,724

9,419

3,990
3,229

1,050

3,514

2,710

3,796

4,662

3,698

7,407
7,783

3,724

9,419

3,990

リスク洗い出し件数とリスクマネジメント教育実施人数

※ 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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事業グループへのBCP展開

2008年度は、各事業グループへのBCP

展開に先立ち、パイロット事業グループの

BCPを策定し、この導入手順をもとにガイ

ドラインを作成しました。

BCPの策定においては、事業分析や地

震リスク評価から、事業継続を左右する経

営資源を特定し、そのリスク対応状況によ

り復旧目標を設定して、実践するためのア

クションプランを作成しています。

「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、

→P6）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。

帝人グループではEMCを2005年度に

導入していますが、2007年度に、国内全

従業員を対象にするための拡大EMCを構

築しました。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

の低減も実現しました。2008年度は、東

京・大阪本社地区社員3,000人の登録を

皮切りに、国内社員10,000人の登録が完

了しました。グループ全体の緊急通報から

24時間以内の安否報告率はまだ85％で

すが、今後訓練を重ね緊急体制を強化し

ていきます。

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ウ

イルス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。

2008年度は、感染リスクの高い地域

での実効性を高めるために、情勢の変化

や新たな情報・政府ガイドラインに基づき、

「対応マニュアル」を改訂しています。

さらに、特に感染リスクの高い地域で備

えをすすめる「詳細ガイドライン」を制定

し、海外グループ社員への啓発を行ってい

ます。「詳細ガイドライン」では、現地対策本

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と個人情報保

護を推進しています。各社の自主的な活

動に加え、グループ全体の管理レベルの

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。2008年度はサー

バー設置済みのコンピュータ室を有して

いるグループ会社18社に対し自己点検を

要請。うち3社に対し重点的に監査を実施

しました。

また、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個人情

報保護監査を実施するなど、継続的な取り

組みを行っています。社員にはe-ラーニン

グによる情報セキュリティ教育、新規ID取

得者には、継続的な導入教育を実施して

います。

さらに、2008年度は社員個人がブログ

などで自社や取引先企業のセンシティブ

情報を不用意に漏洩してしまうことのない

よう、通達し、注意を喚起しました。

情報セキュリティ・個人情報保護活動

BCPガイドライン 鳥インフルエンザ詳細ガイドライン

部、出向社員、現地社員、出張者を対象に、

新型インフルエンザ発生直前・直後の対応

と、事前準備事項が具体的に示されてお

り、感染リスクの高い地域では、既にマスク

等の備蓄や検温体制の構築、事業継続の

ための事前対策が行われています。
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品質保証と顧客満足の向上をめざして
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。

「PL・品質保証」の取り組みを改善し続けるとともに、お客様の満足度向上のため、

グループ会社での取り組みも積極的に展開しています。

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（統轄管理責任者）
委員長代行
各委員
事務局

9事業グループ
個別管理会社

製品群

事業グループPL・品質保証体系

CEO

事業グループ長

統轄管理責任者

管理責任者

PL・品質保証単位系

CSRO 帝人 環境・安全室

専門部会
環境配慮設計

見直し管理
責任者統轄管理責任者

事業PL・
品質保証委員会

PL・品質保証単位系
事業グループ

内部
監査

情報
収集

監査

企画

研究
開発

設計

生産

販売

環境

顧客市場

法令

製品のおかれている環境

Action

Plan

Do

Check

帝人グループPL・品質保証活動体系 PL・品質保証単位系のPDCAサイクル

弱点を洗い出し、改善のPDCAサイクルを

を続けています。

PL・品質保証単位系活動の定着化

PL・品質保証単位系の運用によって、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

応を実現します。具体的には、国内外のグ

ループ会社の定着状況をレビューし、有効

的な指導・監査を行います。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ます。

2008年度に、PL・品質保証単位系の構

築対象となる全ての製品群についての構

築が完了しましたが、さらなる改善をすす

めます。

クレームへの対応

2008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

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※1・品質保証規程」に基づい

て実施しています。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ます。

監査により事業グループの活動を検証し、

アクションに結び付けるとともに、必要な

場合は事業グループに対する勧告・指導を

行います。これらの諸活動により、多様化

する社会環境にも迅速に対応し、より安全

な製品をお客様に使用していただけるよ

うにします。

※1 PL：Product Liability（製造物責任）

PL･品質保証単位系

PL・品質保証単位系とは、顧客満足度の

向上と、製品の欠陥発生の予防・万一発生

した場合における適切な対応を行うため

の、帝人グループ独自のしくみです。各事

業グループの製品群ごとに構築されてお

り、研究開発から販売まで製品のライフサ

イクルの観点で一体的に運用しています。

ISOによる品質マネジメントシステムの

領域も網羅し、お客様への対応、製品の安

全性などPL・品質保証の観点が盛り込ま

れています。よって単位系を構築・運用す

ることで、品質管理のみならず、品質保証

体制を充実させると同時に、監査によって

品質保証マネジメント
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
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帝人では、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、欧州新化学物質規制（REACH規則）

に対応してきました。その結果、継続して

欧州に化学物質を輸出するための予備登

録期間内（2008年6月1日～12月1日）に、

計画通り「予備登録」を終えることができ

ました。

引き続きREACH規則をはじめとした国

内外の化学物質規制への対応を通じて、

サプライチェーンを含めた化学物質情報

管理体制の構築を推進し、お客様への積

極的な情報提供に注力していきます。あ

わせて、お客様からのご意見等を製品へ

反映する仕組みや適正なMSDS※2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。

※2  MSDS：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。

欧州新化学物質規制（REACH規
則）への対応

て、PLクレーム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、引き続き減少傾向にはあるものの7件

ありました。いずれも真摯にとらえ、再発

防止のための対策をすすめます。なお、重

大品質クレームの報告時期が適切でない

案件もあることから、引き続き報告制度の

定着をすすめます。

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」を運用しています。

比較的容易に評価のできるアセスメント

手法を追加するなど、制度の定着を図って

います。2008年度は、既に市場に出てい

る製品の再評価を含め、559件の実績が

ありました。

PL・品質保証監査

2005年度より、 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、監査による活動体系の定着状況

や有効性の検証を実施しています。PL・品

質保証単位系の定着活動とすべての製品

群についての構築が完了したことにより、

事業グループ間・単位系間の格差は縮小

する傾向にあります。

昨年に引き続き特定テーマとして、帝人

グループとしての表示等に関する信頼性

確保を目的に、外部提出情報（顧客への出

荷検査データ、製品表示など）の信頼性検

証も行いました。監査範囲において問題

はありませんでしたが、今後も信頼性の向

上に努めます。

監査結果をふまえ、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

き続き取り組みます。

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・品質保証活動を行うことをめざして

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

援を事業PL・品質保証委員会とともに行っ

ています。2008年度は、ヨーロッパでの

ワークショップを開催し、単位系の構築指

導とグローバルな定着活動の支援を行い

ました。このような活動の結果、海外を含

めたすべてのグループ会社で単位系構築

1.  PL・品質保証体制のさらなる定着（現行の弱
みを点検しさらなる改善）

2.  PL・品質保証アセスメント定着による欠陥の
発生予防

3. PL・重大品質クレーム報告制度の再徹底
4. PL・品質保証監査の有効性確保　など

を完了しました。

今後も、海外グループ会社においてさら

なる定着活動をすすめていきます。
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帝人化成の顧客満足活動

グループ会社である帝人化成はポリカー

ボネート樹脂をはじめとするエンジニアリ

ングプラスチックのトップメーカーの一つ

です。その製品は自動車や車両の資材、パ

ソコンや電子機器の部品、DVD製品（光学

系ディスク）等幅広い産業で利用されてい

ます。顧客は電子機器メーカーや車両機器

メーカーとその関連成型企業です。

顧客満足度調査

ISO9001（8-4、8-2）に基づく顧客満足

度調査の定期的な実施を、販売管理規程で

制度化しています。海外も含めた全事業部

の各部課で、重要顧客10社以内に対し、最

低年1回実施。具体的には「品質」「トラブル

時の対応」「納期対応」「技術・サービス」の

各質問内容について5段階評価をしていた

だきます。

顧客のコンプレイン・クレームへの対応

帝人化成では、基本的な顧客情報をは

じめとして、顧客満足に関するあらゆる情

報を網羅している「帝人化成顧客満足デー

タベース」を世界の生産拠点と営業拠点

でネットワーク化して運営しています。この

データベースにより、問題発生に対して迅

速に対応できる体制を形成しています。

2000年にシステムを立ち上げ、2007年

からは海外事業所もリンク化。国内は生産、

研究、営業、管理に関わるほとんどの社員、

海外は現地法人社長が許可した社員がアク

セス可能です。また、重要事項はメールで

関係者に通知がいくようになっています。

このデータベースの導入により、業務に

関わる技術情報や顧客情報が全世界で共

有化できるようになりました。また、トラブル

時には過去のクレーム・コンプレイン情報の

集積から対応を把握し、迅速に顧客にフィー

ドバックすることが可能です。

この集積データの分析結果としては、コ

ンプレインやクレームのうち、帝人化成起

因の不良は数％程度であり、モルダー（成

型企業）の加工起因のものが大半です。

また、データベース活用以外にも、技術

生産統轄部が主催する品質技術連絡会に

おいて、顧客の要求水準と自社品質管理基

準の調整を行っています。そのほかにも、他

社製品を定期的にベンチマークし、自社の

品質の改善に役立てる取り組みも続けてい

ます。

グリーン調達、CSR調達

近年、主要顧客からのグリーン調達、

CSR調達に関するアンケートおよび資料請

求が多くなってきました。この要求について

も、データベースによって迅速に対応して

います。

Topics

顧客満足情報
顧客コンタクト情報・営業報告
顧客からの製品評価依頼
技術者派遣依頼とその対応
顧客からのＣＳＲアンケート依頼と回答
顧客からのグリーン購入依頼と対応
コンプレイン・クレーム情報とその対応・原因
顧客満足度調査

その他の情報
学術・研究情報
顧客基本情報
原材料メーカー品質情報
品質証明書発行内容
他社品質ベンチマーク情報

テイジンカセイ ヨーロッパ（オランダ）

帝人ポリカーボネートシンガポール
（シンガポール）

上海帝人化成（中国　上海）
帝人化成香港連絡事務所（中国　広州）

帝人化成香港（香港）

台湾帝人化成（台湾　台北）

テイジンカセイ アメリカ
（アメリカ・ジョージア州）

テイジンカセイ アメリカ ウエスト
（アメリカ ・カリフォルニア州）

顧客満足
データベース営業

生産（事業所）

研究所（研究開発）

企画・管理

帝人化成データベースのネットワーク
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社員の成長とワークライフバランスの実現に向けて
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。

社員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、

多様な制度を設け、社員が望むワークライフバランスをバックアップしています。

管
理
職

中
堅
〜
入
社

部門長

部長

課長

Stretch※2

SLP※3

SDP※4

年
間
人
事
計
画

海
外
語
学
留
学

多
面
観
察

長
期
在
籍
者
の

異
動
推
進

役
職
在
任

年
制
限能

力
開
発
、評
価

自
己
申
告

ジ
ョ
ブ
チ
ャ
レ
ン
ジ

サ
ク
セ
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン

帝人グループ・
各事業部（中核会社）

グループ
共通教育・研修制度

※5

※1

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

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

います。

グループコア人財育成制度

2003年から開始したグループコア人財

育成制度（Stretch Ⅰ、Ⅱ）では、対象を海外

を含むグループ会社に順次拡大し、グロー

バルな観点からのコア人財登録をすすめ

ています。さらにStretch候補者層の早期

育成をめざして2006年からスタートした

「私がやる！」プロジェクト

社員が自主的に参加する、組織風土改

革活動です。トップとのホンネの座談会、

五感塾、優良企業訪問、コミュニケーショ

ン研修などを自分たちの手づくりで運営。

活動開始から3年経ち、技能伝承、研究開

発、女性活躍、営業活性化、米沢創業物語

の伝承、改善、みんなで花植え、みんなで

掃除といったテーマが進行中。2008年度

は、周囲を巻き込む現場リーダーの育成

をめざし、「草の根リーダー塾」をスタート

しました。「私がやる！」プロジェクトは、他

社からも注目される活動になっています。

中長期的な課題と対応施策

人財開発

帝人グループ人事基本方針

人財マネジメントの目標
・企業理念の一つ「社員と共に成長する」の実現
・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

2008年度帝人グループ人財開発方針

1）成長の源泉は自らにある
チャレンジングな課題や高い目標を設定し、これ
に果敢に取り組むことこそが、結果として能力向
上とともに自己の成長を実感できる
2）学習する組織
所属長や上司の役割は、ひとり一人が成長する
チームとなるように目標を掲げて共有し、メン
バーの意欲を引き出し、支援すること
3）基本となるOJT

「人は責任ある仕事をすることを通じて自ら育
つ」という考え方の下、OJT（仕事を通した職場
での育成）を人財育成の基本とする
4）OJTを支える配置・ローテーション、Off-JT

（1）配置・ローテーション
計画的な配置・ローテーションを実施することを
通して、中長期的な視点からの育成（キャリア形
成）を実現する
（2）Off－JT（教育研修・自己啓発支援）
成長を促進する契機として、仕事から離れて、よ
り高い視点や広い視野形成に向けた研修を実施
する

SLP制度も、プログラム内容を「3年間の

計画的育成システム」として整備をすすめ

ました。

※1：事業継続の視点から、主要ポストの後継者を育成するプラン
※2：Strategic Executive Team Challenge 管理職向けのグループコア人財育成プログラム
※3：Strategic Leader Development Program 将来の幹部をめざす中堅社員向けリーダー育成プログラム
※4：Speciality Development Program 総合職向け営業・技術・スタッフの専門能力教育プログラム
※5： 人財のグループ内公募制度。グループ会社直属上司の許可をとらずに応募が可能で、決定すれば上司
は覆すことができない。
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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、この活動を発展

させて「ダイバーシティ推進」に取り組ん

でいます。

まず、女性だけでなく男性社員を含む

ワークライフバランスの推進に努めてい

ます。また、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、真に活躍する場を提供し、社員がそ

社員のダイバーシティ推進

健全な労使関係

社員満足度アンケートの実施

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、2008年1月より「ノー残

業デーの巡視」を続けています。2009年4

CSR企画室では、2003年以降毎年、帝

人グループ国内全社で社員満足度調査を

行っています。過去4年間の実施結果によ

ると、「社員の人格・個性の尊重」「ゆとり・豊

かさの尊重」の2項目とも、緩やかながら満

足度が向上している傾向がみられます。

「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

計画的に実施。これに自己申告制度が加わ

り、できるだけ本人の意向を尊重した配置・

異動となるように努めています。また、社内

公募制度（ジョブチャレンジ制度→P48）も

1988年にいち早く導入しており、2008年

度も8人の利用者がありました。

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。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

労働協約前文

帝人グループ（国内主要グループ会社8社）※2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

月からは、大阪本社の一部で毎月第3水曜

日は18時30分に消灯するなど、ノー残業

デーの徹底をはかっています。

■十分満足

■やや不満

「帝人グループはあなたの人格と個性を尊重していると

思いますか？」
■まずまず

■大いに不満

■どちらとも言えない
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女性管理職数の推移※1

■十分満足

■やや不満

「帝人グループはゆとりと豊かさを実現できる環境を整えて

いる」としていますが、あなたはどう思いますか？
■まずまず

■大いに不満

■どちらとも言えない

（年）
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女性管理職割合：管理職数全体に占める女性管理
職の割合。※いずれも派遣社員を含む
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の能力を最大限に活かすことができるよ

うな取り組みに注力しています。

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

用や、外国籍社員の積極的採用も実施。

障がい者採用も積極的に推進し、2009年

4月1日現在、国内グループ主要会社12

社※1で必要とされる法定雇用数164名に

対し、実際の雇用数は165名となりました

が、各社別の法定雇用数では4社が未達成

です。引き続き雇用促進に努めます。

一方、昇進や配置にあたっては、管理職

への多様な人財の積極的な任用をすすめ

ており、すべての事業領域で具体的な目標

を設定し、着実な取り組みを続けています。

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

活躍推進に対して、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、2007年度を除き、2001年以来毎年達

成しています。

また、「女性管理職3倍増計画」として、

グループ主要会社12社※1合計で女性管理

職（課長相当以上）を60人（2002年度対

比3倍）に増やす目標をたて、2007年度末

に達成、2008年度末には64名となってい

ます。2009～2011年の中期計画では、課

長以上のポジションに就任している女性管

理職数が現状の1.5倍となることをめざし

ています。

人財マネジメントのグローバル化対応

事業環境のグローバル化に対応する

ため、2009年4月より、人事部門内に「グ

ローバル人事室」を設置しています。これ

は、グローバル化に対応できる人事力強

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※2の2008年度の年次有給休暇取得率

は68％となり、昨年の65％と比べて、3ポ

イント向上しました。

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9社で在宅勤務

制度を導入しました。

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「ワークライフバランス・ハンドブック」を

順次発行していく予定で、すでにグループ

主要8社※2用の冊子は2008年5月に発行

しました。在宅勤務や再雇用制度等につい

ても、適用範囲を広げるよう努めています

（→P51）。

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
・イントラ掲載や配付物等による意識改革
・年次有給休暇取得奨励日の設定

化をミッションとするプロジェクト組織で、

ドイツのグループ会社からドイツ人の室

長を迎えました。グローバル化に対応した

人事制度や配置、人事情報の整備・活用な

どの施策立案導入、人財の確保や育成、社

員のグローバルコミュニケーション力強化

策の企画運営、リスク管理など、グローバ

ル化に対応するための人事施策全般をす

すめます。

女性エンジニアのネットワーク

帝人エンテック（株）および帝人エンジニ

アリング（株）では、特に少数派である女性

エンジニアのネットワークをつくることによ

り、キャリア意識を醸成し、働き続けるため

の知恵を共有することを目的とした「女性

の会」を、2007年度から年に2～3回開催し

ています。

2009年1月8日には、社外独立監査役の

金城清子氏（龍谷大学法科大学院教授）を

講師として講演会を開催。「誰もが活き活き

と働くために」と題した講演の後、女性エン

ジニアと男性管理職層との懇談会をもちま

した。講演会には両社の大阪在勤の管理職

がほぼ全員出席。今後の両社での女性の活

躍について考える、よい機会となりました。

Topics

※1： 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

※2： 帝人グループ主要8社、グループ会社社員数
の49％をカバー
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男性の育児休職取得促進

帝人グループでワークライフバランス

を推進するため、多数を占める男性社員

の意識改革に取り組んでいます。

帝人グループ国内12社※1が提出して

いる「次世代法に基づく行動計画」（第1期

2005～2006年度、第2期2007～2011年

度）に、短期の育休取得を促進する制度拡

充や啓発活動などを盛り込んだ結果、男性

の育休取得が、2006年度は43人、2007年

度28人、2008年度50人と増加しました。男

性の取得は短期間ではありますが、ワーク

ライフバランス意識浸透の第一歩としての

意義は大きいと評価し

ています。なお、次世代

法に基づく認定は、10

社が取得しています。

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10社でボランティア休職制

度を導入しています。2009年3月末現在、

ボランティア休職の利用者は21人です。

退職者再雇用制度

帝人グループでは社員の多様化の一環

として、定年退職者のための「シニアパー

トナー」と家庭事情による退職者のための

「Hello-Again」、2つの再雇用制度を設け

ています。

「Hello-Again」は、結婚・出産・育児・介護・配

偶者の転勤等を事由としての退職後10年

以内に、退職事由が解消して再入社を希望

する人のうち採用ニーズと合致した場合に

正社員として再雇用する制度で、5名の再雇

用実績があります。また配偶者の転勤に際

し、帯同転勤を可能にするよう努めており、

約20組の実績もあります。

「シニアパートナー制度」は、2008年度

に定年退職し、再雇用を希望する161名の

うち、92％にあたる148名を再雇用しました

（グループ会社65社合計）。

在宅勤務制度

帝人グループ国内9社では、2008年4月

に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などの事情で

通勤の負担が大きい社員を対象とし、ワー

クライフバランスの向上や生産性向上を

図ります。1日単位で週2回まで利用可能、

処遇等は通常勤務と同じです。

単身赴任者の帰任措置

帝人グループ各社において、家族と離

れて単身赴任している社員には、元の勤

務地に人員需要が発生した際、優先的に

帰任できるよう配慮をしています。この措

置の適用者は、2007年度15名、2008年

度11名でした。

在宅勤務制度の適用対象と登録者の状況

在宅勤務制度適用対象
以下の1）2）に該当し、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
在宅勤務制度登録者の状況（2008年度）
・登録者
　女性：13名　男性：3名　計16名
　（東京・大阪本社13名、研究所1名、事業所2名）
・申請理由
　育児：15名　介護：1名
・利用の状況
　毎月コンスタントに利用：6名
　年に数回、必要時に利用：8名
　まだ利用の機会がない：2名

調査内容項目（国内グループ会社）

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）

※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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人財に関するデータ

社員を直接雇用するグループ65社（Ｐ5掲載の連結対象以外も含む）※2　 2009年3月末現在
1）正社員数 1）のうち管理職 2）臨時社員数 3）採用者数 3）のうち新卒採用

男 9,378 2,523 981 433 201
女 2,256 93 1,292 146 72
計 11,634 2,616 2,273 579 273

4）退職者数 4）のうち定年退職者 4）のうち会社都合による退職者 4）のうち自己都合による退職者
管理職 169 110 0 26
一般社員 462 185 0 248
計 631 295 0 274

育児休職取得者数 介護休職取得者数 平均年齢 平均勤続年数
男 50 2  41.0  14.8 
女 135 7  37.2  10.8 
計 185 9  40.2（平均）  14.1（平均） 

海外グループ会社のうち15社　 2008年12月末現在
1）社員数 2）臨時従業員 1）のうち管理職

男 5,097 370 270
女 1,602 83 70
計 6,699 453 340

3）採用者数 4）退職者数 平均年齢 平均勤続年数
管理職 101 140 － －
一般社員 979 1,124 － －
計 1,080 1,264 36.5 10.8

※1： 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
※2： 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。

帝人グループ各社の労務管理の状況と

課題を把握し、とくに労働CSRの視点か

ら必要な施策を確実に実施するため、グ

ループ会社労務管理状況調査を定期的に

行っています。

グループ会社（国内65社、海外15社）を

対象として労働CSR指標（基礎指標）と労

務管理状況、2種類の調査書を送付し、回

答を集める方式をとっています。この調査

を通して、状況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

務管理領域の定期的なチェックを行い、つ

ねに改善していきます。

2008年度労務管理実態調査について

は、2007年度に続き、全グループ企業の

就業規則や人事制度を総点検し、近年の

法改正や改正予定の項目などについて、

必要な修正を加えています。例として、裁

判員制度に対応する休暇制度整備（半数

以上）、税制適格年金廃止（2012年3月予

定）へのフォロー（13社）、妊娠・育児・介護

中の配慮措置が、対象者不在のため未整

備である会社数社へのフォローなどがあ

ります。

また、2009年度の労働CSR指標（基礎

指標）の調査結果については、「人財に関

するデータ」表にあるとおりです。また、派

遣社員については、2009年3月1日現在、

帝人グループ主要12社※1で約750名が就

労しています。グループ各社へ派遣されて

いた人財で、正社員として同じ職場へ採用

された人は、2008年度は13名でした。

帝人グループ労務管理実態の把握

賞を受ける田井（右）。メンターとは、豊富な職
業経験を活かし、後輩などからの相談を受けて
その問題解決をサポートし、職業人としての成
長を支援していく人。現在の上司はメンターに
含まれない。

メンター・アワード2009個人賞受賞

持株会社・帝人CSR企画室長の田井久

惠が、財団法人社会経済生産性本部が主催

する「『メンター・アワード2009』～働く女性

と企業を応援する～」の個人部門において

「優秀賞」を受賞しました。

これは、メンターによるサポートの意義

や重要性を広く普及させ、女性の活躍を応

援する組織風土の醸成や活躍推進の加速

を目的に創設された賞です。田井の具体的

な取り組み・支援事例の主なものとして、1）

キャリアプラン実現のため、女性社員の上

司を説得して事業をまたぐ異動の橋渡しを

した 2）夫の海外転勤のため一旦退職した

社員が帰国する際、帝人の再入社の相談に

乗り、心理的な支えとなった 3）家族の体調

が思わしくなく悩んでいる社員に長期休暇

をとることで退職せずにすむようアドバイス

した などが評価されました。

Topics
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取引先とともに推進するCSR調達・物流
取引先の環境への配慮に加え、社会的配慮と責任についても

基準を設けて管理しています。これまで帝人グループだけで行ってきた

取引先アンケートを他社とも協働で実施できるよう発展させました。

施してきました。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）を開発・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。

2008年度には、ファイバーフロンティア

（株）※2へのアンケートシステム移管を実

施。帝人グループ内での展開を拡大すると

ともに、東レ（株）との共同展開を開始しま

した。東レ（株）と内容を検討・共通化するこ

とで、アンケートのレベルアップを図るとと

もに、長期的な視点でさらなる取引先の負

担軽減と効率化を実現するための布石を

打ちました。また、新たに帝人化成、東邦テ

ナックスが本システムの活用に参加し、グ

ループ内における取り組み拡大も順調に

すすんでいます。

2008年度は上記のような機能向上とと

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

年度からは、グローバル化に対応して英語

版HP※1にも掲載しました。2008年度も、

CSR取引先管理システムの運用強化に

よって帝人グループのCSR調達方針のさ

らなる浸透を推進。また、昨年度に引き続

いて偽装請負総点検に基づく適正な契約、

運用管理の徹底推進・拡大、帝人グループ

購買物流会議の開催によるCSR調達活動

のグループ展開強化など、帝人グループの

CSR調達活動の充実策を図りました。

東レ（株）との取引先アンケート共同展開

帝人クリエイティブスタッフの購買部門

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

CSR調達

※1：英語版HP
ht tp : / /www. te i j i n .co . jp /eng l i sh /eco/
procurement/index.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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「グリーン購入ガイドライン」を定めて購

入しています。2008年度のグリーン購入

割合は前年比ほぼ横ばいの76％でした。

業務請負適正化

帝人グループでは、業務請負について

の適正化を図るため、2007年1月に自主

点検を行いました。この結果、明確に偽装

請負と判断される事例はありませんでし

た。しかし、非定常作業等を中心に混在作

業、指揮命令系統の錯綜、業務の独立性明

確化（作業用資材・機器の調達方法）等で

さらなる適正化を図る必要があると判断

したものが32％ありました。この状況を改

善すべく、業務内容の変更、派遣契約への

移行、直接雇用への変更等を実施。2007

年度には業務請負の中核を占める製造系

の契約について自主改善を完了したのに

引き続き、2008年度はより業務区分見直

しが困難であった設備保全系の業務請負

についての自主改善を完了しました。

帝人グループ購買・物流連絡会

2009年3月、昨年度に引き続き、大阪

本社にて帝人グループ各社の代表が集ま

り、2008年度の購買・物流業務に関する情

報交換、課題共有化を目的に連絡会を開

催しました。今回は、経済環境の大きな変

化に伴うコストダウン関連のテーマを中

心に情報の共有化を図るとともに、厳しい

環境下でのCSR調達や法令遵守の強化、

取引先との適正な取引関係の維持等につ

いて話し合いました（共同輸送について

→P16）。

からは、CSRアンケート内容のレベルアッ

プと、評価基準を結果重視型に変更したこ

とにより、改善要請対象範囲を拡大させて

います。今後も、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

加を働きかけていきます。

グリーン調達・グリーン購入

これまで、「グリーン調達ガイドライン」

に基づき、対象品目の取引先に対して環

境マネジメントシステムの構築確認およ

び構築要請を行うグリーン調達を実施し

てきました。2007年度からは、グループグ

リーン調達基準をHP上に公開し、取引先

に対する環境基準の周知・浸透をすすめて

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

ン管理にも取り組んでいます。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

しています。HP上では調達禁止物質と原

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。

また、文具・事務用品、オフィス用品は、

もに、過去実績をもとに運用・管理ターゲット

の最適化を図った結果、2009年3月末現在、

購買金額の71％相当（2008年度は54％相

当）の主要取引先339社より回答を得まし

た。これを「CSR取引先評価基準」により分

析し、データベース化を続けています。

この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把握

が可能となるなど、データをより有効に活

用できる体制となりました。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

礎とするべく、さらに対象取引先の拡大、ア

ンケート結果の活用をすすめていきます。

取引先格付け結果

CSR取引先アンケートの結果と評価基

準から、取引先339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91％となり、調達金額は99％でした。

格付けが帝人のCSR評価基準に満たな

い企業（IV、V群）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。2008年度

※2： 国内化合繊業界各社共同出資によるEC（電子
取引）繊維販売、調達運営会社
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取引先格付け企業数比率 取引先格付け調達金額比率
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社会性報告　社会貢献

グループ全体で社会貢献を推進
グループ共通の社会貢献活動と、

事業所、グループ会社独自の社会貢献活動を行っています。

個人のボランティア活動を支援するさまざまな制度も整えています。

帝人の取り組み

グループ共通の社会貢献プログラム

重点領域として「環境」「国際交流」「社

会教育」の分野を設定しています。2008

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）を実施、

「探鳥会」では日本野鳥の会の6カ所の定

例探鳥会を共催しました。海外の植樹活

動として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6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。

2008年度よりインドネシアの図書館に

絵本を寄贈する「絵本を贈る活動～book 

dream project～」を開始。グループ社員

から回収した古本等を換金化、その資金で

絵本を購入し、インドネシア語の翻訳シー

ルを貼って、出張者が現地会社（TIFICO）

へ届けるという社員のボランティア活動が

ベースです。2008年度の回収活動から得

られた総額は、240，654円となり、200冊

以上の絵本を寄贈する予定です。

若き科学者育成のための奨学金制度

日本における化学繊維工業のパイオ

ニアである久村清太氏の偉業を称え、国

際社会・文化の発展

に貢献する若き科学

技術者を育成するこ

とを目的に、1954年

より帝人久村奨学金

として貸与を行って

います。これまでに

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

基本方針を設定しました。

2003年3月に日本経団連の1％クラブ

に登録し、以後、経常利益の1％以上を目

標に社会貢献費用に充てています。また、

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。

社会貢献活動の推進

社会貢献活動で支出した金額※

項　目 内　容 金額（千円）
金銭 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 790,058
現物寄付 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 5,054
施設開放 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 42,318
社員の参加・
派遣

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

109,135

合計 946,565

※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

社会貢献に関する休職・休暇制度

ボランティア休職制度
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。

バックアップ休暇を利用した
ボランティア休暇制度

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。

青年海外協力隊への参加時
の休み

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。

骨髄提供（骨髄バンク）時の
休み

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。

地域消防団出動時の休み
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。

帝人グループ共通プログラム

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
1.自然観察会－自然観察指導員講習会
2.探鳥会－探鳥会リーダー講習会
3.緑化・里山保全活動
4.海外植樹ボランティア
5.絵本を贈る活動～book dream project～

2006年度より、帝人表彰規程に帝人

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。2008

年度は「人命救助」を行ったグループ社員

1名が個人表彰されました。

古くから事業所、グループ会社で社会貢

献活動を推進してきましたが、2006年度

より新規にグループ共通の社会貢献プロ

グラムを実施しています。

企業行動基準第3項（社会貢献の方針）

私たちは、事業活動を通して社会に貢献します。
さらに社会との共生を図り、良き企業市民として
ふさわしい社会貢献活動を行います。

「日本レーヨン工業
の父」久村清太氏
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絵本を贈る活動～book dream project～ 探鳥会（親子を対象としたプログラム）東京・東京港野鳥公園

災害への義援金
支援先 支援金額

中国・四川大地震
　帝人 日本赤十字社 1,000万円
　中国帝人グループ企業8社 各現地団体 約620万円
ミャンマー・サイクロン災害
　帝人 ジャパン・プラットホーム 20万円

絵本を贈る活動～book dream project～
期間 内容 実績

12/15～1/31 古本収集活動
集荷点数4,898点、集荷ダンボール数165箱、職場
単位での参加50カ所、個名での参加24名、推定参
加人数300名以上

2/25～5/29 貼り付け活動 参加人数 150名以上

ボランティアリーダー育成のための講習会
期間 講習会名 場所 参加社員数 協力団体

6/13～15 自然観察指導員講習会 東京・八王子 8名 日本自然保護協会（共催）
10/25～26 探鳥会リーダー講習会 東京・大田区 13名 日本野鳥の会（支援）

自然観察会（セミのぬけがら調査）
期日 場所 社員（ボランティアリーダー）参加のべ数 社員（一般）参加のべ数 協力団体

8/3～15
8カ所（山口県岩国市・周南市、鳥取県米子
市、大阪府茨木市、静岡県長泉町、東京都千
代田区・小金井市・日野市）

33名 131名
日本自然保護協会（各地域
の指導員協議会、連絡会の
皆さんのご支援）

「探鳥会」
期日 場所 社員（ボランティアリーダー）参加のべ数 社員（一般）参加のべ数 協力団体

11/29～3/14

11カ所（愛媛県松山市、山口県岩国市、広島
県三原市、大阪府茨木市、岐阜県大垣市、静
岡県三島市、東京都杉並区・大田区、千葉県千
葉市、埼玉県さいたま市、栃木県宇都宮市）

26名 95名
日本野鳥の会（各地域の定
例探鳥会の共催、および支部
の皆さんのご支援）

1,400名もの学生に利用されています。

2008年度の貸与奨学生は39名（修士

課程21名、博士課程18名）、貸与総額は

4,106万円の実績となりました。

大規模災害への支援

2008年4月の中国・四川大地震に対し、

義援金のほか、上海のNI帝人商事では

自社の超軽量仮設テント「エアロシェル

ター」10セットを現物寄付しました。その

支援に対して、日本赤十字社から紺綬褒章

を受けました。また、5月に発生した「ミャン

マー・サイクロン災害」に対して義援金を

拠出しました。

社員のボランティア活動を紹介

社員のボランティア活動への興味や意

識の浸透を目的に、社員個人や組織のボ

ランティア活動を紹介するコーナー「ボラ

ンティアレポート」をイントラネット上では

じめました。毎月1～2事例を紹介してい

ます。

自然観察会「セミのぬけがら調査」山口・岩国市 自然観察指導員講習会の申し込みを呼びかけたポスター
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社会性報告　社会貢献

創立90周年を記念したコンサート

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。2008年度は創

立90周年を記念して全国7会場で行われ

た同楽団の日本公演を特別協賛しました。

その公演地の1つであり国内最大の事業

所がある愛媛県松山市では、市内の小中

学生を招待し、“心と身体で感じるクラシッ

ク音楽 in MATSUYAMA”（帝人主催、松

山市教育委員会後援）を開催しました。世

界的有名指揮者の小林研一郎氏と楽団の

厚意により実現し、約1，600名が参加しま

芸術・文化・スポーツ等の支援

社員ボランティア20名が運営をサポート

2008年12月高校日本一を決定する全国高校サッ
カー選手権大会を協賛　©高校サッカー年鑑

2008年10月愛知県名古屋市で行われた「テイジ
ン全日本ベテランテニス選手権」

2008年9月岩国事業所で行われた「マナーキッズ
テニス教室」

「心と身体で感じるクラシック音楽 

in MATSUYAMA」

出演の小林研一郎氏からのコメント

帝人株式会社のオランダ現地法人であ

るテイジン・アラミド社は、文化支援に心を

尽くしていただいており、このアーネム・フィ

ルもそのサポートを得て、日本公演をふた

たび実現できることとなりました。

今回、ここ松山とも縁の深い帝人株式会

社のご支援によりこのような機会が得られ

たことにとても感謝しています。

教育的な見地からも、外国から来たオー

ケストラを身近に体験できたというインパク

トの面でも、子どもたちにとってすばらしい

感動を得ることができたと思います。

松山の会場で一緒に大きな声で答えてく

れた子どもたち、演奏したオーケストラのメ

ンバーも彼等と共有したまばゆい時間にと

ても満足げでした。ふたたび、このような機

会があたえられることを願っております。

小林研一郎氏
写真：満田総

Topics

した。また、帝人発祥の地・米沢市では小

林研一郎氏とその仲間である音楽家の皆

さんによる創立90周年記念コンサートを

開催し、市民約1，000名を招待しました。

アマチュアスポーツの支援

「全国高校サッカー選手権大会」をはじ

め、「全日本車椅子バスケットボール選手

権大会」、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。2008年度は

9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、35名の児

童が参加し、テニス部も運営に協力しまし

た。「全国高校サッカー選手権大会」の協

賛では、1996年から各都道府県代表校に

帝人コードレの人工皮革を使用したサッ

カーボールの寄贈を行っています。
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に奨学金を授与し続けていますが、2008

年度はインドネシア・日本国交樹立50周年

を記念し、インドネシアの帝人グループ企

業がさらに50名の学生にTIFICO財団を

通じて奨学金を授与しました。

帝人ホールディングスUSAは6月に

ニューヨークで開かれた「Japan Day＠セ

ントラルパーク 2008」に参加し、当日寄

付をされた来場者へ帝人のエコバッグを

贈呈しました。その寄付金は、ニューヨー

クの緑化を目的とするNPO団体「New 

York Restoration Project」へ贈られま

す。帝人ホールディングNetherlandsで

はアムステルダム市立美術館の改装プロ

ジェクトへの寄付をはじめ、タイ、シンガ

ポールなど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。

帝人グループでは、地域に密着した社会

貢献活動も各事業所や研究所で行ってい

ます。岩国事業所による「岩国市少年サッ

カーリーグ」へのボール寄贈や各所でス

ポーツ振興のための施設開放なども積極

的に行っています。三原事業所では6月の

環境月間の所内行事として周辺の清掃を

行うなど、各所独自の清掃活動も行われて

います。また、工場見学やインターンシッ

プの受け入れも各所で行われており、帝人

エンテック松山施設センターでは、生産現

場の設備管理を体験し学べる「設備検査

診断教育」の入門コース公開講座を、地元

高校生対象に実施しました。その他、労働

組合支部による森林ボランティア活動、献

血活動、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、国内では帝人ファイ

バーで、「エコプロダクツ展2008」の事前

環境講座として高校で循環型リサイクル

システム「エコサークル」についての授業

を行いました。内閣府が開催した「アジア

青年の家」では、アジア各国の中高生を対

象に環境への取り組みを紹介しました。

また、防虫ウェア「スコーロン」をマラリ

アの撲滅運動に役立ててもらうため、5月

に日本で開催されたTICADIV（第4回ア

フリカ開発会議）に際して、アフリカ各国

首脳にそれぞれ数着の「スコーロン」製品

（計250着）を提供しました。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も行われています。

海外では1991年に設立されたインドネシ

アのTIFICO財団が毎年約200名の学生

事業所、グループ各社等の取り組み

2008年5月に開催された「岩国市少年サッカー
リーグ」へ帝人コードレの人工皮革を使用したサッ
カーボールの寄贈

2008年6月の環境月間の行事として実施した三原
事業所の「ゴミゼロクリーンウォーク」

2008年11月に帝人ファイバーが「エコプロダクツ
展2008」に向けて高校で行った事前環境講座

2008年8月に帝人エンテック松山施設センターで
高校生を対象とした「設備検査診断教育」の入門
コース公開講座

2008年7月にインドネシアで行われた奨学金の
授与式

2008年6月にニューヨークで開かれた「Japan Day
＠セントラルパーク 2008」に、エコバッグを贈呈
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第三者意見　専門家からのご意見

コンプライアンスを推進しつつ、次の一手を
慶應義塾大学商学部　准教授・哲学博士　梅津光弘様

世界や日本の潮流と帝人グループの活動との関連は？ 
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

主としてガバナンス、企業倫理について

主として環境マネジメントについて

帝人グループが、昨年度のレポートで2つ

賞※を受けたとのこと。これは、長い歴史と伝

統のなかで培った地道なCSR活動が、血とな

り肉となって結実している証拠であり、大変す

ばらしいと思います。

昨年、私は「ブログ等への書き込みよる情

報漏洩」を検討課題として示唆しましたが、

さっそく今回のレポートに、「IT企画部門から

注意を喚起した」旨が報告されています。この

対応には、“誠実さ”という企業DNAが感じら

れます。また、「倫理意識調査アンケート」を非

正規社員まで実施し、毎年満足度が高まって

きている点は大変評価できます。セクハラや

パワハラ問題の「危険度チェッククイズ」は、ユ

ニークな啓発手法だと思います。また、海外拠

点で現地の言葉による企業倫理ハンドブック

やポスターをつくり、啓発している点も高く評

価できます。ただ、ひたすらコンプライアンス

邁進だけでなく、次なる一手として、ワークラ

毎年一読後に、帝人グループが真面目にこ

つこつと実績を固めるとともに、社員一丸とな

れる目標を掲げ、全社員が協力しながらそれ

を達成しようという強い意志が感じられます。

ただ表記の点で、英語やカタカナが多いのが

残念。なるべく日本語に言い換えて一般読者

にも理解しやすくしてほしいと思います。

特集は、大変面白く拝読しました。「『エコ

サークル』のさらなる拡大」では、CO2排出削

減の具体的数値が記載され、説得力がありま

す。そのケミカルリサイクルによる技術は、社

会的に非常に意義があります。「在宅医療事

業」も、高齢化が急速に進むなか、この分野

での貢献がより期待されます。帝人グループ

は、多彩な事業をグローバルに展開しており、

活動内容も興味深いものが多いといえます。

「環境ビジネス」を温暖化や水処理を中心に

進める方針はよいと思います。特に、炭素繊維

は、航空機や風力発電の素材として注目され、

イフバランスや次世代貢献、ワークシェアリン

グなどにも視点を向けていただきたいと思い

ます。

現在、CSRは過渡期にあるといわれていま

す。今後は、自社事業の専門を生かすととも

に、お金を儲けながら活動するという考え方が

トレンドになってくると思います。持続という

点から、「コストの増加となりやすいCSRを続

けることは、本当にいいことかどうか」という

発想は常に持つべきでしょう。CSRが将来へ

の投資としていずれ回収されるという戦略が

必要です。日本の技術を海外に移転するとい

う、本来の「マーケット拡大という機能」を「海

外を助けるというCSR的発想」で続けると、そ

の成果は大きくなる可能性があります。帝人

グループの技術も、リサイクルや環境保全意

識、化学物質へのイメージ改善など教育や啓

発などの分野で、日本はもとより海外でも伸ば

していかれるのはいかがでしょうか。

温暖化対策に大きく貢献しています。

ただ、全体に帝人グループの活動と世界や

日本の動き全般との関係が希薄に思われま

す。例えば、炭素繊維事業などは、国際民間航

空機関での協議が整わなければEUが2013

年から航空機からのCO2排出をCap&Trade

の対象にしようとしており、将来性が大いにあ

ると思います。また、EU ETS※1でもフェーズ

3からは従来除外されていた化学部門が対象

になります。この点はどう捉えているのでしょ

うか。今年は12月にCOP15※2が開催され、ポ

スト京都の温暖化国際交渉の節目にあたる年

です。現在それに向けて、政府や行政、企業、

NGOなどが活発な動きを見せるなか、帝人グ

ループはどういう役割を果たしているのでしょ

うか。今後は、それらの関係が、より明確に伝

わるように報告されることを望みます。

※ 「第12回環境コミュニケーション大賞・持続可能
性報告大賞」（環境省他）、「第12回環境報告書
賞・サスティナビリティ報告書賞：優秀賞」（東洋経
済新報社他）

※1：EU域内排出量取引制度
※2：気候変動枠組み条約第15回締約国会議

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。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。グローバルセキュリティ研究所上席研究員。著
書に『ビジネスの倫理学』（丸善）ほか。

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等を務める。著書に『環境マネジ
メント 改訂版』（放送大学教育振興会）ほか。
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今後は、時代が求める労働CSRの情報開示を期待したい
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

ボランティア活動の拡大とともに、今後は寄付も検討してほしい
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

主として人財・労働安全マネジメントについて

主として社会貢献について

『2008年 帝人グループ CSR報告書』は高

い評価を受け、雇用・労働分野についてもトッ

プレベルでした。本レポートも特にジェンダー・

ダイバーシティについて数年来の実績から次

の目標に向かう展開が見られ、人財開発など

での取り組みも進展しています。

現在、雇用問題が大きな社会問題となり、

派遣社員など非正規社員に対する制度上の

不備が露呈されました。雇用調整は正社員に

も及ぶ情勢です。緊急経済対策が急がれてい

ますが、さる2009年4月に帝人（株）が発表し

た「設備投資半減、非正規従業員約2500人削

減」の報道からも厳しさが伝わってきます。こ

れはその対象時期から次の2010年版レポー

トにおける重要な情報開示課題になります。

非正規社員を含めた社員構成の全体的情報

は報告されており、また本レポートでは「社員

満足度調査」には非正規社員も対象にしたと

いう新たな展開も見られます。非正規社員の

今回の報告書でも、帝人グループが日々お

題目だけではないCSRの具体化に頑張ってお

られる様子を伺い知ることができました。

ボランティア活動面では、グループ共通の

社会貢献プログラムとして、各事業所で地元

市民団体とともに「自然観察会」や「探鳥会」

を実施しているとのこと。徐々に定着してき

ている印象を受けました。「絵本を贈る活動

～book dream project～」では、当初は絵

本だけに限定していたものを古本、DVDなど

に広げ、社員の誰でも参加できるように工夫

を凝らしている点が素晴らしいと思います。

また、「心と身体で感じるクラシック音楽 in 

MATSUYAMA」では、松山事業所の皆さんが

安全誘導などでボランティア活動をし、好評

を博したようです。まさにメセナ活動とボラン

ティア活動がよい形でリンクしており、新しい

方向性として評価できます。このような音楽会

を恒例化すれば、徐々に活動の場が広がって

一層の処遇改善はもとより、さらには請負労

働者について請負事業者へのサプライチェー

ンマネジメントにおける労働CSR評価の導入

が望まれます。

現在もキャリア採用を重視していることが

うかがわれますが、今後の経済回復期には今

始まっている新たな就職氷河期での若者の不

遇を長期化させない積極的な採用と、あわせ

て個別企業の立場からそれを可能にする能

力開発施策の本格化を政府に強く求める活動

にも取り組んでいただきたく思います。労働

安全対策では、国内・海外の事業所での労働

安全衛生マネジメントOHSAS18001認証の

進展、休業災害度数率の低減など評価できま

す。メンタルヘルス不全対策については早期

に改善結果の報告がされるよう期待します。

新たな時代を迎え、非正規社員を含む社員

の「クオリティ・オブ・ライフの向上」を力強く推

進されるよう期待します。

いくものと期待しています。

メンタルヘルスの面では、社員が何か悩ん

だときに気軽に相談できる社風は素晴らしい

ですね。相談される側にとっても、誰かの役に

立てたということは自らの価値を見出すチャ

ンスでもあります。そのあたりも取り上げれ

ば、帝人グループ特有の“ヒューマンな”社風が

もっと前面に滲み出て、よかったかもしれませ

ん。

最後に、ボランティアに比べ寄付はより低い

社会貢献に思われがちですが、活動する時間

のない人たちが社会の改善に参画する方法と

して、とても大切です。それに「自分より、もっ

とうまく活動できる人や団体の存在を信じ、そ

こに託す」という意味もあります。ですから帝

人グループが寄付のしやすいしくみを整えれ

ば、グループ全体の活動価値がいっそう高く

評価されるものと期待します。

自治体職員として労働行政に24年間携わる。NGO／
NPO活動では、1991年、企業の環境/社会的責任につ
いて研究・提言するバルディーズ研究会に参画。2004年
同会で「CSR研究会」を設置。著書として『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。

京都工芸繊維大学工芸学部卒、府立大阪社会事業短期
大学専攻科修了。NPO法人 日本NPOセンター副代表
理事なども務める。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の推進に取り組む。著書に『企業人とシニアのため
の市民活動入門』ほか。
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第三者意見　第三者審査報告

今年度から中期計画と自己評価が4ページ
にわたって開示され、帝人グループのCSRの
取り組みについての情報が拡充されました。
情報開示への積極的な姿勢が評価されます。
一方、次年度目標や実績にはより多くの定量
データを用い、読者自身も帝人グループの中
期計画の進捗を客観的に評価できるよう、さ
らなる工夫も必要です。また、海外拠点です
すめられている水使用量削減の努力や、ゼロ
エミッションに留まらず廃棄物発生量を抑制
するための活動など、今後のグループ全体の
製品設計や工程改善につながるものについて
は、グループの中長期計画に定量目標として
掲げることを検討されてはと考えます。
また、海外の主要工場については、CO2排

出量の算定前提となる燃料の排出係数を、従
来のデフォルト値から成分表に基づく実数に
変更しました。国別・地域別の係数を考慮して、
より正確に帝人グループ全体のCO2排出量を
把握することは望ましいといえます。
なお、『不確実性への対応』として、CSR企

画室が中心となり、国内外の多様なリスクの
洗い出しを実施していますが、地震やパンデ
ミックス、テロ、気候変動問題など今後、地球
規模で広がる重要な社会問題については、事
業継続計画の推進とともに、企業として果た
すべき責任や役割につ
いても追求していただ
きたいと思います。

KPMGあずさ
サステナビリティ（株）

マネージャー
牧 多恵様

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。

国内2事業所での現場視察および審査手続を実施。
（帝人三原事業所、帝人化成三原工場）

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。

KPMGあずさサステナビリティ（株）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KPMGあずさサステナビリティ（株）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。

第三者審査の手続き
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読者からのご意見

第三者意見・第三者審査報告を受けて

「2008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。

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。

主なご指摘事項

■ 環境配慮設計の項は部外者には理解しが

たい。もっと分かりやすく書いてほしい。

■ もっと読みやすい内容にしてほしい。耳

慣れない英語が多く理解できない。

■ 環境について読み手は漠然ととらえてし

まうので、もっと要点を絞った方がいい。

■ 原油価格の高騰とともに株価がズルズ

ルと下がった。現状はサステナブルな経

営になっていないと言うことでしょうか。

■ 若手社員には90年史よりこの冊子の方

が今後の取り組みが記載されていて有

益だと思う（帝人社員）。

■ 文字や、図、写真のバランスがよく、好感

が持てる報告書になっている。

■「エコサークル」は立派。フェアトレードの

繊維版にも取り組んでほしい。

このたび「2008年帝人グループCSR報告

書」は環境省等が共催する「第12回環境コミュ

ニケーション大賞・持続可能性報告大賞」を受

賞しました。また同時に東洋経済新報社等が

共催する「第12回サステナビリティ報告書賞・

優秀賞」も受賞しました。従来から帝人グルー

プのCSR報告書制作委員会では、グループの

CSRに関して「身の丈、地道に、正直に」という

キーワードを使い、外部評価をあまり気にせ

ず、ややマイペースでやってきた感がありま

す。比較的地味な当グループのCSR報告書が

このような社会的に大きな評価をいただいた

ことに驚きの気持ちを禁じ得ません。

グループのCSR報告書では、1998年版（環

境報告書）から監査法人系審査機関に審査

をお願いしてきました。データ収集の適正さ

やデータの正確性については相応の訓練を

積んできたはずですが、今回も間際まで修正

が続きました。また、2006年版以来毎年、①

ガバナンス・企業倫理、②環境、③人財・労働

CSR、④社会貢献の各分野別で、社外専門家

の方々の助言と指導を受けてきました。これ

らはCSR報告書の改善に留まらず、CSR活動

そのものの改善としても大いに役立っていま

す。今回も、厳しいご指摘を含め、さまざまな

課題を頂戴しました。

今回のステークホルダーダイアログでは、

「『エコサークル』のさらなる拡大をめざし

て」を取り上げました。社外の方々の自由で豊

かなアイデアは事業当事者にもよいヒントと

なったと思われます。

自己評価表はページ数を倍増して見やすい

形にしました。しかし、指標化できていない項

目も少なくなく、引き続き改善の余地がある

と認識しています。環境目標については、①地

球温暖化、②化学物質、③廃棄物の3分野につ

いて、環境の項の冒頭で目標を開示しました。

わかりにくいとのご批判が多かった環境配慮

設計については、できるだけ平易な説明をつ

けてその進捗状況を掲載しました。

2009年版は、持株会社が経常利益で赤字

という財務的に極めて厳しい状況のなかで制

作が行われました。経済的責任の重さをかみ

しめながらの編集作業となりました。しかし私

たちは「身の丈、地道に、正直に」のキーワード

のとおり、現下の厳しい環境のなかにあって

も、背伸びをせず、着実に、正直にCSR活動の

向上をはかっていきたいと考えております。

今年度もまた多くの取引先企業、NPOなど

の団体、個人の方々の実名を記載させていた

だくとともに、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企画室

十分信頼できる
53%

まったく信用できない　0%

ほぼ信頼できる
47%

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%

やや理解しにくい
20%

とても理解しにくい　0%
理解しやすい
60%

非常に深まった
33%

わからなくなった　0%

変わらない
7%

ある程度深まった　
60%

帝人グループへの理解
非常に高まった
33%

変わらない
7%

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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〒100-8585　
東京都千代田区霞が関3-2-1
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印刷サービスのグリーン購入に取り組んでいます

印刷サービスのグリーン購入に取り組んでいます

帝人グループでは2007年から、日本自然保護
協会・各地指導員の御協力のもとに、社員のボ
ランティアリーダーが中心となって「セミのぬ
けがら調査」を行っています。2008年度は全国
8カ所で行いました。社員とその家族164名が
参加して、各地域のセミのぬけがらを収集し、
種類別分類を試みました。その結果は環境の
専門家にも報告しました。セミは気候によって
生息種類が大きく異なることから、地球温暖化
の指標的な役割を果たすといわれています。ま
た、生物多様性の観点からもその生息領域の
変化はデータとして貴重です。
ところで、羽化に適した場所なのでしょうか、こ
の写真のように、何匹ものセミが一つの場所を
好んで羽化することがたびたびあるようです。
帝人環境フォーラム・環境フォトコンテストに入
賞した写真の一つです（→P56）。

自然に学ぶ。
・・・それが帝人グループの考え方です。
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