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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。

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

世界で存在感のある企業グループであり続けるために…
帝人グループは、創立75周年にあたる1993年6月に「企業理念」として「Quality of Life」を制定。

持株会社制に移行した2003年4月、帝人グループが社会やお客様に向け宣言するブランドステートメントとして

“Human Chemistry, Human Solutions”を制定しました。

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

社会と顧客から信頼される企業グループであり続けます。

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

※：TRMコミティー→P21下図

CSRの基本方針（2009-2011）
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お読みいただくにあたって
「2010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）による独立保証を受け
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（2009年1月～12月）または決算期
（2009年4月～2010年3月）、記述情報は最新のもの（2010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75社、海外グループ会社80社）を対象と
しています。ただし、環境・安全マネジメント、人財マネジメントなどの一部の項
目については、個別に対象範囲の注釈を付けています。

追加情報の入手先
Webサイト上では、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、以下の資料がありますのでご参考にしてください。
•CSR Report（英語）
•帝人グループ会社案内（日本語／英語）
•Annual Report（日本語／英語）
•ファクトブック（日本語／英語）
•決算短信（日本語／英語）
•株主通信（日本語）

〈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）

CONTENTS

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、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
2010年6月発行（次回発行予定：2011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

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

CSR経営：継続と進化

2009年度は、2008年のリーマンショックの影響で金融経済に

とどまらず、生産と消費の極端な冷え込みにより、実体経済にも大

きな打撃がありました。これまで売上高の6割近くを繊維や化成

品など素材系事業が占めてきた帝人グループにとっても、その影

響は甚大でした。生産現場を持つ多くのグループ会社では工場の

稼働率が大幅に低下し、グループ全体として2010年3月期は赤字

決算を余儀なくされました。

幸いにして、2009年度の第1四半期を底にして、以降は緩やか

な回復基調にあります。

2009年4月には経済危機を乗り切るための「構造改革」と中・長

期的な「成長戦略」からなる「経営基本方針」を発表しました。「構

造改革」においては、グループ全体の固定費の削減、設備投資と

在庫の削減を進めるとともに、ポリエステル繊維、PETフィルム、

ポリカーボネート樹脂の3事業を課題事業と位置付け、様々な施

策を推進しています。

中長期的には、技術革新を核として成長市場で持続的成長を達

成します。

企業は経営環境が厳しい状況であればあるほど、自らの企業理

念に立ちかえって将来を見据えることが大切です。帝人グループ

の場合、CSRの原点は、創立75周年（1993年）に制定されたグ

ループ企業理念に明らかです。ここで私たちは「人間への深い理

解と豊かな創造力でクォリティ・オブ・ライフの向上に努めます。社会

とともに成長します。社員とともに成長します」と宣言しています。

経営において、私が常に意識していることは「社会とともに」、

「社員とともに」社会が求める新しい価値創造を行うことです。社

会的課題に正面から取り組み、それらの解決・改善に役立つよう帝

人グループの技術に基づく製品とサービスの品質を、顧客の視点

に立って一層高めていくことが求められています。「構造改革」で

は、社内外のステークホルダーの理解と信頼をいただきながら、

転換期にある事業の構造変革を行うとともに、一方では環境製品・

構造改革と長期戦略

経営におけるCSR（社会的責任）
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コーポレート・
ガバナンス

事業戦略

C S R

Human Chemistry, 
Human Solutions  

これからの時代、「企業は、その事業を通じて社会的課題の解決

にいかに貢献できるか」が問われて来ると思います。帝人グルー

プでは、この1年、構造改革を進める中で様々な事業を見直し、整

理・再編してきました。振り返ってみますと、その中で重点事業とし

て残ったものはすべて、今日の重要な社会的課題に有効な解決策

や改善策を提供する事業です。大きくまとめてみると、1.グリーン

ケミストリー（環境に優しい化学事業）、2.ヘルスケア（医療・健康

事業）、3.両者の融合領域です。グリーンケミストリーでは、環境フ

レンドリー、安全・安心、省資源、省エネルギー、低炭素などのコン

セプトがあげられます。素材事業においては「脱石油」の循環型ビ

ジネスモデルの構築を推進し、このコンセプトに反するものはス

テークホルダーの協力のもとに生産プロセスから変えてゆきま

す。ヘルスケア事業が、特に高齢化する社会におけるクオリティ・オ

ブ・ライフの向上に寄与するものであることは、言をまちません。

今後も質の高いCSR経営に一層の努力を傾けてまいりますの

で、皆様のご理解とご支援を心からお願い申し上げます。

2010年6月

帝人グループは様々なCSR活動を積極的に推進しています

が、いくつか具体的な活動をご紹介しましょう。

まずは、環境に対する活動です。2007年に発表した「環境経営

宣言」において、環境経営を推進するための3つの柱（環境保全・

環境配慮設計・環境ビジネス）を掲げました。環境配慮設計では、

チェックポイントを設定して環境に配慮した製品やサービス、生産

プロセスを認定します。そして、この考え方を、顧客や社員の皆さ

んに広く知ってもらい、より積極的な推進につなげるために、

「Earth Symphony（アース・シンフォニー）」と名付けました。

また、環境ビジネスの分野での一例をあげると、高熱伝導炭素

ファイバー「ラヒーマ」を使用したハロゲン型LEDランプを、LED

照明総合展示会に出展しました。現行のLED照明に劣らぬ放熱性

能に加えて複雑な形状への対応や大幅な軽量化を実現できる新

製品として、関係企業と協力して本格量産への検討を進めていき

ます。

一方、リスクマネジメントの分野においては、新しい型の感染症

の大流行に備えて、2006年に基本方針・対応マニュアルを策定し、

2008年には「詳細ガイドライン」制定等の準備をしてきましたが、

実際に新型インフルエンザが流行した昨年は、本社および事業グ

ループのBCP（事業継続計画）を策定し対応策を実施することで、

業務に支障をきたすことなく乗り切ることができました。

さまざまな分野での積極的なCSR活動を推進してきたことに

よって、帝人グループCSR報告書が環境コミュニケーションの分

野で複数の優秀賞を受賞（→P13）する等、社外から高く評価され

たことを光栄に思います。

事業活動の今後について

CSR活動の進捗について

高付加価値製品事業への転換や事業のグローバル化を進めてい

ます。これも企業が時代の潮流の中で常に成長しながら新しい価

値を産み出すためのステップであると考えています。私たちは優

良なコーポレート・ガバナンスとCSRの上に事業戦略を積み重ね

ていくトライアングル経営を目指して、今後も社会的な使命を果

たしていく所存です。

トライアングル経営による
持続的な価値の増大

代表取締役社長執行役員CEO
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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155社のグループ会社が

「合成繊維」「化成品」「医薬医療」「流通・

製品」「IT」などの多彩な分野で事業活動

をすすめており、事業活動地域も、日本、ア

ジア、欧米とグローバルに広がっていま

す。事業の再編等により、社員数は変化し

ていますが、現在のグループ社員数

18,778人のうち、8,581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人です。なお、2009年度の国

内・海外を合わせた臨時社員の年間平均

雇用数は2,464人でした。

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。

帝人グループの事業展開 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 代表取締役社長執行役員CEO 
 大八木成男（おおやぎしげお）
インターネットホームページ
  http://www.teijin.co.jp

帝人株式会社の概要

持株会社 1社

国内グループ会社 75社

海外グループ会社 80社

　合計 156社

国内社員数 10,197人

海外社員数 8,581人

　合計 18,778人

グループ概要

（2010年3月31日現在）

（2010年3月31日現在）

（年度）
05

10,36110,361

8,5998,599

18,960

06

10,27710,277

8,7768,776

19,053

07 08 09

10,45710,457

8,6688,668

19,125

10,66810,668

8,7858,785

19,453

10,19710,197

8,5818,581

18,778

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（人）
■国内　■海外

売上高
7,658億円

売上高
7,658億円

合成繊維
2,052億円（26.8%）

日本
5,352億円（69.9%）

化成品
1,778億円（23.2%）

医薬医療
1,317億円（17.2%）

IT・新事業ほか
459億円（6.0%）

流通・製品
2,053億円（26.8%）

欧州・その他　460億円（6.0%）
米州
519億円（6.8%）

アジア
1,327億円（17.3%）

事業セグメント別割合 所在地別割合

（年度）
05

9,381
10,096 10,366

06 07 08 09

768 751
652

9,434
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7,658
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0

（億円） （億円）
■連結売上高　■連結営業利益

1.18 1.18

1.9 1.6

－総資産営業利益率（ROA）
－有利子負債株主資本比率（D/E）

（年度）
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7.7
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0.83

6.5
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4
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2.0
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0.8

0.4
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（%）

グループ社員数の推移

2009年度 連結売上高の割合

連結売上高・営業利益の推移 主要経営指標の推移

※臨時社員は含まない
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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（58社）

医薬医療事業（15社）

流通・製品事業（23社）

化成品事業（30社）

IT・新事業ほか（29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、TEIJ IN

（THAILAND）LIMITED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
産業用まで幅広く用途開拓がすすんでいます。

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5Fx」を発売しま
した。「省エネ」「使いやすさ」
「安心」にこだわった新機種
で、業界最小の消費電力を実
現しています。

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「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
シートや液晶TVのディスプレイに使われるポ
リエステルフィルムの生産能力は世界第2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、新幹
線や自動車の樹脂窓、LED照明、タッチパネル
用フィルムなど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。

帝人が開発したバイオプラスチック「バイオフロン

ト」は、石油由来のプラスチックに匹敵する耐熱性・

成形性を有する全く新しいバイ

オプラスチックです。衣料用か

ら電気製品まで、今後の幅広い

用途展開が期待されています。

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」の太さ比較

在宅医療用酸素濃縮装置「ハイサンソ®5Fx」

「エアロシェルター®Ⅱ」 「バイオフロント®」繊維が使われている着物

「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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特集1
第4回ステークホルダーダイアログ

よりよい在宅酸素療法をめざして
在宅酸素保険適用25年　今後、帝人グループが貢献できること

ブランドステートメントを “Human Chemistry, Human Solutions”とする帝人グループの典型的なソリューションビジネス
である、在宅医療事業。高齢化社会がすすむなか、帝人グループでは、医療問題という社会的な課題に真正面から取り組んでいま
す。患者様のQuality of Life（QOL）向上をめざして、今回は、医療従事者である医師、理学療法士および患者支援団体の代表
という、様々な立場の方にお越しいただき、意見を伺いました。

帝人グループが、在宅医療事業に取り

組むようになったきっかけの1つに、1970

年代初頭に開始した「製膜技術」の研究が

あります。当時、帝人では、高分子化学の

研究の一環で「膜を使った海水濾過」に取

り組んでいました。「水で可能ならば、気体

でも物質の分離が可能では」と考え、新た

な薄膜開発にエネルギーを注ぎました。何

度も実験を重ね、ある日、酸化の進んだ溶

媒にポリマーを溶かして水面に落としたと

ころ、偶然、薄膜つくりに成功したのです。

こうして「気体分離法」の製造特許が確立、

わが国初の膜型酸素濃縮装置「マイルド

サンソTO-40」が誕生しました。後に酸素

濃縮装置は、この薄膜を使う方式から「吸

着剤」を使用する方式に変わりました。

日本の在宅酸素療法は、当初は、ボンベ

が主流でしたが、「マイルドサンソ TO-

40」の登場から、大きく変遷しました。今後

とも、医療ニーズ・患者ニーズに応えて「安

全と安心」のさらなる向上と「環境・省エ

ネ」に配慮した機器開発をテーマに改良を

すすめていきます。

日本で在宅医療が重視されるように

なったのは、高齢者人口の増加にともない

慢性疾患が増え、CureからCareの医療が

注目されるようになってきた1980年代に

入って間もなくのことです。

その中で患者会の皆様の熱い思い、学

会の先生方の研究成果が結実し、1985年

に在宅酸素療法（H o m e  O x y g e n 

Therapy：HOT）が健康保険の適用になり

ました。帝人では、1988年に「在宅酸素療

法の父」といわれるThomas L. Petty教

授を米国よりお招きし、全国5都市でHOT

の意義・実際について講演していただき、

その後数年間、全国の看護師を対象に

HOTのケアについて「在宅呼吸管理看護

研修会」（NETT研）を開催しました。これら

の活動が、在宅酸素療法普及・定着の足が

かりとなりました。現在では、専門の先生

方のご指導をいただいて、日本全国で

150ほどの研究会を共催しています。

1995年の「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

を機に、「災害対応マニュアル」を整備し、

現在ではITを駆使したネットワークでより

在宅医療事業の歴史
確実な迅速対応を目指しています。営業

拠点も国内12支店・80カ所を超える業界

トップのスケールで患者様が在宅酸素療

法を安心して実施できるよう支援していま

す。また、安全と信頼を重視した国内のノ

ウハウを生かして米国やスペイン、韓国で

も事業を展開しています。

在宅酸素療法事業者のパイオニアとし

て25年間培ったノウハウを生かし、帝人グ

ループは、ハード面では継続的な機器開発

を、ソフト面では、24時間対応、緊急対応、

災害対応等の充実、個人情報保護に対す

る取組みなど、チーム医療の一員として患

者様や医療機関との「安心と信頼」の体制

を構築していきます。

在宅用酸素
供給機の開発テーマ
●“安全性の追求”が一番
省エネ化、低運転音、小型軽量化、高流量化、
取り扱い簡便性

在宅用酸素供給器の歴史

HOT：Home Oxygen Therapy、在宅酸素療法
COPD：Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease、慢性閉塞性肺疾患
QOL：Quality of Life、生活の質

3L器､省エネ2L器､重量12.5kg

ボンベが主流

軽量カーボン
ボンベの登場

空気の水分を利用する
新加湿機能登場

高流量患者様への対応
（7L/分）

吸着型酸素濃縮器で
90％以上を供給
（TO-90、TO-90-5L）

小型・省エネタイプの
登場

呼吸同調装置・
軽量ボンベ

日本初の膜型
酸素濃縮器誕生（TO-40）

健康保険適用

’08’07’03’99

’87 ’85 ’82

’97

’91
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医療従事者・医師の立場より

超高齢者のHOT患者のニーズに
対応した取り組みを

財団法人結核予防会　複十字病院　院長

工藤翔二先生
日本医科大学名誉教授。呼吸器学会前理事長。呼
吸ケア・リハビリテーション学会前総務担当常務理
事。東大医学部卒。東大第三内科、都立駒込病院を
経て日本医科大学教授。定年後、現職。著書に「血
液ガステキスト」（文光堂）、「在宅酸素療法の実際」
（文光堂）など。

帝人は、日本の在宅酸素療法のパイオ

ニアであり、現在もリーディングカンパ

ニーとしての確固たるポジションにいま

す。在宅医療を取り巻く状況は、この25年

間で大きく変化しています。これからもぜ

ひ、その変化に敏感に対応して事業を推進

していただきたいと思っています。

まず、医療を受ける側の変化が、2つあ

ります。ひとつ目は、HOT（在宅酸素療法、

→P7）の重点が結核後遺症からCOPD

（慢性閉塞性肺疾患）に変わってきたこと

です。医師の立場としては、むしろHOTの

予備軍をいかに減らすか、つまり、無症状

の時期にどれだけCOPDを発見できるか

が焦点となってきます。そのため、呼吸器

学会は〈肺年齢〉という指標を提唱してい

ますが、簡易肺年齢測定器の普及などが

期待されます。

2つ目は、超高齢化社会の到来です。高

齢のHOT患者は急性増悪を起こすなど、

さまざまな事態が想定されます。在宅医

療を実施している患者さんを支えるため

には、いまや病院内、施設内だけではなく、

もっと広い意味での、地域包括チーム医療

の推進が重要です。

帝人は、酸素供給機器の軽量化や携帯

用酸素ボンベが長時間使える呼吸同調器

など、先進的な技術開発に取り組んでこら

れました。今後も、患者さんの細やかな

ニーズを製品化に結び付けていくことを

ぜひ進めていただきたいと思います。

高齢者が使いやすく、しかも安全である

こと。この2つをどう両立させるか。たとえ

ば、高齢の患者さんの場合、在宅酸素供給

器の酸素が出てくる金属の出口にチュー

ブを差し込むと、今度は抜くのが大変で

す。そこは、帝人の機器のように簡単に操

作できるようなものが欲しい。あとは、やは

り「安全」です。呼吸器患者には禁煙が指

導されていますが、それでもタバコを吸っ

て、火事になる危険性はゼロではない。そ

こで、燃えにくい材質にする、火気を感じた

ら酸素の供給が止まるなど安全面に対す

る取り組みが必要です。いまは患者さんが

高齢化しており、しかも独居老人が多い。

その点での「安全」と、消毒など清潔の問

題も含めて、製品の工夫をぜひ進めてくだ

さい。

医療の供給側の変化としては、酸素供

給業者もたくさん増えてきました。そのこ

と自体は否定されるべきことではありませ

んが、質の高低差が非常に大きい。品質を

省みず、外国製の安いものをただ輸入し

て売ればいいという考えの業者も、ないと

はいえません。その格差をいかになくす

か、業界のリーダーとして取り組んでほし

いと思います。もうひとつは、ソフト面の提

供をどう評価してもらうかという問題があ

ります。これは最終的には診療報酬の体系

の中に取り込まれるべきでしょう。

2010年4月に行われた診療報酬改定で

は、主要項目の中に「リハビリテーション」

「在宅医療」という項目が入っています。脳

血管障害のリハビリテーションはかなり書

き込まれていますが、残念ながら「呼吸リ

ハビリテーション」「在宅酸素療法」という

言葉は出てきていません。次回2012年の

診療報酬改定への会議はまもなくはじまり

ます。おそらく2010年の秋までには、具体

的な目標をもって次の診療報酬改定で盛

り込む要望項目を明確にしないと間に合

いません。その調査能力や情報データは

帝人さんが一番もっていらっしゃるので、

ぜひご協力をお願いしたいと思います。

在宅酸素療法患者数推移（業界誌推定）

20

15

10

5

0

（万人）

82 （年）84 86

2.0

4.1

12.9
14.5

88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 09

15.4

（ガスメディキーナ　Vol.14　2009年　ガスレビュー社）

保険適用

慢性心不全に適用拡大

呼吸同調器
保険適用

届出制廃止、
肺高血圧症に適用拡大
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札幌医科大学保健医療学部理学療法学科　准教授

石川　朗先生
札幌医科大学衛生短期大学部、日本大学大学院理
工学研究科卒。博士（工学）。帝京大学医学部附属
病院を経て、札幌医科大学講師、附属病院リハビリ
テーション部副部長兼務。呼吸ケア・リハビリテー
ション学会評議員。著書に「言語聴覚士のための呼
吸ケアとリハビリテーション」（中山書店）など。

私が呼吸リハビリテーションに携わるよ

うになったのは、17、8年前に帝人主催の

研究会に講習スタッフとして関わったのが

きっかけでした。呼吸リハビリテーションが

これほど全国に広まったのは、HOT（在宅

酸素療法、→P7）事業面での帝人の尽力

が大きいと思います。

2006年の診療報酬の改定で、呼吸器リ

ハビリテーションという算定項目が新設さ

れました。これでやっとスタートラインに立

てた、というレベルです。

現状の課題は、慢性閉塞性肺疾患

（COPD）治療の国際ガイドライン「GOLD

（ゴールド）」にリハビリテーションが示され

ているのにもかかわらず、その認知度が低

いということです。ガイドラインでは、最重

症レベルで酸素療法を施しますが、その2

段階前の中等症からリハビリテーションを

開始しなくてはなりません。15万人HOT

患者さんがいるとして、その約半数7～8

万人はCOPDの患者さんと推定できま

す。HOTが導入されている多くのCOPD

患者さんにとって、酸素療法導入前からリ

ハビリテーションの実施は不可欠なことと

思っています。

呼吸リハビリテーションは、大きな医療

機関では少しずつ広がってきていますが、

開業医レベルではまだまだ普及の余地が

あります。地域格差も非常に大きい。私は

13年前、東京から出身地である北海道に

戻った時、その格差にかなり驚きました。

ちょうど呼吸同調式デマンドバルブ（吸気

時のみボンベから酸素を供給するバルブ）

が普及しはじめた頃で、東京ではほとんど

のHOT患者さんにデマンドバルブがつい

ていましたが、北海道ではついていないの

が当たり前と思われていました。これらの

格差は、やはり是正してゆかなくてはなら

ないと思いました。

呼吸リハビリテーションの根幹である運

動療法についても、さらなる普及が望まれ

ます。現状、医療機関に入院して運動療法

を行う患者さんはごく限られた人数です。

したがって、在宅でできる運動療法の提供

について、ずっと考えてきました。そこで

1998年、工藤先生と一緒に取り組んだ環

境省のプロジェクトで、在宅での運動によ

る呼吸器のリハビリテーション方法をいろ

いろと考案しました。あまり難しいプログラ

ムでは、長続きは困難です。また、COPDの

ような息切れを伴う疾患を持たれる方に

は、呼吸のリズムが非常に重要です。そこ

で、4／4拍子のNHKのラジオ体操のメロ

ディーを6／8拍子のリズムに編曲して「な

がいき呼吸体操」というものを作成しまし

た。在宅で、5分間ビデオを見ながら家の中

で体を動かすというものです。このような

軽い運動でも、ある程度継続すれば運動の

効果はあります。北海道の患者さんで、冬

の期間に体操を行った群と行わなかった群

にわけて調査を行ったところ、行った群の

運動機能がよくなり、息切れが軽くなると

いう結果が出ました。

日本の現状では、HOTが導入され、かつ

専門的なリハビリテーションを受けている

方は、本当に限られています。実際に専門

的なリハビリテーションを受けられない方

に、5分間でも体を動かすことはよいこと

だと知っていただき、このような運動プロ

グラムを提供していくことが、必要ではな

いかと思います。

帝人の在宅医療営業マンには、講習会

の開催などリハビリテーションの普及には

随分尽力いただいています。日本のリハビ

リテーションの普及地域が、帝人の営業所

の所在地図と重なるのではないかと思う

くらいです。今後もさらに、リハビリテー

ションの課題解決の面で、帝人にはバック

アップしていただければと思っています。

医療従事者・理学療法士の立場より

HOT事業の一環として、
呼吸リハビリテーションの普及に期待

帝人の在宅医療事業への取り組み

1971 「酸素富化膜」の研究開始

1982 在宅酸素療法事業開始 （国産第1号膜型酸素濃縮装置「マイルドサンソ」）

1985 在宅酸素療法に健康保険適用

1986 医療用吸着型酸素濃縮装置「ハイサンソ」

1989 「在宅呼吸管理看護研修会（NETT研 ～93）」、「呼吸ケア研究会（～現在）」開催

1991
軽量型携帯用酸素ボンベ「ウルトレッサ」導入
呼吸同調式デマンドバルブ「サンソセーバー」導入
医療関連サービスマーク（マル適マーク）第1号取得

2000 訪問看護ステーション設立 （7カ所）

2003 帝人の持株会社化に伴い、医薬医療事業が帝人ファーマとして発足 （2003年10月）

2006
在宅6販社を1販社へ統合、12支店体制へ（現在：80拠点）
韓国HOT事業合弁会社設立

2008 米国在宅医療機器プロバイダー子会社化

2009 スペインに医療機器合弁会社を設立
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NPO法人日本呼吸器障害者情報センター　理事長

遠山　和子氏
同センターは、呼吸器に障害を持つ患者・家族の
「生活の質」の向上を目的に、1999年に設立。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。全国から、約1,000人の
患者が会員として登録。

NPO法人日本呼吸器障害者情報セン

ターを立ち上げた10年前は、患者のQOL

向上についての認知度が低く、行政からも

医療現場からも事業者からも、何の啓発も

されていませんでした。そこで、私どもは当

初から、患者自身の力でQOL向上の啓発

に力を入れていく活動をしてきました。

呼吸器学会の協力を得て、「呼吸の日」

が制定された2007年から、毎年5月9日に

「ラング・ウォーク（Lung Walk）」というイベ

ントも開催しています。ウォーキングをとお

して、呼吸器患者や関係団体への支援、

COPDを中心とした呼吸器疾患の啓発、禁

煙を呼びかけています。

呼吸リハビリテーションという面では、石

川先生もおっしゃるように、地域格差が非常

に大きいのが課題です。それはやはり是正

してゆかなくてはならないと思います。東

京は、一番患者数が多いわりに、認知度が

低く、普及も遅いようです。工藤先生の複

十字病院のある清瀬市が、昔から多くの呼

吸器患者を受け入れ、生活できる環境を提

供したように呼吸器患者が住みやすい町

がもっと増えればありがたいと思います。

私どもは、全国の患者さんから様々な相

談を受けています。やはり情報センターと

しては、できるだけ患者さんに便利な使い

方や新しい製品など役立つ情報提供をし

たいと思っています。

たとえば、「カニューラという鼻へ酸素を

送る管が寝返りを打つと外れやすいので、

何か方法はありませんか」とか、「耳のあた

る所に負担が掛り痛くなるので、何か工夫

はないでしょうか」といった切実な訴えがセ

ンターへ寄せられます。カニューラは、酸素

を吸入するために必要なものです。しかも、

患者の顔の真ん中にあって、見た人からは

何だろうと奇異の眼で見られますし、患者と

しては、一番気になるものです。それが使

いにくいと感じては、「在宅酸素療法」をす

んなり受け入れるのも難しくなります。

カニューラのこと一つ考えても、まだま

だ工夫・改善が望まれます。一方的に与える

のではなくて、出来るだけ多くの患者の声

を聞き取って対処してもらうのが望ましい

と思います。今は、患者さんの生活も多種

多様です。多くは高齢者ですが一部に働い

ている方もいて、それぞれに生活が違うわ

けです。ですから、携帯電話の機種やサー

ビスを選ぶような感覚で、患者自身が自分

のライフスタイルに合わせて医療機器も

選べるのが本来だと思います。多くの患者

さんが気軽に旅行に行けるようなコンパク

トで軽量かつスタイリッシュな商品も開発

して欲しいと望んでおられます。

帝人の医療機器も、さらに患者さんの

QOL（→P7）を高め、ADL （Activities of 

Daily Living：日常生活動作）が改善される

ようなものをめざして欲しいですね。その

他に受ける相談では、「医療機関が変わって

しまうと、せっかく慣れた機器も本人に断り

なく変えられちゃった」と、お怒りの声もか

なりあります。

患者のニーズにあったサービスを、その

患者自身が選択できるシステムというのを

構築できないのでしょうか。さらに行政面

での課題では、医療費の負担が非常に大き

いという事実があります。在宅酸素療法を

行うような呼吸器疾患を持つ患者は、終生

その機器を使い続けなければなりません

から、高齢になって収入も減ったところで

の、大きな経済負担は大変です。また若い

方は職を失う場合もあります。負担の大き

い医療費の自己負担分を、社会保障制度

の中でみて貰えるようなシステムになると

良いと思っています。

今後も、HOT（在宅酸素療法、→P7）事

業のリーディングカンパニーとして、帝人さ

んの活動を大いに期待しています。

患者の立場より

HOT患者のQOL向上のために、
事業活動のさらなる拡充を

在宅医療は社会的な関心が非常に高い

テーマであり、帝人にとっても本業で真正面

から取り組む大変重要なCSRと位置付けて

おります。そのため、2009年度版CSR報告

書での特集に続き、本年度もステークホル

ダーダイアログという形で取り上げることと

しました。参加いただいた3人の方々からは

国の保険制度や、在宅酸素医療の普及にお

ける地域差等広い視野でのお話に始まり、

実際に使用する際の使い勝手や安全対策

の一層の改良点など多くの貴重なご意見を

頂戴しました。いただいたご意見を参考にし

て、今後の機器開発およびサービス体制の

向上に取り組んでまいります。今後ともご指

導ご支援

をお願い

致します。

第4回ステークホルダーダイアログ（於：帝人（株）東京本社）
開催日時：2010年3月5日（金）10：00～12：00
帝人グループからの出席者：
田井久惠（帝人（株）　CSR企画室長）
高見　謙（帝人（株）　CSR企画室）
岸田遼生（帝人ファーマ（株）　在宅医療業務部）
酒井志野（帝人ファーマ（株）　在宅医療学術部）

ステークホルダーダイアログを受けて
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特集2

製造加工
廃棄

中間製品

製品

使用

原料

リサイクル

回収

環境配慮設計

土地利用（工場建設等）

グリーン調達

環境保全活動

環境配慮設計

環境配慮設計

環境配慮設計

エネルギー資源

再生可能資源

石油化学資源

大気・水域・土壌への化学物質排出

大気・水域・土壌への
化学物質排出

物質の導入・除去
土地改良

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

（生物多様性喪失のリスク）

（生物多様性喪失のリスク）

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

生物多様性の保全について

帝人グループは企業理念のひとつに「地球環境との共生を図り、自然と生命を大切にします」と掲げています。
1992年には「地球環境憲章」を制定し、2007年には「環境経営宣言」を発表して環境経営を展開していますが、
そのなかで「生物多様性」を重要テーマとして位置づけ、積極的に取り組んでいます。

生物多様性への基本的な考え方

事業活動による環境負荷と生物多様性

帝人グループは「日本経団連生物多様

性宣言」の推進パートナーとして、その「行

動指針」に沿った活動を展開しています。

取り組みの基本的な考え方は次のとおり

です。

帝人グループの事業活動を通じ排出さ

れる化学物質、温室効果ガス、廃棄物等の

環境負荷は、生物多様性に影響を与えて

います。「帝人グループの事業活動と生物

多様性関係マップ」を設定することでこの

ことを明確に認識し、生物多様性保全活動

を積極的に展開しています。

帝人グループの事業活動と生物多様性関係マップ

1　 環境経営の推進 
地球環境の維持・環境負荷の低減が「生物多様性」にとって決定的に重要であり、

環境経営を積極的に推進する。

2　 全員参加の活動 
社員一人ひとりの、「生物多様性」への理解と認識を高め、

自主的な活動を支援する。

3　 社会との連携 
地域社会との協力・地域リスクコミュニケーションを通して、

地域の人と自然の関係を大切にする。
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帝人グループの取り組み

環境配慮設計における生物多様性の

保全への配慮「Earth Symphony™

（アース・シンフォニー）」（→P29） 1

環境配慮設計の評価をチェックリストを

用いて実施しています。評価項目の一つ製

造段階における環境負荷低減などにおい

て、生物多様性への影響も考慮に入れて

評価しています。認定製品「テナックス」に

おいても、同様に生物多様性についても評

価しました。

グリーン調達・グリーン購入（→P54） 1

特定物質を含有した調達品の取引先に

対して環境マネジメントシステムの構築確

認・要請を継続的に行っています。また、文

具・事務・オフィス用品等はグリーン購入ガ

イドラインを定めて環境に配慮した商品

の購入促進を図っています。

重金属フリー ポリエステル 1

チタン系触媒を用いた、重金属を全く含

まないポリエステルポリマーを使用した環

境にやさしいポリエステルです。

エコサークル®「ポリエステル製品の

ケミカルリサイクル技術を核とした

循環型リサイクルシステム」（→P32） 1

循環型リサイクルシステム「エコサーク

ル」はポリエステル製品を、製品から原料、

原料から製品へと循環させることで、持続

可能な社会の実現に貢献しています（廃

棄物の再資源化技術）。

水循環をめざした環境にやさしい

水処理技術（→P33） 1、3

「多段型生物処理装置」は、多段の槽の

中に特殊な生物担持体を入れ、その上に

微生物を増殖させた装置に排水を通し、

微生物の効能で浄化する仕組みです。装

置内に食物連鎖が成立するため、従来方式

（活性汚泥法）の微生物処理装置に比べ、

汚泥が発生しません。

環境負荷調査・モニタリング（→P34） 1

環境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などの微量

化学物質の分析や、土壌・地下水汚染状況

調査などを実施し、また環境コンサルタン

ト業務では、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。

スコーロン®虫が刺さずに逃げていく

防虫対策技術の開発 1

「スコーロン」はアース製薬が開発した

防虫剤と帝人グループのナノレベルの接

着技術により生まれた、画期的な防虫ウエ

アです。ウエアにとまった害虫は、触覚と

足の先にある感覚器で防虫剤を感知し、

刺さずに逃げ出すため、殺虫剤・防虫剤散

布の必要がありません。

化学物質規制（→P27） 1

国内外の化学物質規制変化に対して、

迅速にサプライチェーンを含めた化学物

質管理を見直すとともに、情報管理体制

の構築を推進しています。

環境フォーラム 1、2

社員の地球環境への理解や関心を深

め環境意識を高めることを目的に、昨年

は国内拠点13カ所にweb中継しました。

総員参加型の環境コミュニケーション活

動です。

エコマラソン（→P26） 2、3

環境省が提唱している「1人、1日、1Kg 

CO2削減」の評価項目から、日常生活で実

践できる項目を選択し、評価項目としてい

ます。ライフスタイルを変えることにより、1

日どの程度CO2を削減することができるの

か、チャレンジしています。

セミのぬけがら調査（→P57）

（土地の環境調査、気候変動検証） 2、3

環境教育の側面：社員と家族の自然保

護への理解を深めるために行っています。

モニタリング（調査）の側面：セミの種類に

より生息環境が異なるため、継続調査する

ことで、土地

の環境変化や

気候変動を検

証することが

できます。

自然観察指導員の育成（→P57） 2、3

自然を自ら守り、自然を守る仲間をつくる

ボランティアリーダーの育成を行っていま

す。講習を受講した社員は各地において自

然の大切さとその価値を伝えています。セ

ミのぬけがら調査にも参加しています。

帝人グループの生物多様性保全に寄与する技術と製品、活動をご紹介します。

タイトル横の番号は、その活動が前ページの 1 環境経営の推進、2 全員参加の活動、3 社会との連携のどれに該当するかを表したものです。

©AIRBUS
「テナックス®」が
使われている
エアバス「A380」

環境フォーラム
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2009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13回環境コミュニケーショ

ン大賞」において、環境報告書部門「持続可能性報告書優秀賞」

「信頼性報告特別優秀賞」を受賞しました。「持続可能性報告優秀

賞」受賞は、CO2の2020年削減目標と、それに向けた具体的な戦

略が報告されている点や、マイナス情報など透明性の高い情報開

示が評価されたものです。「信頼性報告特別優秀賞」については、

記載データの範囲など客観性を高める取り組みや、他社に先駆け

実績指標全般について第三者保証を受けている点、さらに4人の

外部専門家から意見を求めている点など、誠実な姿勢が評価され

ました。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13回環境報告書賞・サステナビリティ

報告書賞」においても特別賞を受賞しました。

西川産業株式会社と帝人ファイバー株式会社は共同で寝具リ

サイクルの展開をはじめました。リサイクル対象商品は、快適で健

康な睡眠を研究して商品開発を続けている西川産業と、帝人ファ

イバーの技術との融合により、アレルギーリスクの低減をめざして

開発したもので、防ダニ寝具新シリーズ「スーパー セーフティー

ガードナノ」として展開します。これは、帝人ファイバーのリサイク

ルポリエステル繊維を使用した環境配慮型の商品で、使用後に不

要となった場合は西川産業が回収し、「エコサークル」※により新し

いポリエステル繊維に再生されます。

※ エコサークル®：帝人ファイバーが世界で初めて開発したポリエステルのケミ
カルリサイクル技術を核とした循環型リサイクルシステム（http://www.
teijin.co.jp/eco/eco10.html）

2009年12月、帝人グループでアラミド繊維の研究・製造・販売を

手がけるテイジン・アラミド、帝人グループの欧州持株会社である

テイジン・ホールディングス・ネザーランドは、オランダに進出して

活躍している日系企業に与えられる「出島オランダ賞」を受賞しま

した。この賞は、オランダにおける日系企業の貢献に感謝を表す賞

として、400年もの日蘭の歴史の起点として記憶される長崎にち

なみ、2007年に蘭日貿易連盟とオランダ経済省によって創設され

た賞です。オランダのアーネム市に本社を置くテイジン・アラミド

は、2000年から帝人グループの一員としてパラ系アラミド繊維「ト

ワロン」の製造・販売を展開しています。同社は地域社会貢献の観

点から、2002年より「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

ポンサーとなるなど、帝人グ

ループはオランダと深い関

わりを持っています。

2010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・サステナビリティー・ワールド・イン

デックス｣「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・アジアパシフィック・

インデックス」「FTSE4Good」「エティベル・パイオニア＆エクセレ

ンス」に採用されています。日本国内の代表的なSRIである「モー

ニングスター社会的責任投資指数」にも採用されています。また

世界を代表するSRI評価会社であるSAM（Sustainable Asset 

Management）のCSR評価において「Silver Class」を獲得しま

した。とくに社会貢献活動や危機管理、技術革新に関する取り組み

が高く評価されたものです。帝人は化学セクターで格付けを獲得

した唯一の日系企業です。

CSR報告書が「持続可能性報告書優秀賞」
「信頼性報告特別優秀賞」「サステナビリティ
報告書賞特別賞」受賞

西川産業と帝人ファイバーによる「人と環境に
配慮した取り組み」寝具リサイクルの展開

オランダの帝人グループ会社が
「出島オランダ賞」受賞

SRIインデックス採用状況

2009年度の重要報告事項は以下のとおりです。
新たな取り組みや前進した取り組みもある一方で、自主回収など、
お客様にご迷惑をおかけしてしまった事項もありました。

ニュースフラッシュ

出島オランダ賞授賞式
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2009年9月、帝人グループは、「環境」をテーマに開催される

「第22回東京国際映画祭」に従来のレッドカーぺットの代替として

使用される「グリーンカーぺット」を昨年に引き続き提供しました。

この「グリーンカーぺット」には、帝人ファイバーのペットボトルリサ

イクル素材「エコペット※」が100％使用されています。提供した

1,600mのカーペットは、500mlペットボトル約23,000本相当で

す。また、今回提供した「グリーンカーぺット」は、新たな機能として

屋内や高層階でも使用可能な防炎性能を有しています。帝人グ

ループはこのような取り組みを通じて、国内外を問わず、幅広い

方々に「エコ」を身近なものとして意識していただくことをめざし

ています。

※ エコペット：使用済みペットボトルを洗浄・粉砕・溶融して製造したマテリアルリ
サイクルによる再生ポリエステル繊維

インフォコム（株）のEHSグループでは、環境、健康、安心・安全

（Environment, Health, Safety）の頭文字を取った「EHS」を

テーマとした新規事業を展開しています。

その環境プロジェクトの第一弾として、（株）フジテレビジョンと

共同で「フジテレビジョン開局50周年“LOVE THE EARTH 

PROJECT 21”『LOVE THE EARTHコンピレーション・アルバム』

『LOVE THE EARTH LIVE』カーボン・オフセット」を企画し、環境

省平成21年度カーボン・オフセット※モデル事業に採択されました。

このCD『LOVE THE EARTHコンピレーション・アルバム』の製

造には、1枚あたり1.155kgのCO2が排出され、ライブ『LOVE 

THE EARTH LIVE』の開催には、2日間で721kgのCO2が排出さ

れました。これら排出されたCO2を、北海道の森林整備により吸収

されたオフセット・クレジット（J-VER）で

オフセットしました。この取り組みは第

三者認証機関により審査され、認証を

取得しています。

※ カーボン・オフセット：自身のCO2排出量のう
ち、どうしても削減できない量の全部または
一部を、他の場所で実現した削減・吸収量でオ
フセット（埋め合わせ）すること

2009年10月、帝人デュポンフィルム（株）宇都宮事業所は、（財）

とちぎ青少年こども財団が主催する平成21年度「子育てにやさし

い事業所」表彰において、最高賞である「栃木県知事賞」を受賞し

ました。この表彰は、子育てと仕事の両立支援の取り組みを普及

させることを目的に実施しているもので、子育てと仕事の両立の

ため柔軟な雇用管理を行っている栃木県の事業所を対象にして

います。この受賞を契機として、子育て支援を含め、より一層の

ワークライフバランス向上を推進していきます。

2010年4月、メンブレンテック（株）と共同で、中国江蘇省宜興

市の上下水道を管理運営する中国江蘇省宜興市水務建設投資有

限公司と「農村部の集落排水処理設備の整備事業」を推進するた

めの提携契約を締結しました。中国の農村集落排水設備事業に関

して、日中両国の企業同士による提携契約が締結されるのは初め

てのことです。この提携契約に基づき、今後、「MSABP」技術

（→P33）およびメンブレンテック（株）の「膜ろ過」技術を農村集落

排水処理に適した小規模設備に適用するため、宜興市水務建設投

資有限公司とともに、宜興市大港村で実証実験を開始します。

2009年6月、帝人ファーマの超音波骨折治療器「セーフス 

SAFHS 4000J」について、製造元のスミス・アンド・ネフューインク

（アメリカ）より「一部の製品において、超音波を照射する部位に製

造不良が発生したため当該製品を自主回収する」との連絡があり

ました。日本では不具合の報告はありませんが、念のため自主回

収を行いました。対象製品をお使いの方には速やかにご連絡の

上、すべての対象機器を交換させていただきました。また、交換完

了までの間、土・日を含め患者様からの連絡をお受けできる体制を

整え、患者様の安心と安全を確保しました。当該製品をご使用の

患者様には、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びするとともに、

今後はこのようなことがないよう、一層の品質向上に努めます。

東京国際映画祭に「グリーンカーぺット」を提供

インフォコム共同企画による「フジテレビジョン開局
50周年企画」がカーボン･オフセットモデル事業に

帝人デュポンフィルム宇都宮事業所
子育てにやさしい事業所「栃木県知事賞」を受賞

新規事業グループが日中共同の農村集落排水処
理に関する提携契約を民間で初めて締結

超音波骨折治療器の一部製品自主回収

「LOVE THE EARTHコン
ピレーション・アルバム」
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ビジョンと戦略

CSRマネジメント体制
CSRO（グループCSR責任者）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。さまざまなCSR課題を3段階にわけ、
それぞれの段階に応じて、統合的にCSRマネジメントを行っています。

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

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。

CSR推進活動
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。

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。
社会貢献活動

選択的CSR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拡張的CSR

基本的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関連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

企業倫理・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

※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。

CEO ：  Chief Executive Offi cer、
最高経営責任者

CSRO ：  Chief Social Responsibility Offi cer、
グループCSR責任者

CTO ：  Chief Technology Offi cer、
グループ技術責任者

CMO ：  Chief Marketing Offi cer、
グループマーケティング責任者

CFO ：  Chief Financial Offi cer、
グループ財務責任者

CHO ：  Chief Human Resources Offi cer、
グループ人財責任者

CIO ：  Chief Information Offi cer、
グループ情報責任者

CENO ：  Chief Engineering Offi cer、
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
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CSRO　森田義一

CSR先進企業をめざして

2009年度の帝人グループは、世界的大

不況の影響を受けて、減産やコストダウンあ

るいは事業の構造改革といった対応アク

ションに追われました。業績は着実に回復に

向かっていますが、2010年度には強固な黒

字基盤を確立すべく、全社一丸となって努

力を続けています。そして、厳しい経営環境

の中でこそCSR（企業の社会的責任）の重

要性が増すとの認識の下に、多くのステーク

ホルダーの方々との信頼関係の強化をめざ

して、CSR活動の着実な展開を図っていま

す。

まず環境への対応ですが、2009年はコペ

ンハーゲンでCOP15が開催され、地球温暖

化問題が全世界でクローズアップされた年

でした。帝人グループは2007年に“環境経営

宣言”を発表し、環境保全・環境配慮設計・環

境ビジネスの3分野で環境問題への取リ組

みをすすめています。環境保全については

CO2、化学物質、廃棄物の排出量削減に関す

る数値目標を設定し、CO2については2010

年、その他については2011年を当面の目標

年として活動を推進中です。2010年は、目標

達成に向けての取り組みを継続するととも

に、世界の動向を踏まえて新たな目標設定

を検討する年と位置づけています。環境配

慮設計については「Earth Symphony（アー

ス・シンフォニー）」と命名し、原料調達から生

産・販売・使用・廃棄まで製品のライフサイク

ルで環境負荷を軽減する活動を展開してい

ます。また、環境ビジネスについては、バイオ

プラスチック製品や水処理事業の展開がす

すんでいます。

次に、事業の構造改革への対応ですが、

世界の経済環境が激変する中で、一部事業

の縮小や海外移転を余儀なくされました。こ

れに伴う雇用問題に関しては、「社員の雇用

確保に最大限の努力をする」ことを基本方

針とし、労働組合等との議論を重ね、理解と

協力を得ながら対応してきました。また協力

企業の請負業務の縮小については、契約事

項の遵守はもちろんのこと、できる限りの支

援をして対応を図りました。赤字から脱却し、

新たな雇用を創出できるように経営基盤を

強化することが、CSRの観点からも、経営に

とっての最重要課題だと認識しています。

また、事業環境が大きく変化する中で、職

場の安全確保には特に力を入れてきまし

た。その結果、労働災害や火災・漏洩事故等

の発生件数・発生度数率は過去最良の成績

を収めることができました。「安全は全てに

優先する」という経営思想を更に徹底してい

きたいと思います。最後にリスク管理の面で

は、新型インフルエンザへの対応が現実の

課題となり、感染予防策とBCP（事業継続計

画）策定をすすめました。幸い大きな問題に

はならず、将来の新たな感染症に対してもリ

スク管理がすすみました。

2010年はISO26000が発行され、世界の

あらゆる組織を対象とした社会的責任（SR）

のガイドラインが示される予定です。こうし

た動向も踏まえて、CSR先進企業をめざし

ていきます。 2010年6月

CSROを委員長とするグループCSR委

員会を設置し、CSRに関するグループ全

体の重要課題・取り組みについて審議・推

進しています。委員は9つの事業グループ

長（うち8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。グループ

CSR委員会のもとに5つの部会・会議体が

あり、CSRの具体的課題に取り組んでい

ます。

このうち、グループCSR推進部会では、

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

グループCSR委員会
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。2009年7月に実施。

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
・ 監査法人系機関による保証
・ 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
設定
・ グループCSR委員会
へ報告

CSR活動のPDCA
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ビジョンと戦略

2009年度の計画・目標と実績・自己評価
2008年度で中期計画が一旦終了したため、2009年度は各担当部署において
単年度のCSR課題・計画と目標を設定し、その達成に向けて活動を行いました。
2009年度の実施内容・結果と2010年度の課題をお知らせします。

2009年度の課題・計画と目標

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
ガバナンスの定期的見直し

財務報告に係る内部統制の有効性と効率性の調和

CSR共通

社会の要請を把握し経営に生かす
社会と帝人グループにとって重要なテーマを設定し、年に
１回以上のステークホルダーダイアログを実施

ＣＳＲ教育の推進
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

グループ関連部署との協働
CSRスタッフ部会をCSR推進部会に改組し、事業グルー
プ代表を加えて部会を実施。CSR管理指標の策定

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 行動規範・行動基準の周知・浸透の継続（追加教材の企画）

海外の企業倫理活動
海外グループ会社の企業倫理教育の徹底（海外版行動基
準の見直し検討、教材の企画）

ホットラインの運営 ホットライン運営の海外での拡充

リスクマネジメント
リスクマネジメント活動

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

BCP（事業継続計画） 重大リスクを想定した事業グループBCP策定の支援

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、管理体制の充実

地域リスクコミュニケーションの推進

環境

地球温暖化防止への積極的取り組み
CO2の90年対比2010年10％削減目標（国内）および原
単位目標（海外）の達成

化学物質管理システムの強化

新規規制への対応

リスク管理システム構築の検討

化学物質、廃棄物の削減推進、土壌・地下水管理
の維持

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

環境配慮設計
「環境配慮設計ガイドライン」に関する啓発活動の継続と
制度の定着化

※1： ESHはEnvironment（環境）、Safety（安全・防災）、Health（健康）の略称です。
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2009年度の実施内容と成果 自己評価 2010年度の課題 参照ページ

内部統制システム整備に関する決議の改定（反社会的勢力に対する対
応方針の追加）

A 今後も計画的に見直しを実施 P21

2009年6月に内部統制報告書提出 A 財務報告に係る内部統制の有効性と効率性の調和 P21

2009年3月に「在宅医療」をテーマにダイアログ実施 A ステークホルダーダイアログの開催による課題抽出 P7-10

階層別研修の中で教育を継続。第2回環境フォーラムを開催し、Webで
グループ国内拠点13カ所中継。CSRキャラバン未実施

B 環境フォーラムの継続開催 P15

CSR推進部会に改組し事業グループを加えて部会を実施。CSR管理指
標を策定し自己チェックをグループ会社中核8社に実施

A CSR管理指標を国内グループ会社へ展開 P15

階層別研修の中で教育ほか、企業倫理月間中に全員研修を実施。企業倫
理全員研修確認シート実施（昨年までの全員記名アンケートを改良した
もの）、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 P41

企業倫理月間に教育を実施。ポスター配布（英語、中国語、タイ語、インド
ネシア語）、企業倫理月間に教育、中国企業不祥事事例教材を作成

B 海外グループ会社の企業倫理教育徹底の継続 P41

通報相談件数45件に対応し、運営状況の社内情報開示（年2回）を継続 A 活用推進の継続（国内外） P42

新型インフルエンザグループ共通対応指針、発症時マニュアルの策定完
了。地震訓練の実施。EMC訓練の実施

A 地震訓練の実施、地震マニュアルの見直し P43

新型インフルエンザBCPの策定完了 A 事業所グループにおけるBCP策定（地震想定） P43

ESH監査、研修会等を通じた管理の徹底 B 海外での管理の徹底とグループ内での格差是正 P23-24

岩国地区にて予定どおり開催 B 生物多様性に関する地域との連携の組み込み P36

90年対比42％の削減達成（国内）、20事業所中、7事業所で達成（海外） B
2020年目標の見直し検討および海外の原単位目標の
改善

P24-25

関係部署への新規規制に関する情報の提供 B
改正化審法および改正化管法対応。関係部署への教育
および管理物質見直しと、集計システムの変更

P27

システム適用において効率的に効果を発揮させるための方法について
検討実施

C リスク管理システムの基準、マニュアル策定 P27

社内監査を通じ削減に関する認識を定着化。
関係部署への改正土壌汚染対策法に関する情報の提供。
PCB含有機器の減容化実施

B
監査による海外グループ会社での削減推進管理。
改正土壌汚染対策法に関する教育、基準見直し。
微量PCB処理に関する情報収集と残量PCB削減

P28

認定製品分野の拡大と名称の設定 A さらなる浸透活動 P29-30

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　2009年度の計画・目標と実績・自己評価

2009年度の課題・計画と目標

基本的CSR

防災

高リスク設備に対する防災対策
重大事故ゼロ

防災専門チームによる防災支援活動

グループ全体の防災力向上

「防火の日」の活動による防火意識高揚

建物の耐震対策の推進

安全 労働災害防止の確実な推進 グループ3大労災の発生抑制

健康・衛生
メンタルヘルスの予防処置の立案・推進 メンタルヘルス予防対策の立案

有害化学物質による健康障害の防止 ナノ材料などによる新規健康障害への適正な対応

PL（製造物責任）･品質保証 ＰＬ事故・重大クレームの防止

ＰＬ・品質保証単位系の定着化と海外グループ会社への 
展開継続（PL・品質保証単位系の充実、PL・重大品質ク
レーム報告制度の定着化）

サプライチェーンを通じた化学物質管理の検討・推進

拡張的CSR

人財・労働

社員のワークライフバランス推進
ワークライフバランス推進の啓発・理解促進、育児支援制
度の拡大（在宅勤務制度導入会社数増加、利用人数増加）

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・女性管理職比率の増加）

グローバル化への対応（グローバル人事室の設置、コア
人財研修への海外人財の増加）

高齢者（60歳以上）の再雇用、国内グループ会社での再
雇用希望者の雇用率維持

国内グループ会社での障がい者法定雇用率達成

コンプライアンス
国内グループ会社全社での法改正対応

国内グループ会社での有期雇用者の適正配置

購買・物流

管理システム・業務フロー改善とグループ内横展開 基幹システムの計数・購買統合に伴う業務フロー・管理強化

ＣＳＲ調達管理のグループ内拡大・定着化と業界
標準化推進

グループ会社へのCSR調達管理システム利用定着化、海
外ベンダー適用

物流に関するCO2排出量の実績把握。削減対策の実施

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1％以上拠出

絵本を贈る活動

探鳥会・自然観察会のリーダー講習会
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2009年度の実施内容と成果 自己評価 2010年度の課題 参照ページ

重大事故2件発生 C
事故の根本原因究明による再発防止と事故情報共有
化の継続

P35

従来の支援継続、現場管理者・作業者対象防災教育の開始 A より効果的な防災診断によるリスク低減 P35

38事業所において一斉に防火活動を実施、事業所内200部署での防火
点検・改善

A 火災に関する潜在危険の抽出と対策 P36

3階建て以上、1,000m3以上の建物61棟の耐震診断および対策の完了 A
2006年の法改正で追加された危険物を取扱う建築物、体
育館等21棟の対策推進

P36

3大労災防止ガイドラインの作成に着手、ワーキンググループでの素案
作成

B 内容精査し、グループ内への周知・運用を開始 P37

グループ会社との連絡体制の構築・EAP機関の活用強化に向けた見直し B 仕事ストレスの改善推進、遠隔地サポート体制の強化 P38

ナノ材料取り扱いガイドラインの改定 B 化学物質のリスク評価法の策定 P38

構造改革に伴う単位系再構築、必要に応じた特別監査体制の設置 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、特別監査実施による報告制度の定着化

P45-47 

欧州を含む新化学物質規制への適切な対応 A
サプライチェーンを通じた化学物質管理の検討・推進の
継続

P45-47

在宅勤務制度導入会社国内9社（増加なし）、利用者17人（うち男性4
人）、育児休職の有給日数拡大、国内グループ各社での育児休職利用者
数171人（うち男性54人）

B

ワークライフバランス向上のための制度拡大（在宅勤
務制度導入会社数向上、育児支援策拡大等）、次世代法
行動計画内容の継続実施（ワークライフバランス向上
の啓発活動等）

P50

新卒女性総合職女性比率28％（2010年度入社）、総合職女性比率15％
⇒16％、管理職女性比率2.9％⇒3.1％

C
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・女性管理職比率の増加）

P49

帝人クリエイティブスタッフ株式会社にグローバル人事室を設置（ドイツ
人女性が室長に就任）、コア人財研修への海外人財選抜10人→11人
（129人中）

A
グローバル人事室による人事システムの拡充、コア人
財研修への海外人財選抜数の増加

P50

再雇用希望者の再雇用比率92％→65％ C 再雇用希望者の雇用率向上 P51

国内グループ会社（社員を雇用する49社）計の雇用率1.8％、ただし法定
雇用率（1.8％）未達成が11社

C グループ会社での法定雇用率達成 P49

グループ各社の規程、人事制度の定期点検と法改正への対応確認 A
グループ各社の規程、人事制度の定期点検と法改正へ
の対応確認

P52

グループ各社状況の定期点検と確認 B 各社状況の定期点検と確認 P52

システム統合、業務フロー・承認権限見直し等実施 A 基幹システム立ち上げフォロー・二次改善 P53

帝人化成・東邦テナックス利用テスト拡大、海外ベンダーに対するアン
ケート実施

A 取引先のCSR改善支援・フォロー体制強化 P53

物流分野における環境負荷低減対策の実施（積載効率のさらなる向上
への取り組み等）

A 顧客ニーズに応じた物流環境負荷低減対策の実施 P53

社会貢献費用換算10.2億円（経常利益21億円）48.7％ A 金額換算経常利益1％以上拠出継続 P55-58

絵本を贈る活動約120,000円分収集。220冊贈呈 A 絵本を贈る活動の継続、社員ボランティア活動支援の検討 P55-58

自然観察指導員講習会1回、自然観察会7回、探鳥会3回開催 B 自然観察会のリーダー講習会、自然観察会、探鳥会の継続 P55-58

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

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てから、持株会社帝人のもと、
コーポレート・ガバナンス体制の強化を続けています。

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」を

制定、公表。これを踏まえ、独立社外取締役

の選任や独立社外監査役の増員など、社

会環境、法的環境の変化に伴い見直しを

行い、現在は「帝人グループ コーポレート・

ガバナンスガイド」として公表しています。

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（トータル・リス

クマネジメント）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。2009年は4、10月にTRMコミ

ティーを開催しました。

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人の社外ア

ドバイザー（日本人3人、外国人2～3人）と

会長、社長（CEO）で構成し、定例会合を年2

回（2009年は7、11月）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。

内部統制システムについては、会社法に

基づいて、2006年3月に内部統制システム

整備に関する取締役会決議を行い、毎年決

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人程度と定め、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人は独立性を確保した社外取締役と

し、監視・監督と社内的業務の分離のため、

取締役会の議長は業務執行に関わらない

会長が務めることとしています。

監査役会は5人で構成し、独立性を確保

した社外監査役を過半数の3人として、経

営に対する監視・監査機能を果たし対外透

コーポレート・ガバナンス強化の歩み

トータル・リスクマネジメント

アドバイザリー・ボード内部統制

意思決定、業務執行、監視・監督
の分離と強化

議内容を見直し、必要に応じて改定してい

ます。また、財務報告の信頼性に係る内部

統制の強化・体制構築の観点からは、金融商

品取引法に基づいて、毎年、整備・運用状況

を内部評価の上、会計監査人の適正意見を

得て、内部統制報告書を提出しています。

明性を確保しています。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。

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

グループ監査役会

監査役会
合計5人（うち社外3人）

取締役会
合計10人（うち社外3人）

TRMコミティー
（CEO、CSRO、CTO、CFO、

CHO、経営企画部門長）

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

※：責任者略称の解説はP15にあります。
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経済性報告

経
済
性
報
告

社
会
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

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

2009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

究開発費、販売促進費、賃借料、その他の

販管費に属する経費を減じた金額に、独自

集計の社会貢献費用と、環境保全の費用

を加算しています。

社会貢献費用は、その他の販管費に属

する経費と製造原価に含まれる部分の両

方があり、さらに施設開放と社員の役務提

供を金額換算して加算しています。また環

境についても、その他の販管費に属する

経費と製造原価に含まれる部分の両方が

あります。

ステークホルダーへの付加価
値の配分

ステークホルダー 金額（億円） 内　容 備　考
株主 20 配当金 決算短信掲載の数値

社員 542
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） 58 支払利息 決算短信掲載の数値
行政機関（国、自治
体）

78
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 10
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（→P56）

企業（帝人） -379
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 99 環境保全費用 環境安全室集計（→P39）
総額 428

ステークホルダーへの付加価値配分表

株主　3％

社員　67％
　債権者（金融機関）　7％
行政機関（国、自治体）　10％

地域社会　1％　
　
　　環境　12％

総額
428億円

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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環境・安全報告　環境マネジメント

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。
2020年度目標の達成をめざし、全社で環境活動に取り組んでいます。

帝人グループでは、環境（Environment）、

防災・安全（Safety）、健康（Health）をすべ

ての事業活動に関わる重要な取り組みと

位置づけ、ESHとして推進しています。

ESHマネジメントにおいては、企業理念に

基づく「帝人グループ地球環境憲章」「帝

人グループ地球環境行動目標」「帝人グ

ループESH基本方針」を定めています。

また、グループCSR委員会をESH管

理組織と位置づけ、地球環境や地域社会

への環境負荷削減、社員の安全・健康確

保、企業としての社会的責任遂行、社会

の持続可能な発展への寄与に取り組ん

でいます。

グループCSR委員会の統括は、CEOよ

り権限委譲を受けたCSROが担当。グ

ループCSR委員会のもと、事業グループ

ESH委員長、機能スタッフの長を委員とす

るグループESH部会を編成、帝人の環境・

安全室長が部会長を務めています。グ

ループESH部会では、ESH管理に関する

方針、諸施策、活動を審議、決定し、事業グ

ESHマネジメント組織・体制

環境保全に関する中長期目標 （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（2020年度） 中期目標（2010、2011年度）※1

地球温暖化
（CO2削減）

国内 CO2排出量※2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※3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※4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：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：CO2にはメタン、N2Oを含む　※3：単純に焼却したり、埋立処理する廃棄物　※4：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）

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
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環境マネジメント

ESH監査

「ESH監査規則」に基づき、グループ全

体でESHに関する3つの監査を行ってい

ます。ESH監査Ⅰ、Ⅱは事業グループESH

委員長によって行われます。Ⅰでは事業所・

工場等の生産現場での管理状況を、Ⅱでは

事業グループ内の環境活動の状況を監査

します。さらに、CSRO自らESH監査Ⅰ、Ⅱ

の結果をもとにESH監査Ⅲを行い、二重

の監査環境を整えています。

ESH報告会

年に1度のペースで、ESH大会とESH

報告会を行っています。ESH大会は、各事

業グループ内の情報共有や意思の疎通を

図り、より充実したESH管理を行うべく、グ

ループごとに開催。ESH報告会は、CEO、

CSRO出席のもと、各事業グループ長が

ESH管理状況を報告するものです。2009

年度のグループESH報告会は、2009年7

月に開催され、42人が出席。環境・安全室

長による2008年度のグループESH管理

の概況報告や、事業グループ長による各

事業グループのESH活動実績、特記事項

などの報告がありました。

ESH研修会

国内外のグループ会社のESH管理レベ

ル向上をめざしてさまざまなESH教育を

行っています。なかでも、2002年から開始

されたESH研修会には、グループ会社の

社長をはじめ、ESH管理に携わる役員、

ESHスタッフ、ライン管理者が参加。グ

ループESH方針や管理体制、考え方や活

動内容等を学びます。

2009年度は、国内のグループESH研修

会を7月9、10日に大阪本社にて実施しま

した。グループ内各社より、マネジメント講

座に68人、スタッフ講座に63人、専門講座

に51人、のべ182人の受講がありました。

海外については、2009年度は諸般の事

情により延期としました。2010年度には実

施する予定です。

また、ESHに関する法規制への対応を

充実させるため、第9回コンプライアンス

内部監査員養成講座を2010年1月28、29

日に大阪本社にて開催しました。1級、2級

あわせて63人を認定しました。これで、

2005年1月のスタート以降、累計549人が

グループの内部監査員として認定された

こととなります。

ループにおける展開を図っています。

2007年には環境経営宣言に伴い、「環

境憲章」と「行動目標」の改定、地球温暖化

（CO2削減）、化学物質、廃棄物に関する

2020年度目標の設定を行いました。

2020年CO2排出量削減目標の考え方

2009年末にコペンハーゲンにおいて、

気候変動枠組み条約の国際会議COP15

が開催され、帝人グループもオブザーバー

として参加しました。会議では、法的枠組

みの採択までには至らなかったものの、地

球の温度上昇を2℃未満に抑えるべきこと

が認識されました。そのためには、長期的

に温室効果ガスを世界で大幅に削減する

必要があり、すべての主要国の国際的な

枠組みへの参加による低炭素社会への大

きな変革が必要です。

帝人グループは2007年に2020年の

CO2排出量削減目標を設定しました。現在

は、国内で1990年対比2010年までに

10％以上、2020年までに20％以上の目

標を掲げてCO2削減に取り組んでいま

す。2010年目標は確実に達成できる見込

みですが、2020年目標については、2010

年目標達成後に改めて、長期事業計画や

日本政府の方針、2050年低炭素社会実現

のための国際的枠組み等を踏まえて見直

しを図る予定です。また海外についても、

国内と合わせて見直しを行う予定です。

さらに、自社の製造段階だけではなく、

ESH監査、報告会、研修会

製品のライフサイクル全体で環境負荷を

捉え、LCAベースでCO2削減に努めます。

原料調達から、製造・販売・使用・廃棄という

製品のライフサイクルで環境負荷を低減

するべく製品の「環境配慮設計」を進め、

関係先と連携を取っていきます。また、「環

境ビジネス」の拡大によっても低炭素社会

の実現に貢献していきます。

ESH監査の概要と監査者
監査の概要 監査者 2009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19、海外8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 9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
9事業グループ、個別管理会
社対象に実施
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ライフサイクル全体で環境負荷を低減
帝人グループの環境経営3本柱のひとつは「環境保全」です。
CO2削減、化学物質排出削減、廃棄物の管理・削減についてライフサイクル全体で
環境負荷を把握し、積極的な環境負荷低減施策を展開しています。

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、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っています。ま

た、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

ギーによりCO2削減を進めてきましたが、

あわせて景気後退による生産量の減少に

より前年度の177万トンより14％の減少

で、152万トンとなりました。これは1990

年度比では42％の減少となり目標を達成

している状態です。引き続き生産量変動に

よる排出量の変動の見極めを行っていき

ます。

一方、海外グループ会社では、燃料転換

や南通（中国）での配管放熱ロス削減をは

じめとする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

が、昨年度は生産量の減少により原単位

は悪化しました。2010年度目標に対して

は、20事業所中7事業所が達成するに留ま

りました。CO2排出量は134万トンとなり、

前年度より15％の減となりました。また、

欧州でのEU-ETS ※については、現在帝人

の事業所は対象となっていませんが、今後

のポスト京都の制度改正の動向に注視し

つつ、対策も進めていきます。

帝人グループは、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

燃料など再生可能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

を進めています。

2009年度は、松山事業所における循環

水ポンプのインバーター化等の省エネル

評価する制度などを導入し、易リサイクル

性、リユース性の追求や、新たな機能の開

発など、製品における環境負荷削減も推進

していきます。

※EU域内排出量取引

帝人グループの環境負荷

気候変動問題への取り組み

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

2006-2010年度目標

INPUT
投入量

OUTPUT
排出量

帝人グループ

海水使用量
1.25億t

淡水使用量
0.91億t

エネルギー
40.3×106ギガジュール

取扱化学物質
179.4万t

総排水量
1.96億t

非有効活用廃棄物
0.62万t

CO2

286万t
環境排出化学物質

2,676.5t

製造加工 廃棄

中間製品 製品 使用

原料 リサイクル 回収

2009年度帝人グループの環境負荷
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環境保全

（年度）
06 07 08 09

30,000

0

10,000

20,000

1.10

1.00

0.90

0.80

（トン-CO2）
■CO2排出量　－原単位指数（06年度＝1）

0.9280.930

0.963
1.000

27,987 27,576

21,823
19,260

帝人グループ特定荷主のCO2排出量と原単位の推移

動を進めています。

2009年度は、オフィスが昨年度より5％

減の1.6万トン、車両は昨年度とほぼ同様

の8,300トンとなりました。中でもインフォ

コム（新横浜）では、廃熱ボイラー等の設

備更新により、前年度対比21％の削減と

なりました。

物流分野における環境負荷低減

物流における環境負荷の低減に継続的

に取り組んでいます。帝人グループにおけ

る物流分野で負荷が大きい特定荷主に該

当する事業会社は帝人ファイバー、帝人

デュポンフィルム、帝人化成の3社です。

2009年度は前年度対比CO2排出量で2.6

千トンの削減、原単位で0.3％の改善にと

どまり、2009年度目標である前年度比

1％以上の改善を達成することができませ

んでした。この主な原因のひとつは、船舶

輸送対象製品の需要減等で環境負荷の少

ない船舶の輸送量が前年度比16.2％減と

なったことです。しかし、基準年度（2006

年度）比では7.2％の改善となりました。

2009年度はトラック積載効率向上を狙

い、大口顧客向けの一部で顧客のご協力

を得て、従来、品質保持の観点から困難で

あった積載方法の検討まで踏み込みまし

た。輸送テストを繰り返した結果、積載量

を2倍にすることが可能となりました。

また、リーマンショック以降、受注の小口

化、多頻度化で輸送の工夫が以前にも増

して必要になっているため、積載効率を向

上する工夫にも努めています。

その結果、トラック輸送でのエネルギー

消費原単位（KL／トンキロ）は前年度比

2.5％改善、基準年度（2006年度）比では

7.9％の改善となりました。引き続き、モー

ダルシフト、輸送効率化等物流分野におけ

るさらなる環境負荷低減をすすめていき

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、7月～9月までイントラ上にお

いて2年目となる「エコマラソン2009」を

展開しました。

今年度は、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」の2コースとし、

「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

1kgCO2削減」の評価項目と同じ内容より

選定することとした。ライフスタイルコー

スの参加者は232人でした。2010年度は、

より多くの社員が参加できるよう、新たな

取り組みを企画する予定です。

なお、グループ全体では、286万トンとな

り、前年度より15％の減少となりました。

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進めていた自社

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

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

削減も進めていきます。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

替えることとし、併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。

2008年度よりオフィスと業務用車両の

CO2排出データの収集を行っており、昨年

度からは各所にて削減目標を設定して活

（年度）（基準年）
05 0690

400

300

200

100

0

（万tCO2）
■国内　■海外

350 （1）
335

（5）
352

07 08 09

（6）
348 （8）

334
286

生産におけるCO2排出量の推移

海外のN2O排出量を追加計上したことに伴い、
2005年度以降のデータを遡及修正しています。上
記グラフ（　）内の数値は、今回加算した海外の
N2O排出量（内数）を示しています。。電力のCO2

排出係数は、0.555kg-CO2/kWhを使用
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帝人グループでは、化管法※1第一種指

定化学物質（354物質：2008年改正前）と

日本化学工業協会が指定する化学物質

（280物質）から重複指定を除いた480の

化学物質を対象として、環境への排出量

削減に取り組んでいます。

国内グループ会社では、環境への排出

量削減に加え、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年度末までに2000年度対比50％

以上削減（1998年度対比では、72％以上

削減）という目標を定めています。また、

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。

※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

2009年度のSOx排出量は、国内グループ

が、0.51万トンと前年対比13.6％の減少

となりました。海外グループは0.22万トン

で前年度対比26.7％減少となりました。グ

ループトータルでは、0.73万トンと前年度

対比18.0％減少となりました。

2009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0.75億トン、海外グループ

が0.16億トンで、合計0.91億トンとなりま

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1.25億トンも加えたグループの総排水

量は1.96億トンと、前年度対比7.0％削減

となりました。

排水に伴うCOD負荷量（化学的酸素要

求量）とBOD（生物化学的酸素要求量）

は、国内グループ、海外グループ合計797

トンで、生産調整および排水処理方法の

変更により、前年度対比16.1％減少しま

した。

化学物質の排出状況

2009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1,349トンで

前年対比25.2％減少、海外では一部設備

不調により1,328トンで前年対比23.1％増

加となり、グループ全体では7.2％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、22.3％削減でした。

なお、環境排出量の内訳は大気の排出

が、94.7％、水域への排出が5.3％であり、

埋立ならびに土壌への排出はありません

でした。化管法第一種指定化学物質の排

出量は、2009年度1,941トンと、前年度に

対しほぼ横ばいとなりました。

一方、国内のVOC排出量は、2009年度

は、1,284トンとなり、2000年度対比では

62.4％の削減となりました。

大気、排水（COD、BOD）負荷

帝人グループにおける燃料使用に伴う

化学物質の排出削減

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

国内： VOCの排出量を2010年度までに2000
年度対比50％以上削減

2006-2011年度目標

0605
（基準年） （年度）

4,000

3,444 3,283
2,883

2,677

07 08 09

3,614

3,000

2,000

1,000

0

（t） ■国内　■海外

中期目標

総排出量
2,677t

アセトン　3.0%
　メチルアルコール　2.9%
　　キシレン　2.7%
　　　プロピルアルコール　2.4%
　　　　トルエン　2.3%
　　　　　その他　8.0% ジクロロメタン

（塩化メチレン）
54.5%

N,N-ジメチル
ホルムアミド　7.9%

メチルエチルケトン
8.4%

Nｰメチル
ピロリドン
4.8％

テトラヒド
ロフラン　
3.2%

赤文字は化管法第一種指定化学物質 （年度）

1.03 1.03

0.89

0.73

05 06

0.950.950.95

07 08 09

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

0

（万t） ■国内　■海外

化学物質の排出量推移 2009年度の化学物質排出量上位10物質の内訳 SOx排出量推移
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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。2020年度

の長期目標では、1998年度対比85％以

上削減することをめざしています。

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

帝人グループでは、2006年度に土壌・地

下水汚染防災ガイドラインを制定しまし

た。これに基づき、国内外での事業活動に

関して使用している土地・地下水の汚染防

止に努めています。今後も、引き続き汚染

の防止、適正な処理を図っていきます。

帝人ネステックスでは、石川県にある大

聖寺工場（2005年度封鎖）跡地で自主的

な土壌調査を行い、敷地の一部汚染を発

見。県、市の指導のもと、2008年12月に土

壌浄化工事を終了し最終報告を行いまし

た。その後、地下水の定期的なモニタリン

グを継続し、問題のない事を確認するとと

もに、県知事への報告を行いました。

目標としています。

2009年度のグループの非有効活用廃

棄物量は、総排出量10.0万トンに対し

0.62万トンと6.2％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65％の削減となり、中期目標を達

成しました。今後もこの状態の維持に努め

ます。国内の非有効活用廃棄物量は、542

トンと前年対比30％の削減となり、帝三製

薬とテイヨー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14事業所・工場

となりました。また、海外では非有効活用

廃棄物量は、0．57万トンと前年対比19％

の削減となりましたが、ゼロエミッション達

成事業所・工場は、前年同様の3事業所・工

場でした。国内で有効活用がかなり進んで

いるのに比べ、海外は遅れているため、今

後注力していきます。

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

廃棄物の管理・削減 土壌・地下水汚染の防止と浄化

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

2006-2011年度目標
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05

（基準年）
06

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（t） ■国内　■海外

中期目標

17,97417,97417,974

12,225

7,780
6,240

07 08 09

9,977

（年度）

0.99

2.12

1.00

2.15

0.97

2.11

0.91

1.96

05

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

（億t）

06

1.02

2.12

07 08 09

水の使用量
■国内
■海外

総排水量
■国内
■海外

（年度）

950

797

1,195
1,113

05 06

1,062

07 08 09

1,500

1,000

500

0

（t） ■国内COD　■国内BOD
　■海外COD　■海外BOD

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
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環境配慮設計ガイドライン・認定製品の展開
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。
2009年度は、チェックリストに「IT／サービス用」を追加し、さらなる展開を図りました。
社会一般にも認知を広げるべく、環境配慮設計認定製品を「Earth Symphony™」と名づけました。

帝人グループでは、環境配慮設計を環

境経営の3本柱のひとつに位置づけてい

ます。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

SOxの排出など）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評価を行い

ます。専用の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。環境負荷低減のための諸

対策を検討し、その結果を製品や生産プロ

セスの設計に反映します。これらの評価項

一定以上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・IT／サービスに関しては、各担当部

署の部署長がチェックリストを用いて自己

評価を行います。5段階で評価します。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。

その後、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環境

配慮設計推進専門部会に審査申請します。

環境配慮設計推進専門部会で審査し適合

したものを環境配慮設計推進専門部会議

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。

ガイドラインの見直し

状況に合わせ、ガイドラインの見直しを

定期的に行っています。これまでのガイド

ラインは、「原料素材用」「完成品用」の2

種類のチェックリストしかありませんでし

た。2009年度の見直しでは、IT事業グルー

プの中核会社と推進専門部会が協力し、IT

／サービス用のチェックリストを加えた形

にガイドラインを整備しました。この結果、

IT事業グループから「仮想化ホスティング

サービス」を新たに認定することができる

ようになりました。

認定対象領域の拡大

2008年度までは、中核会社の既存製品

を評価した結果、20製品群、1生産プロセ

環境配慮設計とは

環境配慮設計認定制度

目には、化学物質の安全性についてなど、

生物多様性への配慮も含まれています。

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

　② 省エネルギー 

　③ 省資源 

　④ 環境保全 

　⑤ 情報の提供  

　⑥  製造段階における環境負荷低減 

　・ 上記6つの大項目のなかに、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」、「IT／サービ
ス用」の3種類にわけて評価
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環境配慮設計活動へのコメント

帝人グループでは、IT／サービス用チェッ

クリストの追加など「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、現在進めている環境配慮設計の活動

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。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

帝人グループにおける環境経営の大きな

柱である環境配慮設計については、ガイドラ

インの制定以来の2年間で普及・実践が進

み、大きな成果を上げていることがわかりま

した。対象分野をIT／サービス分野まで広

げ、新たに展開する事業分野の製品/サービ

スについても上市前に環境配慮設計に取り

組んでいることは大いに評価できます。研

究開発・製品開発の段階から環境配慮の視

点を持つことは、これからの世界における競

争力になることでしょう。

一方で、幅広い事業分野を持つグループ

内では、トップダウンの一律の手法ではなく、

事業毎に自主的な目標設定や手法提案を

行っていく活動もすすめていただきたいと

思います。このためには、事業分野ごとの専

門家の意見をいただいたり、事例研究をさ

れることも必要だと思います。

さらに、調達部門や営業部門を通して、グ

ループを超えたサプライチェーン全体での

環境配慮設計にも展開していただきたいと

思います。とくに素材分野での環境配慮設

計は、ユーザーと協調してチェーン全体での

エコファクターの向上努力を社会にアピー

ルすることも必要でしょう。「エコサークル」

における衣料品メーカーとの協調は、消費

者にもわかりやすい良い例といえます。サプ

ライチェーンによる取り組みとしては、カー

ボンフットプリント制度が推進されており、こ

の役割をよく理解し、単に顧客要求への対

応だけではなく、積極的に提案するようなビ

ジネスも期待しています。

社内からの提案によって名付けられた

「Earth Symphony（アース・シンフォニー）」

という名称やシンボルマークの制定は、社内

外に成果をわかりやすく示すために大きな

効果があると思います。しかしながら、市場

では多数の環境ラベルが利用されており、

消費者に浸透し販売に結びつくまでは、長期

的な戦略が必要と思います。これからの展

開を楽しみにしています。

今後も、社内の自主的な取り組みと、様々

な分野の専門家やステークホルダーからの

意見を取り入れながらPDCAを進められる

ことが、活動をより高いレベルに持っていく

ことになると思います。

2009年度に国内で社内公募を行った

結果、環境配慮設計に認定された製品を

「Earth Symphony（アース・シンフォ

ニー）」と名づけました。この名前には、「環

境に配慮した企業活動を通じて、地球環境

との調和を図ること」という意味を持たせ

ています。今後は、認定証の発行、ロゴ

マークの添付など具体的な運用方法も検

討します。

この統一ブランドのもと、社内だけに留

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

スが環境配慮設計・プロセスとして認定さ

れていました。2009年度からは、全事業グ

ループ会社に対象を拡大し、それに伴い

認定領域も拡大しました。結果、25製品

群、1生産プロセスが認定されることとな

りました。流通・製品事業グループ、IT事業

グループからも環境配慮設計製品が認定

されました。既存製品のみでなく、新しく

設計されたものにも認定製品ができるな

ど、着実に活動を推進しています。

これからは、さらに活動を浸透させ、製

品のライフサイクルの観点からも国内外

の既存製品の見直しをすすめると同時に、

環境配慮設計製品の開発に努めます。

まらず広く社会一般にも定着を進め、多面

的活動をグローバルに展開していきます。

東京大学大学院
工学系研究科教授
平尾雅彦氏

このマークは、「帝人グループ環境配慮設計ガイドラ
イン」に基づき、環境に配慮した企業活動を通じて、
地球環境との調和を図ることをお知らせするための
マークです。
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2009年度の主な環境配慮設計認定商品

Topics

評価されました。信頼性、拡張性、省エネ効

果も高い仮想化基盤を活用して提供するコ

ストパフォーマンスに優れたサービスです。

仮想化ホスティングサービス

IT事業グループ インフォコムの仮想化ホ

スティングサービスが環境配慮設計製品と

して認定されました。おもに、省資源性能が

バイオポリカーボネート

樹脂事業グループ、帝人化成のバイオポ

リカーボネートが新規設計製品の中から環

境配慮設計製品として認定されました。主

に植物由来原料を用いた省資源項目にお

いて評価されました。この製品は植物由来

原料を用いた非晶性プラスチックで、石油

由来のポリカーボネート樹脂と特性・性能が

酷似しており、高透明性、高耐熱性、高剛性

も兼ね備えています。

レフテル®

流通・製品事業グループ ＮＩ帝人商事の窓

用高透明熱線反射・断熱フィルム「レフテ

ル」が環境配慮設計製品として認定されま

した。主に使用時の省エネ性能が評価され

ました。優れた機械的、化学的特性を持つ

帝人デュポンフィルムのポリエステルフィル

ムに超極薄膜をスパッタリングし、多層膜と

することにより光や熱の選択透過膜として

の機能を発揮し、アルミ蒸着フィルムや着

色・近赤外線吸収材などでは得られない明

るさと耐久性・熱遮断性を備え高透明であ

りながら年間を通じた省エネが可能です。

室内を明るく保ちながら高い熱遮断性から

窓近傍の環境改善をし、室内空間の快適環

境をつくります。

仮想化ホスティングサービスの仕組み

環境配慮設計製品・プロセス認定リスト（赤字は2009年度新しく認定・見直し）
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、プリンタお
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）

バイオポリカーボネート 植物由来原料を用いたPC（原燃料転換によるCO2削減）

TFJ

エコペットプラス® ケミカルリサイクル技術で再生されたポリエステル繊維
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

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 自動車用ベルト補強（軽量化・減容化）

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 省エネ型酸素濃縮器（質量バランス、消費電力、軽量化）
ハイサンソ®3R 省エネ型酸素濃縮器（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（スチール代替：軽量化、高性能化）

炭素繊維（テナックス®）

風力発電用ブレード （ガラス繊維代替：使用時の省エネ、省資源）
航空機用途：内装材等（ガラス繊維代替：使用時の省エネ、省資源）
航空機用途：構造材等 （ジュラルミン代替：使用時の省エネ、省資源）
圧力容器ボディ用途（ガラス繊維代替：使用時の省エネ、省資源）

NITS レフテル® 窓用高透明熱線反射・断熱フィルム（省エネ）
Info
com

仮想化ホスティングサービス
（n:1）

1台のサーバに複数の異なったOSとアプリケーションを稼
動させるサービス（省エネ、省スペース）

帝人 PETリサイクル（DMTまで） 石油からの生産に比べてCO2排出量を大幅に削減

TCL：帝人化成、TFJ：帝人ファイバー、TTP：帝人テクノプロダクツ、TDFJ：帝人デュポンフィルム、TPM：
帝人ファーマ、TTJ：東邦テナックス、NITS：NI帝人商事
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、DMT：テレフタル酸ジメチル

透明性に優れたバイオポリカーボネート

トップライト：明るく熱遮断し快適空間を創造

インターネット/専用線

インフォコムデータセンター

仮想化ホスティング基盤
●最新の仮想化テクノロジーを駆使した高信頼仮想サーバ環境

●万全のセキュリティ
●ISO27001取得

●24時間365日常時監視
●ISO20000の高信頼運用サービス

サービス事業者

仮想専用サーバ

ストレージ
（高速タイプ）

ストレージ
（中速タイプ）

セキュリティ

エンドユーザー

監視・運用サービス
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環境・安全報告　環境ビジネス

3つの循環からなる環境ビジネスの発展
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」です。
帝人グループがこれまでの歴史のなかで培った技術を駆使し、資源循環や水処理技術、
モビリティー軽量化など、世界の課題に貢献するビジネスを展開していきます。

帝人では、1992年に「帝人グループ地

球環境憲章」において社会に対し、「環境

負荷を低減させる製品・サービスの提供」

を宣言しました。2007年発表の「環境経

営宣言」では「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、環境ビジネスの対象を明確化するこ

とで、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、2009年4月に発

表した「経営基本方針」では、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・エネルギー創

生等の分野でソリューション提供を行う

「グリーンケミストリー」と「ヘルスケア」に

よる持続的な成長をめざす方向性を明確

にしました。

これからも、CO2削減に貢献する素材・

製品、排水の循環・再利用を目指した水処

理技術を通じて、低炭素社会の構築や世

界の水ストレス（水資源不足）の緩和に貢

献する技術・製品の開発・普及をさらに加

速させていきます。

帝人の環境ビジネスのキーワードは3つ

の循環です。石油資源を用いた製品のリ

サイクル、炭素の自然循環を用いた再生

可能バイオプラスチック、そしてエネル

ギー消費の少ない生物利用による排水の

循環・再利用です。

ポリエステル製品のケミカルリサイクル

「エコサークル®」

「エコサークル」は、帝人が世界ではじめ

て開発した「ケミカルリサイクル技術を核

とする循環型リサイクルシステム」です。

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、帝人で

はポリエステル製品のリサイクルを開始し

ました。まずは、PETボトルから再生したリ

サイクル繊維「エコペット」の販売を開始。

その後、リサイクル対象をポリエステル製

品全般に拡大し、終わりのないリサイクル

の実現をめざして、ポリエステル製品を高

純度の原料にまで再生するケミカルリサ

イクル技術を確立しました。ポリエステル

製品をケミカルリサイクルすることによ

り、品質の劣化なく、何度でも新たな製品

として再生することができます。廃棄物の

削減効果に加え、石油から新しくポリエス

テル原料（DMT）を作る場合と比較して、

エネルギーの消費量やCO2排出量を約

80％削減できます※1。

また、ポリカーボネートのケミカルリサ

イクル技術も確立しています。将来的に

は、お客様と協同で、リサイクルしやすい

製品の開発、回収システムの確立をめざ

し、循環型社会に向けてさらなる貢献をし

ていきます。

帝人グループの環境ビジネス 3つの循環

3つの循環（具体例は次ページ）

終わりのない資源循環へ

ポリエステル製品のリサイクル
再生可能な資源を利用した

バイオプラスチック

高耐熱ポリ乳酸

WPT事業
総合排水処理ソリューション

水循環をめざした環境にやさしい

水処理技術

ユーザー
使用

使用済製品ポリエステル
製品

ポリエステル
原料

新原料
リサイクル

回収

固定

再利用

CO2

植物廃棄処理

製品
バイオ

プラスチック
製造

工業用水／
上水

河川／下水
（放流）

河川／下水

産業廃水／
下水

生物処理
（MSABP®）工場／家庭

膜処理
高度処理
（HiPOx®）
（ELCATTM）

※1　 出典：経済産業省「繊維製品のLCA調査報告
書」。CO2排出量は焼却を加えた場合。

バイオプラスチック

トウモロコシなどのバイオマスを原料と

する植物由来プラスチックは、CO2の自然

循環プロセスを用いており、カーボン

ニュートラルな素材です。原料である植物

が成長段階でCO2を吸収しており、使用後

に燃焼してもそのCO2は自然界に循環し、
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帝人グループの炭素繊維やポリカーボ

ネート樹脂は、鉄やアルミといった従来の

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

排出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」のフロアビーム（床下の強化桁

材）や風力発電用のブレード（羽根）に採用

されています。一方、ポリカーボネート樹

脂は、新幹線N700系や自動車窓に採用さ

れはじめています。軽量化によるCO2排出

排出ゼロとみなされます。帝人グループの

開発した高耐熱ポリ乳酸「バイオフロント」

は、ステレオコンプレックスという特殊な

構造をもつことで、耐熱性、耐久性、成形

性に優れ、エンジニアリング・プラスチック

並の性能を有し、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。また、バイオマス原料を用いた新し

いポリカーボネート樹脂の研究開発にも

取り組んでいます。

生物プロセスによる排水循環・再利用

安全な水を飲めない人の数は世界中で

10億人とも言われています。世界各地で

水不足・水質汚染が深刻化しており、水を

めぐる争いも起こっています。帝人の水処

理事業のコンセプトは「排水の循環・再利

用」です。中核技術である多段式生物処

モビリティー※の軽量化への貢献

理装置「MSABP」は、微生物の食物連鎖

を利用して、排水を浄化することから、余

剰汚泥の発生が抑制でき、一般的な活性

汚泥設備に比べ、省エネルギー・低コスト

といったメリットがあります。また、排水の

再利用のための高度技術として、電解-触

媒式処理装置「ELCAT」や、過酸化水素添

加多段オゾン処理装置「HiPOx」、炭素繊

維による生物処理などの技術も備えてい

ます。

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

バイオフロント®を使用した製品

「エコサークル®」にご賛同いただいているメンバー企業数は国内外130になりました（2010年3月現在）。

産業排水・生活排水

生物処理

MSABP®

高度処理

ELCATTMHiPOx®

河川・下水（放流）

前処理

膜処理

（例：ろ過、浮上分離、凝集沈殿）

再利用

工場・家庭

帝人の水事業コンセプト・技術



34TEIJIN CSR Report 2010

経
済
性
報
告

社
会
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

環境ビジネス

樹脂窓：熱線吸収ポリカーボネート［軽量化］

内装材／カーシート：
バイオポリエステル［バイオ素材］

構造部材：炭素繊維複合材（CFRP）［軽量化］

生まれ変わった

帝人コンセプトカー“PU_PA”

2代目は、“PU_PA EV※”。その名が示

すとおり、電気自動車仕様です。一代目同

様、帝人素材を最大限に採用し、実走行可

能な剛性も備えています。また、一体成形

等の技術を用いながら、部品の統合（モ

ジュール化）を図り、部品点数を大幅に削

減。車体重量は437kgと、一般的な従来

型電気自動車の約1／2です。

※PU_PA：英語の「さなぎ」の意。

Topics

帝人エコ・サイエンスは、環境調査、環境

分析、環境コンサルティングの3部門の連

携により、総合的に環境問題に取り組んで

います。土壌分析や水質分析、大気分析及

びダイオキシン類等の微量化学物質の分

析結果を高い信頼性でご提供するととも

に、環境問題についての解決策をご提案し

環境負荷調査・モニタリング
削減効果に加えて、樹脂によるデザイン性

の向上といった効果も見込めます。

素材による軽量メリットをお客様に的確

にお伝えし、今後よりいっそう地球温暖化

の抑制につながるソリューションを提供し

ていきます。

※自動車・航空機・鉄道等輸送機器

ています。さらに、帝人グループの構造解

析技術をベースとして、透過型電子顕微鏡

（TEM）による「アスベスト無害化判定法」

を環境省の期待に応え確立しました。この

分析法は日本において数社しか対応でき

ない特殊な技術です。帝人エコ・サイエン

スは、安心で信頼できる環境ソリューショ

ンを提供することで、安全で豊かな社会形

成に貢献しています。

風力発電ブレード

炭素繊維LCA（炭素繊維協会モデル）
CFRP（炭素繊維プラスチック）利用によるCO2削減効果（LCA）

炭素繊維1tあたりのCO2削減効果

自動車
CO2排出量
（t／台）

航空機
CO2排出量
（t／機） ※構造部材（エンジン・内装品を除く）

従来車

30％軽量化
CFRP17％適用 5.1

1.2

0.8

26.0

20.2

0.3

0.3

従来機

20％軽量化
CFRP50％適用※

700

900

3,800

3,000

390,000

364,000

－

－

原料・
素材製造

組立
走行・運航
（10年間）

廃棄

CO2削減効果
（10年）

-5t

CO2削減効果
（10年）

-27,000t

自動車での
CFRP適用

航空機での
CFRP適用

炭素繊維製造時の
CO2排出量 20t

▲50t

▲1,400t

20t

ライフサイクルでの
CO2削減効果
（製造時含む）

炭素繊維製造時の
CO2排出量

ライフサイクルでの
CO2削減効果
（製造時含む）

算出条件は以下の通り。
自動車　 車体重量：1,380kg（ガソリン車、4ドア、FF／出典：自動車工業会）、実走行燃費：9.8km/l（出典：自動車工

業会）、生涯走行距離：9.4万km（平均使用年数10年、出典：国土交通省）
航空機　 機体：中型旅客機（B767）国内線仕様、運行：国内線（羽田－千歳間500マイル）、生涯運行距離：年間

2,000便×10年（出典：全日空）

自動車・航空機にCFRPが採用されることで抑制されるCO2排出量は、
炭素繊維製造時のCO2排出量を上回ります。

航空機： CFRP50％適用、20％軽量化  ➡  年間1機当たり2,700tのCO2削減効果

自動車：CFRP17％適用、30％軽量化  ➡  年間1台あたり0.5tのCO2削減効果
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地域の皆様の安心と社員の安全、健康のために
防災・安全・健康管理のために、PDCAフローを定め、その運用を徹底しています。
防災専門チームによるグループの防災力向上、ガイドラインの運用による防火対策のほか、
地域の皆様とのコミュニケーションを高める努力も続けています。

防災管理

帝人グループは、爆発・火災や漏洩・流出

等の事故ゼロをめざし、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、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、2009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。しかし、残念ながら2件の

漏洩事故を発生させてしまいました。2件

とも危険物が工場の防液提内に漏洩した

ものです。幸い火災や外部漏洩には至り

ませんでしたが、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のプラントが対象です。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。2009年度は5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、2008年から本格実施をはじめた

ミニ防災診断は、危険物貯蔵所、可燃物置

場、ボイラーなどの小規模な火災危険場

所を対象として火災リスクを下げる活動で

す。2009年度は8事業所で実施し、小規模

な事業所等においても、防火管理強化を

図っています。

防災専門チーム活動

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。

2009年は、防災診断、防災管理技術の

支援のほか、帝人グループで過去に発生し

た事故やヒヤリハットを教訓とした「帝人

グループ防災ベカラズ集」を編さんし、関

係各所へ配布しました。これを防災教育の

防災対策

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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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

新和合繊 管理者による防火巡視 南通帝人（中国） 防災訓練 大阪本社での消火訓練
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防災・安全・健康パフォーマンス

防災診断報告会の様子

防災診断報告会

防災診断報告会は、前年度に防災診断を

実施したプラントが、実施内容を防災担当の

CSRO補佐に報告するものです。2009年は

8月6日に帝人化成三原工場で実施しまし

た。グループ内での注目度も高く、各事業グ

ループのESH委員長や各事業所長をはじめ

とする50人以上の管理者が参加し、活発な

質疑応答を行いました。

Topics

帝人グループは、地域へのESH活動に

ついての説明責任を果たすとともに、「よ

り開かれた事業所」として親しまれる存在

となることをめざし、地域とのコミュニ

ケーションに取り組んでいます。

この活動は2001年4月の化管法施行を

契機に開始され、国内主要事業所で近隣

の自治会代表や学校関係者、自治体など

の方々を招いて、化学物質管理の状況、環

境保全・防災などESH管理の状況の説明

や、工場見学を通して地域の方との対話を

行う形ですすめています。

国内の主要事業所のある地域6カ所8

事業所・工場において、2年に1回の頻度で

開催することを目標としており、2009年度

は岩国地区等において工場見学とともに

説明会を開催しました。

地域リスクコミュニケーション

※ Teijin group Chemical Accident Prevention 
specialist team

教材として活用しています。

また、事故対応として、事故発生部署の

再発防止対策指導や、帝人グループ内へ

の水平展開の内容を検討しました。

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棟について全棟の耐震補強

改修・撤去を完了しました。

また、2006年に改正された耐震改修促

進法に基づいて追加した、21棟について

は、耐震補強改修・撤去等の対策を計画的

にすすめています。

防火対策

2008年に制定した「建物の防火対策ガ

イドライン」の計画的な運用を行っていま

す。このガイドラインは、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

社では、本ガイドラインに則り活動を推進

しています。

岩国地区の説明会

（年度）
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防災診断実施プラント数の推移

※ ミニ防災診断は2007年試行、2008年より本格
実施
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環境・安全報告　防災・安全・健康パフォーマンス

帝人グループは、2008年に策定した中

期計画において「休業災害度数率を0.3以

下に維持する」という目標を設定しまし

た。2009年の休業災害度数率は、0.25と

なり、2008年に続いてこの目標を達成す

ることができました。国内の休業災害度数

率においても、0.26となり、2009年の国

内の化学工業平均値0.72以下を維持・継

続しています。

また、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。

労働安全への取り組み

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、この仕組みによっ

て作業リスクを低減しています。2010年3

月現在で、国内34、海外8、合計42事業所

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、

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本柱に

位置づけています。これらの活動により得

た情報を安全対策につなげて労働災害を

防止するとともに、個人の危険感受性の向

上と職場のコミュニケーション向上を図っ

ています。

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、同種及び類似の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に

していますが、2009年は該当する労働災

害はありませんでした。

特定労働災害の防止活動

帝人グループでは、特定の事業所を指

定して安全を強化する「帝人グループセイ

フティレベルアップ活動」を推進しており、

2009年は2社がこの活動を展開し、災害

の防止を図りました。

また、回転機械による挟まれ・巻き込ま

れ災害、運搬機械により接触・衝突災害、危

険足場での転倒・転落災害を3大労災とし、

「3大労災ガイドライン」や「機械アセスメ

ント基準」を制定して、これらの災害防止

を図っています。

それぞれの職場に応じ、きめ細かく重

点化した安全活動の継続により、グループ

全体の安全レベルの向上をめざしていき

ます。

労働安全対策

年間の休業災害度数率を0.3以下に
維持する。

中期目標

南通帝人（中国）での現場安全巡視

ベトナムの縫製工場での安全方針会議

TDFJ岐阜の現場ミーティング（年）
06 07 08 09
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休業災害度数率
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防災・安全・健康パフォーマンス

健康管理体制の充実

これまで、帝人およびグループ中核会社

を対象に生活習慣病予防対策や定期健康

診断結果の集約管理活動をすすめてきま

した。2009年4月の健康管理室の設置に

伴い、活動の対象を国内の全グループ会

社に拡大しました。これにともない、グルー

プ各社で管理担当者の選任を行い、管理

体制、情報伝達網の整備、充実を行いまし

た。同時に、社内イントラ上に健康管理室

のHPを開設、各種情報の提供などのサー

ビスも開始しています。

2008年4月に義務化された特定健診・

特定保健指導については、帝人グループ

健康保険組合と連携していち早く導入し、

積極的に推進しています。主として本社・

事業所の産業保健スタッフが、対象者へ

の集団指導・個別指導による改善支援を継

続して行っています。

メンタルヘルスケア活動の見直し

帝人グループでは、2002年より社員を

対象とした外部 E A P（ E m p l o y e e 

Assistance Program、従業員支援プログ

ラム）機関を活用した「心のほっとライン」

での電話・メールによる相談体制やカウン

セリングを実施してきました。しかし、遠隔

地の支店・営業所などの勤務者へのサポー

トが十分ではありませんでした。

このため、EAP機関との契約を見直し、

遠隔地のサポート体制を充実するほか、

サービス機能をさらに強化した内容に契

約を変更・改定。2010年4月より新サービ

ス体制の運用を開始し、さらなるメンタル

ヘルスケアの充実を図ります。

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

曝露防止基準などの自主基準を制定し、

対策をすすめるとともに、OBを含む社

員の健康診断基準を策定し、取り組んで

います。

人が常時接触する可能性のある設備の

飛散性石綿はすべて除去済みです。同時

に、常時接触のない箇所の一部の飛散性

石綿、保温材・断熱材など完全に隔離処置

健康衛生対策
が施されている設備の準飛散性石綿は、

定期補修などの機会にあわせた除去、代

替品への切り替えなどの対応措置をすす

めています。

現役社員の健康被害は発生していませ

んが、OB社員の労災認定は、2009年度の

3人を加え、2005年度以降の累計は20人

となりました。OB社員の健診は、当初予定

の2008年12月終了からさらに3年間延長

し、2011年末まで健康診断を継続実施し

ます。

ナノ材料による障害防止

2008年7月、厚労省通達※1を受けて「ナ

ノ材料製造・取扱い作業による健康障害ガ

イドライン」を新たに制定しました。さら

に、2009年3月には関係省庁から、ナノマ

テリアルに関する3つの通達、報告書が発

行されました。これを受け、2009年6月に

は、ガイドラインの適用範囲をリサイクル

まで拡大。安全対策を充実するとともに、

情報伝達などを明確にしたガイドラインへ

と改定しました。このガイドラインに沿って

障害防止策を展開していきます。

※1：  「ナノマテリアル製造・取扱い作業現場におけ
る当面のばく露防止のための予防的対応につ
いて」

健康管理室のホームページ
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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て推進
ESHに対する投資・費用を定量的に測定し、効率的なESH活動の推進と改善につなげています。
ISOおよびエコアクション21に基づくマネジメントシステムを構築し、
環境に防災・安全、健康を加えたESH活動の継続的改善をグループ全体へと広げています。

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

（年度）
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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

環境投資額は、国内の研究開発への投資は大幅に
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額が減少したことなどにより
2009年度は24億円となり、前年度対比7％の減少
となりました。防災・安全、健康に関わる投資額は、
主に景気後退や為替変動などの影響で前年度対
比61％の大幅な減少となり、8億円となりました。

環境に関わる費用は、国内の研究開発費は増えた
ものの、国内外の地球環境保全や資源循環関連の
費用額の減少により2009年度は99億円で、前年度
対比21％の減少となりました。防災・安全、健康に関
わる費用は、国内の防災対策費用は増えましたが、
国内外の労働安全対策などの費用の減少により22
億円となり、前年対比24％の減少となりました。

2009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

2.48 21.65 0.03
・ 化学物質の環境排出量削減（→P27）・SOx排
出量、COD負荷量の管理（→P27-28）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 1.68 4.44 4.88
・ 地球温暖化対策、省エネルギー推進など
（→P25-26）

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

4.24 19.80 7.84 ・ 非有効活用廃棄物の削減（→P28）

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 0.02 2.04 8.39 －

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

－ 7.27 － －

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 15.20 36.19 － －

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

－ 7.54 － －

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

－ 0.17 － ・土壌・地下水汚染調査、浄化（→P28）

計 23.62 99.10 21.14 －
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 3.48 3.39 － ・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 0.84 1.05 － －

健康対策コスト 健康診断など健康の維持・増進対策 0.14 5.00 － －

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

3.15 5.58 －
 ・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 0.00 － －

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

－ 7.17 － －

計 7.61 22.19 － －

※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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環境・安全マネジメントデータ

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

ISO14001認証取得状況

ESH報告対象範囲（工場・事業所）

OHSAS18001適合証明取得状況

ISO9001・ISO13485・ISO16949等認証取得状況（赤文字：2009年度に新たに取得）

●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：Teijin Polyester（Thailand）、TEIJIN
（THAILAND）、P.T.Teijin Indonesia Fiber、
TEIJIN CORD（THAILAND）、Thai Namsiri 
Intertex、南通帝人、帝人加工糸南通、帝人汽車
用布加工（南通）、Teijin Monofilament U.S.、
Teijin Monofi lament 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（重合第1、重合第2、松山原料、徳山原料重合、HFC生産部）、帝人ファイバー（製糸、製綿、岩国工繊）、
帝人テディー、帝人加工糸、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）、帝人コードレ（三原、島根）、東邦テナックス（技術生産部門、
複合材料営業部門、炭素繊維営業部門）、東邦化工建設（三島、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（大阪、松山）、
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、帝人汽車用布加工
（南通）　タイ：Teijin Polyester（Thailand）、TEIJIN（THAILAND）、TEIJIN CORD（THAILAND）、
Thai Namsiri Intertex　インドネシア：P.T. INDONESIA TEIJIN DUPONT FILMS　アメリカ：Toho 
Tenax America、Doversifi ed Structural Composites, Inc.　ドイツ：Teijin Monofi lament 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2010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。

赤字：2010年度よりグループ対象外
青字：2009年度に清算された会社
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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・リスクマネジメントの推進
コンプライアンスとリスクマネジメントをコーポレート・ガバナンスを支える基盤に位置づけ、
切り離せない両輪として取り組みを展開しています。企業行動規範・企業行動指針の浸透とともに、
主要なリスクを想定した事業継続計画の展開を行っています。

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

2003年度以降、コンプライアンス・リスク

マネジメント活動の当年実績（期間1月1日

～12月31日）について、毎年2月に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

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

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。2009年度のCRM活動調査票は国内

グループ会社59社中52社、海外グループ

会社69社中33社から提出がありました。

2009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、社内的に特に問題視した違反行為とし

て、接待費等が社内基準を大幅に上回った

ケースが1件あり、関係者の人事処分を行

うとともに、グループ各社の基準の再確認

を行いました。なお、人権侵害に関わる重

大な案件はありませんでした。

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、国内外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。

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。

とくに中国地域では中国で報道された

中国企業の不祥事に関する教材を作成し

活用しました。

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年から、その教材の一部を圧

コンプライアンスとリスクマネジメント

企業倫理・コンプライアンス活動

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
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コンプライアンスとリスクマネジメント

縮したミニコースを提供し、受講層の拡大

を図っています。

パワハラ危険度チェッククイズ

2003年度以来、セクハラ（セクシャルハ

ラスメント）またはパワハラ（パワーハラス

メント）に関して社員個人が遊び感覚で回

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。2009年は、パワ

ハラクイズを実施し、約1,800人の回答があ

りました。

企業倫理全員研修確認シート

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、

2007年度と2008年度に「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。2009年度はそれをさらに改良し「全員

研修確認シート」として実施しました。

役員・管理職用6問と一般社員用6問を

用意し、たとえば、「ハンドブックを読みまし

たか」「違反を見つけたら報告しますか」

「行動規範・行動基準を遵守しますか」等の

問いに記名回答します。今回は国内グ

ループ会社の役員・正社員・非正規社員（合

計13,300人）を対象として実施し、合計

11,670人の回答を得ました（回答率約

88％）。とくに、役員・正社員に限った回答

率は95％に達しました。

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、

1999年以降、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

調査アンケートを毎年実施しています。

2009年度は約1,319人（嘱託・パート社員

を含むが、派遣社員を除く）に依頼し、914

人の回答を得ました（回答率69％）。アン

ケート結果によると、質問「帝人グループ

の倫理意識をどう思いますか」に対し、「社

会の模範だ」「良い方だ」と評価する回答

者の割合が6割と比較的評価されていま

すが、3分の2を超えた昨年度の割合より

は低下しました。

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、組織の自浄作用を働かせて

組織内で解決することを目的としていま

す。企業のリスクマネジメント機能に加え、

悩んでいる相談者に解決の手がかりを与

えるためにも大いに役立っています。

帝人グループの相談・通報制度は1999

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

計45件

パワハラ 11件

不適切な経費・
金銭処理

9件

その他（提言） 1件

　　その他のルール違反（の疑い） 8件
　人事・処遇・労務管理 7件
セクハラ 5件

公私の区分・
プライバシー 2件
人間関係 2件

2009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）

2007

2008

2009
（％）

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
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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

海外の企業倫理活動については、帝人

グループの基本方針を堅持しつつ、各国

の文化や伝統に配慮し、一歩一歩着実に

推進しています。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、主要な海外地域で、

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。

2009年度は、9月に上海（中国）、10月

にニューヨーク（米国）とアムステルダム

（オランダ）で会議を開催しました。

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います。

※ 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

事業継続計画（BCP）とは、「企業が事

故や災害等の緊急事態発生時において

も、事業活動を中断させないか、または中

断しても短期間で再開させ、中断に伴う企

業価値の低下から企業を防衛するための

行動計画」です。

企業を取り巻くリスクは、地震、事故、災

害のほか、テロリズム、新型インフルエン

ザなど多様化していますが、これらの被害

を受けても、事業が継続、または早期復旧

することをめざしています。

新型インフルエンザ対応BCPの策定

帝人グループでは、新型インフルエンザ

に関する「対応マニュアル（基本方針）」を

2006年に策定し、2008年には、特に感染

海外グループ会社への推進活動

リスクマネジメント活動

事業継続計画（BCP）の進捗

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

員への啓発を行うとともに、事業継続のた

めの事前対策を行いました。

2009年は、実際に新型インフルエンザ

が発生する前から、本社BCPの策定に着

手し、発生直後には行動計画が完成しまし

た。今回流行した新型インフルエンザ

（H1N1）は弱毒性でしたが、行動計画のシ

ナリオは起こりうる最悪のケース（強毒

性）を想定し、実際の運用は、帝人独自の

対応ステージ区分を定め、感染の影響力

（毒性、感染力、抗インフルエンザ薬の効

用性）や感染状況（感染地域、感染者数の

推移）などを考慮して弾力的に対応できる

ようにしました。

また本社行動計画に基づいて、各事業・

グループ会社においても、継続が必要な

業務の洗出しや継続対策（代替要員・必要

インフラの確保など）の整備を行い、行動

計画を策定しました。特に、社会機能とし

て事業継続の責任がある医薬医療事業グ

ループでは、強毒性新型インフルエンザ

の発生を想定した訓練を実施しました。発

生直後から10週間の間に起こりうる課題

に対して、事業グループ長をはじめとする

トップ層が意思決定を行うことにより各部

門が担う役割を再確認しました。

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、正社員に限らず、非正規社員、派遣

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

→P21）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、半期ごとに社内情報開示をしてい

ます。2009年度は社員・社外からの相談･

通報が45件ありました。

医薬医療事業グループによる新型インフルエンザ
BCP訓練 東京本社地震訓練
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コンプライアンスとリスクマネジメント

2009年3月にメキシコで判明した豚由

来の新型インフルエンザに関しては、帝人

グループでは、WHOの緊急事態宣言が

あった直後から緊急対策本部を設置し、国

内外の流行の状況変化に応じて、対応策

を講じてきました。発生直後は、「対応マ

ニュアル」に基づき、社員および家族の健

康状態の確認や出張制限を行い、今回の

ウイルスが弱毒性と判明した以降も、発症

者（みなし感染も含む）の出社制限や、濃

厚接触者のマスク着用義務と集会・研修へ

の参加制限など継続的に実行しました。

社員や家族に対しては、ハンドブックを

作成・配布して、新型インフルエンザの基

礎知識や感染予防対策を啓発しました。ま

た各拠点においてはマスクや対策キット等

の備蓄を整備しました。結果として、帝人

グループ社員にも発症者が確認されまし

たが、事業継続に影響を与える大規模な

集団感染には至りませんでした。

流行の終息を受け、2010年3月23日を

もって帝人グループの対策本部は解散し

ましたが、今後、流行の状況・ウイルスの毒

性の変化に応じて、再度対策本部を設置

することもあります。

新型インフルエンザへの対応
大規模地震対応BCPの実践

帝人グループでは、首都圏直下型の大

規模地震のような深刻な災害発生時にお

いても、帝人グループの重要な意思決定

および執行機能の維持・継続を図ることを

めざし、経営中枢機能（CEO以下のトップ

マネジメント機能）のBCPを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。2009年度は、首都圏直下型の

大規模地震を想定し、東京・大阪本社で対

策本部を立上げ、ブロック隊による安否確

認・報告等の初動訓練を行いました。あわ

せて、衛星電話による通信訓練や、「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、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。

事業グループのBCPについては、2008

年度、各事業グループのBCP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て

います。2010年度は、このガイドラインをも

とに各事業グループに展開していきます。

エマージェンシーコール®（EMC）の活用

「エマージェンシーコール」（EMC、

→P6）とは、帝人グループのインフォコム

（株）が提供する緊急時安否確認システム

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、2009年度には国内社員

12，000人の登録が完了しました。

2009年8月11日の早朝に発生した駿河

湾沖地震（最大震度6弱）では、中部地区に

勤務している2，052人の社員に緊急通報

を行い、安否を確認しました。地震対応と

しては初めての実践でしたが、6時間以内

で9割以上の社員の安否が確認できまし

た。今回初めて気象庁情報による自動発

信を行い、気象庁の補正情報によりEMC

が何回も発信されるトラブルがありました

が、その後改善を行いました。

また2009年春の新型インフルエンザ発

生時には、休日の社員への緊急連絡に

EMCを活用しました。メキシコ、アメリカで

流行が拡大したG．W．連休中や、国内で初

めて発症者が発見された5月17日（日）に

は社員に対して、注意喚起を行いました。

2009年度は、大規模地震を想定した通

報訓練を2回、新型インフルエンザまん延

期を想定した通報訓練を1回実施しまし

た。今後も訓練を重ね、緊急体制を強化し

ていきます。帝人グループ全体では年2回

の訓練を行い、各事業グループ・会社単位

で安否の集約を行っています。

新型インフルエンザハンドブック
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品質保証と顧客満足のさらなる向上のために
お客様とのつながりを大切に、安全な製品づくりのため「PL・品質保証」活動を行っています。
帝人グループ独自のマネジメントシステム「単位系」をもとに、
ライフサイクル全体での顧客満足度向上をめざしています。

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マネジメントシス

テムの呼称です。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

弱点を洗い出し、改善のPDCAサイクルを

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、2009年度から実施

している各事業グループの構造改革で単

位系も再編されました。こうした環境下で

も確実に運営すると同時に、さらなる定着

と改善をすすめます。

品質保証マネジメント
PL事故・重大クレームの防止

1） PL・品質保証単位系の定着化と海外G会社へ
の展開継続

 • PL・品質保証単位系の充実

 • PL・重大品質クレーム報告制度の定着化

2） サプライチェーンを通じた化学物質管理の検
討・推進

PL・品質保証中期目標

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
REACH情報
連絡会 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
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品質保証マネジメント

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、必要な手

続きである「予備登録」を終えています

が、引き続き要求事項に対して適切に対応

を続けています。

今後もREACH・CLP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。

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、海外を含めたす

べてのグループ会社で単位系構築を完了

しましたが、2009年度は事業再構築により

PL・品質保証単位系も再構築されました。

今後も、海外グループ会社においても

さらなる定着活動をすすめていきます。

クレームへの対応

2009年度も、監査およびPL・品質保証

部会などを通じた指導、支援の成果とし

て、PL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

12件あり、昨年度より増加しました。いず

れも真摯にとらえ、顧客との関係を密にし

ながら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、必要に応

じて特別監査を実施するなど引き続き報

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。2009年度は、既に市場に出てい

る製品の再評価を含め、およそ1,000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

群についての単位系構築は完了していま

すが、事業部ごとに見てみるといくつかの

課題が見られました。定期的な監査を通じ

て、体制の維持・向上に努めています。

過去2年間特定テーマとして、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

も行いましたが、今年度からは定常的な監

査項目に組込みました。本年も監査範囲

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。

欧州新化学物質規制
（REACH・CLP規則）への対応

1.PL・重大品質クレーム報告制度の再徹底

2. 構造改革後の海外グループ会社を含めたPL・
品質保証体制の再確認とさらなる定着活動

3. 欠陥の発生予防として、PL・品質保証アセスメ
ントの全体像把握と定着化

4. 顧客情報の機能的な活用による品質の向上
（営業情報の品質への反映）

5. PL・品質保証監査の有効性確保のため、実地
監査の継続　など
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顧客満足の向上は帝人グループPL・品

質保証活動の目的でもあります。ISO9001

の要求事項における顧客満足度調査も積

極的に実施しています。

お客様の貴重なご意見は、適切に集約・

処理をしつづけることが必要です。帝人グ

ループでは、事故が発生した場合、あるい

はその恐れがある場合に適切に対応する

為、「製品事故・苦情処理対応ガイドライン」

も定め、適切に対応する体制の維持に努め

ています。　このガイドラインはJ I S 

Q10002 「品質マネジメント－顧客満足－

　組織における苦情対応のための指針」や

経済産業省発行の「消費生活用製品のリ

コールハンドブック」なども参考に、帝人グ

ループの製品に適応するよう独自に作成し

運用しています。

帝人エンジニアリングの顧客満足活動

帝人エンジニアリングは、主に帝人グ

ループの設備工事の検討・設計を通して

培った技術力を背景に、時代の変化を先取

りし、顧客の皆様にいっそう役立つことを

めざして、事業を運営しています。

海外案件も受託していますが、国内案

件と同じように海外案件についても顧客

満足度を図るためのアンケートによる調

査を開始しました。今後も継続して取り組

み、一層の顧客満足向上に努めます。

顧客満足活動
帝人物流における顧客満足活動

帝人物流は、物流業界に期待されてい

る様々な課題にタイムリーかつ的確に応

えられるよう全社一丸となって日々努力

し、お客様から信頼される「物流ソリュー

ション提供カンパニー」でありたいと考え

ています。

「物流ソリューション提供カンパニー」

「地球環境にやさしい物流への取り組み」

という帝人物流のポリシーは、すなわち顧

客満足の向上が目的です。

こうした顧客満足向上を図る活動のひ

とつとして、顧客満足度調査を行い、社内

ソリュー
ション
業務

倉庫業務

輸送業務

利用
運送業

国際業務

法令

環境

内部監査

マネジ
メント
レビュー

外部監査

改善・
見直し

物流設計
ソリューション企画

入庫
保管
出庫

業務委託

満足度調査

無事故・無違反
納期遵守
エコ運転

輸入
通関
輸出

Action Plan

お客さま
（荷主様・お届け先様）

Do

Check

帝人物流の品質保証体系と顧客満足度向上

製品事故・苦情処理対応ガイドライン

においてはよい評価も悪い評価も共有化

し、一層満足いただけるよう実務に落とし

込む活動を日々推進しています。
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社会性報告　人財マネジメントと労働CSR

社員の成長とワークライフバランス実現をめざして
社員のクォリティ・オブ・ライフの向上をめざして努力を続けています。
2009年度は、厳しい環境変化の中でもグループ各社での雇用確保に努め、
さらに人財を育成し、ワークライフバランスをバックアップしています。

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：クォリティ・オブ・ライフ）向上を

めざすことを掲げています。

また、中期人事計画では、「人財の確保・

育成・活用」を帝人グループの最重要方針

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

のひとつと位置づけ、「グローバル化の推

進」「グループ経営の強化」「環境変化を先

取りした人事施策の見直し」「人と組織の

活力向上」「会社保有施設の適切な管理」

を人事機能の果たすべき機能として設定

しています。具体的には、雇用確保、ダイ

バーシティやワークライフバランス施策推

進、全グループ社員が共有する価値観の

設定、円滑な技術・技能の継承などをグ

ループ・グローバル視点で実践していま

す。

中長期的な課題と対応施策

人財開発

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。

「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4年たち、「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

です。2009年度にスタートした「草の根

リーダー塾」では、周囲を巻き込む現場

リーダーの育成をめざし、毎年15～20人

が学んでいます。「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。

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

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、一人ひとりが成長する
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
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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

※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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「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）を1988年にい

ち早く導入し、2008年度まで毎年、数人ず

つの利用者がいます（2009年度は事情に

より公募をしませんでした）。

キャリアチャレンジ制度の導入

2007年度入社の総合職より、帝人（株）

で一括採用し、入社5年経過した時点でグ

ループ会社に転籍する採用・配置方法を導

入。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。

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

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。

2009年度の経済環境激変に伴う事業

構造改革に際しても、雇用継続と労働環境

の維持向上を実現するため、協議を重ねて

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

京の労使が協力して、2008年より「ノー残

業デーの巡視」、2009年1月からは、大阪・

東京の両本社で全館消灯日を設けて、

ノー残業デーの徹底をはかっています。

配置・異動

社員のダイバーシティ推進

健全な労使関係

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

社員満足度アンケートの実施

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。

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

■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

（年）

2006

2007

2008

2009
（％）

0 20 40 60 80 100

社員の満足度に関するアンケート

■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）

2006

2007

2008

2009
（％）

0 20 40 60 80 100

※いずれも派遣社員を含む
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50TEIJIN CSR Report 2010

経
済
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

社
会
性
報
告

人財マネジメントと労働CSR

第2回 東洋経済ダイバーシティ経営大賞「女性管理職登用部門賞」を受賞

2009年6月、東洋経済新報社「第2回 ダ

イバーシティ経営大賞」にて、帝人グループが

「女性管理職登用部門賞」を受賞しました。

この賞は、多様な人財を組織経営に活か

すことを企業理念として掲げ、先進的に実践

している企業を表彰するため、前年に創設さ

れたものです。

帝人グループが受賞したのは、2つの部門

賞のうちの1つです。素材産業はダイバーシ

ティ推進が困難である

にもかかわらず、着実に

成果を上げ、ダイバーシ

ティ経営のレベルアップ

を実現してきていること

が高く評価されました。

Topics

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2009年度の年次有給休暇取得率は

69％、時間外労働時間数は1カ月あたり

11.9時間となり、昨年の68％、14.0時間と比

べて1ポイントおよび2.1時間改善しました。

また、より働きやすい会社となるため、

2008年4月にはグループ国内9社で在宅

勤務制度（P51）を導入し、2010年4月にも

新たに１社が導入し、現在も、より柔軟に制

度利用できるよう検討を重ねています。在

宅勤務制度以外にも、再雇用制度（P51）

やフレックスタイム制度等についても、適

用範囲を広げるよう努めています。

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（有給）を導入しています（→P55）。

2010年3月末現在、ボランティア休職中

の社員は18人です。

ワークライフバランス施策の推進
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

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。

採用にあたっては、海外留学生や外国籍

社員を対象とした通年採用や、キャリア採

用も積極的に実施しています。2010年度は

とくに、医薬医療事業の営業部門でキャリ

ア採用に力を入れます。障がい者雇用も積

極的に推進し、2010年4月1日現在、国内の

グループ会社のうち、法令上雇用の必要な

36社で必要とされる人数200人に対し、実

際の雇用数は229.5人となりましたが、各

社別の法定雇用数では、11社が未達です。

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

活躍推進に引き続き力を入れて取り組ん

でいます。グループ国内主要12社※1での

採用に関しては、新卒採用の女性比率

30％以上という目標を立て、2001年以

来、ほぼ毎年達成しています。2010年度

は残念ながら達成できませんでしたが、引

き続き目標達成に努めます。また、「女性

管理職3倍増計画」として、グループ国内

主要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、2009

年度末には69人となっています。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、

2008年度末15人の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化

をミッションとするプロジェクト組織で、ド

イツ人の室長をはじめとするプロジェクト

メンバーが、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、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、人事施策全般

のグローバル化対応に取り組んでいます。

・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

※1： 帝人グループ国内主要12社、国内グループ会
社社員数の75％をカバー

※2： 帝人グループ国内主要8社、国内グループ会
社社員数の49％をカバー

ダイバーシティ
経営大賞の様子
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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、2009年度54

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、グ

ループ会社10社が取得しています。なお、

女性の育児休職取得者の平均約1年で、

取得者のほとんどが復帰しています。

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人の再雇

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、2009年度に

定年退職し、再雇用を希望する165人のう

ち、65％にあたる107人を再雇用しました

（グループ会社49社合計）。

介護休職制度の拡充

帝人グループ国内9社では、2010年5月

より、介護休職制度について、法定内容を

大きく上回り、１対象者１事由につき、最大

730日取得でき、分割取得も可能な制度

に拡充しました。なお、2009年度の介護休

職制度の利用者は、帝人グループ合計で9

人（うち男性4人）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（2009年度）

・登録者　女性：13人　男性：4人　計17人

　（東京・大阪本社14、研究所1、事業所2）

　（2008年度は16人）

・申請理由　育児：16人　介護：1人

・利用の状況

　毎月コンスタントに利用：13人

　年に数回、必要時に利用：2人

　まだ利用の機会がない：2人

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

（年度）
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人財マネジメントと労働CSR

フォーラムの様子

ウーマンズ・ネットワーキング・フォーラムを大阪と東京で開催

2009年9月5日と2010年2月6日、大阪と

東京でウーマンズ・ネットワーキング・フォー

ラムを開催し、合計で約600人が参加しまし

た。「女性が組織の成長につながる活躍をす

るために、企業を超えた女性同士のネット

ワークによって、“一歩踏み出す勇気”“前向

きに働く姿勢”“コミュニケーション力”を向上

する場の提供」を目的として、帝人グループ

の他、シャープ、ダイキン工業、パナソニック、

パナホームの5社が幹事となり、合同で企画

しているものです。大阪会場では、幹事以外

の多数の会社に呼びかけ、60社以上から参

加者がありました。2009年は「組織の成長

につながる私の一歩」をテーマとし、参加者

全員が、「私の一歩」を文章にして発表しあ

いました。

Topics

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59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。

2009年度労務管理実態調査について

は、2008年度に続き、国内全グループ企

業の就業規則や人事制度を点検し、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、

2010年度の労働基準法改正の対応や、高

年齢者雇用安定法の特例期間終了に伴う

対応、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。

2010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。2009年は事

業構造改革を実施し、配置転換やグループ

内外企業への転籍や就職斡旋により、雇

用継続に努めました。退職者については再

就職支援を実施し、また引き続き厳しい環

境下であっても、雇用継続に努めます。

また派遣社員については、2010年3月1

日現在、帝人グループ主要12社※1で約

640人が就労しています。

帝人グループ労務管理実態の把握
人財に関するデータ

国内：社員を直接雇用するグループ49社（2010年3月末現在）　 Ｐ5掲載の連結対象以外も含む

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 8,928 2,465 851 122 52
女 2,134 94 1,258 42 22
計 11,062 2,559 2,109 164 74

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※2 4）のうち自己都合による退職者
管理職 176 113 6 19
一般社員 623 212 94 180
計 799 325 100 199

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 54 4 40.4 14.5
女 155 5 36.7 10.8
計 209 9 39.7 13.8

海外：グループ会社のうち主要15社　 2009年12月末現在

1）社員数 2）臨時従業員 1）のうち管理職
男 5,339 273 648
女 2,380 41 301
計 7,719 314 949

3）採用者数 4）退職者数 平均年齢 平均勤続年数
管理職 155 118 － －
一般社員 931 906 － －
計 1,086 1,024 37.1 10.2

※1： 帝人グループ主要12社、グループ会社社員数の75％をカバー
※2： 会社都合退職者数には、協力会社等グループ外企業への再就職斡旋者を含む。会社都合、自己都合以
外の主な退職理由は、グループ内転籍および死亡によるもの。
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社会性報告　CSR調達

取引先とともに推進するCSR調達・物流
帝人グループでは取引先の環境への配慮、社会的配慮と責任について基準を設けて管理し、
必要に応じてフォロー・指導を行っており、CSR活動に関する取引先アンケートを定期的に行うこと、
他社と協力して行うことで、CSR調達活動を帝人グループ内外に広げています。

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

おり、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への取り組み

と協働し、両者一体となった活動を進める

ことが必要なため、「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

関係の再構築を進めています。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。また、同じく2007

年度に、取引先のCSR活動状況を把握・支

援するため、独自に開発した「CSR取引先

管理システム」を立ち上げ、2008年度に

は、東レ（株）とこのシステムの共同利用を

開始。加えて、帝人グループCSR調達方

針のさらなる浸透や業界への拡大、前年

度に引き続いての偽装請負総点検に基づ

く適正な契約、運用管理の徹底、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等、さらなる

充実策を図りました。2009年度もこれら

の活動を拡大・継続することで、データの

蓄積、取引先への浸透、フォローの充実を

図りました。

※1　英語版HP
http://www.tei j in.co. jp/engl ish/about/
about06.html

CSR取引先アンケートのグループ・グ

ローバル展開と共同運用充実

2008年度に実施したファイバーフロン

ティア（株）へのCSR取引先管理システム

運転移管、東レ（株）との共同展開開始を

ベースに、2009年度は取引先管理システ

ム活用のいっそうの充実に取り組みまし

た。まず、これらの実施結果を踏まえて、取

引先へのフォロー、管理範囲拡大等を帝

人、東レそれぞれに実施。そのうえで、定期

的に運用方法・管理方法について密接な情

報交換を行い、お互いのCSR調達活動・取

引先管理レベル向上を図りました。また、

2008年度にテストを実施した帝人化成、

東邦テナックスで、システムの活用をさら

に本格化するなど、グループ内における取

り組み拡大も着実にすすめました。2009

年度からは調達のグローバル化に対応し、

CSR調達

CSR調達ガイドライン

帝人グループの調達活動おいては、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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CSR調達

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374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～Ⅲ群の企業数の比

率は約95％、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

英語版のCSR取引先アンケートを作成し、

オフラインで利用を開始しました。

さらに2009年度は、過去実績を基に運

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、全購買金額の73％相

当（2008年度は71％相当）の主要取引先

374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。

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

できる体制が整いました。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基礎

とするため、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。

企業（Ⅳ、Ⅴ群）のうち12社がⅢ群以上にレ

ベルアップする等、フォローアップの効果

も着実に出ています。2009年度も、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。今後も、本システ

ムが取引先と効率的・効果的なCSR調達

を進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

「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Webサイトに公開し、取引先に対す

る環境基準の周知・浸透を進めてきまし

た。また、帝人グループは製品に含まれる

可能性のある原料・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。

文具・事務用品、オフィス用品について

は、「グリーン購入ガイドライン」を定めて

購入を促進しています。2009年度のグ

リーン購入割合は81％（2008年度76％）

と初めて80％を上回りました。

業務請負適正化

帝人グループでは、業務請負の自主点

検を順次実施しています。これまで、明確

に偽装請負と判断される事例はありませ

ん。なお、自主点検の結果、非定常作業を

中心に、作業区分の整理や指揮命令系統

の明確化、業務の独立性明確化等でさら

なる適正化を図る必要があると判断され

た作業（32％）については、2008年度まで

に自主改善を完了しています。2009年度

は、リーマンショックによる景気後退の影

響で、大幅な減産、事業構造改革等を余儀

なくされ、業務請負取引の発注量が大幅

に減少する状況となりましたが、取引先と

の信頼関係と相互の協力で、適正な業務

請負関係の維持を図りました。

格付Ⅰ 77％

格付Ⅱ 16％

格付Ⅲ 2％

格付Ⅳ 3％

格付Ⅴ 2％ 格付Ⅰ 97％

格付Ⅱ 2％

格付Ⅲ 0％

格付Ⅳ 1％

格付Ⅴ 0％

取引先格付け企業数比率 取引先格付け調達金額比率 帝人グループにおけるCSR調達の考え方（前文）

帝人グループでは、国内外における経営活動を
持続可能なものとし、かつ持続可能な社会の構
築に向けて主体的に貢献するため、「CSRガイド
ライン」を定め、安全・防災・環境保全、そして企業
倫理・法令遵守への取り組みをはじめとしたCSR
（Corporate Social Responsibility：企業の社
会的責任）を最優先の経営課題として強化・推進
することとしています。なかでもサプライチェー
ン全体で責任ある企業活動を展開するために
「CSR調達ガイドライン」を制定し、調達・購買先
の環境・社会対応支援を謳い、調達・購買先におけ
る環境への配慮、法令遵守、人権推進などCSR
への取り組みを促進すべく継続的に支援・指導し
ていくこととしています。
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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
帝人グループ共通の社会貢献活動を展開するとともに、
事業所、グループ会社それぞれに個性を活かした社会貢献活動も行っています。
個人の社会貢献活動をバックアップする制度も充実させています。

帝人グループでは、各グループや地域

の特色を活かした社会貢献活動に取り組

んでいます。2009年度の社会貢献活動支

出は約10.2億円でした。

また、2009年度よりグループCSRス

タッフ部会の名称をグループCSR推進部

会と変え、従来の持ち株会社スタッフ室長

に加え、9つの事業グループの代表で構成

しました。年2回の会議では、グループ全体

の社会貢献活動などについて審議・推進を

図っています。

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

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

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。

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。2009

年度は「CO2排出削減の取り組み」で東京

都知事表彰（AAA評価）を受けた東京研究

センター事務室が表彰されました。

す。これまでに1,450人もの学生に利用さ

れています。2009年度の貸与奨学生は、

2010年3月末現在で37人（修士課程21

人、博士課程16人）、

貸与総額は3,828万

円の実績となりまし

た。また新たな取り組

みとして中国におけ

る奨学金制度を予定

しています。

大規模災害への支援

2009年7月に発生した「山口県大雨災

害」、2010年１月に発生した「ハイチ地震」

2月に発生した「チリ地震」に対して義援金

を拠出しました。ハイチ地震においては、

グループ会社からも従業員の募金に同額

の会社拠出金をあわせた寄付、物資の供

給を行いました。

社会貢献活動の推進

帝人グループの取り組み

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。

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。

災害への義援金
支援を行った会社 支援先 支援金額

山口県大雨災害 帝人 山口県庁 300万円※1

ハイチ地震
帝人 ジャパンプラットフォーム 20万円
在蘭帝人グループ会社 オランダ赤十字・オランダユニセフ 460万円※2

在米帝人グループ会社 アメリカ赤十字 60万円

チリ地震
帝人 ジャパンプラットフォーム 20万円
在米帝人グループ会社 アメリカ赤十字 10万円

※1 支援金のほかに土のう200袋（140万円相当）も寄付
※2  マッチングギフト（社員有志が社会貢献の目的で実施した募金活動に対し会社も同額の寄付を行うプロ
グラム）による従業員、会社それぞれ230万円の寄付

「日本レーヨン工業
の父」久村清太氏



56TEIJIN CSR Report 2010

経
済
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

社
会
性
報
告

社会貢献

事業所、グループ各社の活動

国内の事業所、グループ各社の活動に

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、帝人

ファーマ、在宅医療では、研究助成、学術

振興を目的とした寄付が多く行われてい

ます。

また、新事業グループでは、事業特性を

活かし、大学等への講師派遣も多く行って

います。

全国各地の事業所、研究所においても、

献血や募金などの福祉活動、構外の清掃

活動、構内のグラウンドや駐車場を地域の

スポーツ活動へ開放する等の施設開放も

積極的に行っています。また、地域の学生

等への工場見学やインターシップの受け

入れも各所で行われています。

その他、労働組合支部による森林ボラ

ンティア活動、お祭り等、地元に密着した

活動も継続しています。

海外のグループ各社でも積極的に社会

貢献活動を行っています。例えば、帝人

ホールディングス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、テイジン･アラミド社に

よるオランダ・アーネムフィル管弦楽団の

メインスポンサー支援を行っています。帝

人ホールディングスUSAでは、昨年に引き

続き、ニューヨークで開かれたJapan Day

に参加し、来場者へ帝人のエコバッグを贈

呈しました。また、帝人化成複合塑料（上

海）有限公司では、2010年開催の上海万

博準備への社員ボランティア参加を行い

ました。

その他、タイ、シンガポールなど世界各

地でさまざまな活動が行われています。

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 914,779
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 2,610
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 35,109
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

70,230

合計 1,022,729

※国内外グループ会社実績、日本経済団体連合会「2009年度社会貢献活動実績調査実施要領」に準拠

岐阜県「安八ふれあい祭り」に初出店（2009年10月）「ひろしま『山の日』県民のつどい」で里山保全活動
（2009年6月）

岩国港周辺清掃活動（2009年7月）

学術・研究 68％

環境 2％

文化・芸術 
23％

スポーツ 2％

その他 5％

総額
10.2億円

社会貢献活動支出実績
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Koh Mr. Saxmanが出演した無料の野外ジャズ
コンサート

グリーンケミストリーを通じた無料のジャズコンサートを開催

帝人グループで、タイにおいてポリエステ

ル長繊維織物の製造販売を手がけるタイ･

ナムシリインターテックス社（TNI）は、社会

貢献活動の一環として、国際交流基金バン

コク日本文化センター主催によるジャズコ

ンサート“UNIT ASIZ JAZZ Concert in 

Bangkok 2010”に協賛しました。

帝人グループはタイにおいて40年以上に

わたり事業を展開しており、タイとは深い関

わりを持っています。2009年12月、タイのグ

ループ4社が無料のジャズコンサートを開催

し、約2,000人が来場しました。

TNIはタイ出身の著名なサックス奏者｢ 

Koh Mr.Saxman（コー・ミスター・サックスマ

ン）」ブランドを立ち上げ、テイジンの循環型

リサイクルシステム「エコサークル」で再生

可能なジャケットを販売しています。コン

サートでは出演者全員がそのジャケットを着

用し、環境保全活動への取り組みをアピー

ルしました。

Topics

アマチュアスポーツの支援

帝人グループでは1991年よりアマチュ

アスポーツ支援、青少年のスポーツ支援を

目的に、「全国高校サッカー選手権大会」

に協賛しています。

1996年からは、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

ボールの寄付を行っています。

重点領域として「環境」「国際交流」「社

会教育」の分野に設定し、グループ社員が

ボランティア活動をすすめることを前提と

したプログラムを展開しています。

「自然観察指導員講習会」を共催

自然保護教育を実践できる人材として、

日本自然保護協会（NACS-J）に登録され

る指導員を育成するもので、帝人グループ

は2007年度から共催しています。2009年

度も全国のグループ社員を募集し、6人が

参加しました。

夏休みには、指導員として登録された社

員が中心となって、地域の指導員と一緒に

自然観察会「セミのぬけがら調査隊」を実

施しました。

芸術・文化・スポーツ等の支援 グループ共通の社会貢献プログラム 環境分野のボランティア育成

全国高校サッカー選手権大会 ©高校サッカー年鑑 自然観察指導員講習会を共催 自然観察指導員講習会に帝人グループから参加し
た社員

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

3.緑化・里山保全活動

4.絵本を贈る活動～book dream project～
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絵本を贈る活動～book dream project～

インドネシアの図書館に絵本を寄贈す

る社会貢献プログラム「ブック・ドリーム・プ

ロジェクト」の活動が2年目を迎えました。

この活動は前年同様、グループ社員から

収集した古本やCD、DVDなどをブックオ

フオンライン（株）が展開する「宅本便」の

サービスを利用して換金し、それを資金と

「国際交流」「社会教育」分野の
社員ボランティア活動

事業所単位で「探鳥会」を開催

日本野鳥の会の協力を得て、事業所の

ある周辺の野鳥観察会「探鳥会」を行いま

した。地域によっては毎年継続し、地道な

活動となっています。

して購入した絵本を、インドネシアの図書

館に寄贈するというものです。

2008年度の活動では4,898点の古本

などを回収し、2009年度中に220冊の絵

本を寄贈することができました。収集、訳

文の貼り付け、デリバリーにいたるまでの

各過程でボランティアに参加した社員は

のべ500人近くとなりました。2009年度

の収集活動から得られた総額は121,531

円となり、100冊以上の絵本を寄贈する予

定です。

東京研究センター内で行われた「セミのぬけがら
調査隊」

東邦テナックス三島事業所（於：静岡県長泉町駿河
平自然公園）で行われた「セミのぬけがら調査隊」

昼休みに貼り付けボランティアをする社員 図書館に届いた絵本を持つ子どもたち

絵本を贈る活動～book dream project～
期間 内容 実績

2/25～5/29 貼り付け活動 参加人数150人以上
6月～12月 デリバリーボランティア 参加人数17人

12/15～1/31 古本収集活動
集荷点数 2,692点／集荷されたダンボール箱数 44箱／職場単位での参加 38カ所
／個人での参加人数 4人

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

7/26～9/5
7カ所（山口県岩国市、静岡県長泉町、東京
都千代田区・港区・小金井市・日野市、神奈川
県青葉区）

51人 131人
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

12/12～2/20
3カ所（山口県岩国市、広島県三原市、静岡県
清水町）

26人 17人
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）
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第三者意見 専門家からのご意見

不況のなかでも、本業を通じたCSRに真摯に取り組む姿勢に好感
慶應義塾大学商学部　准教授・哲学博士　梅津光弘様

世界や政府の動向との関係などが、もっと伝わる報告を
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

本報告書からは、帝人グループがCSRを本

業に落とし込みながら活動する姿勢が非常に

見えてきます。環境経営を推進するための3つ

の柱（環境保全・環境配慮設計・環境ビジネス）

に取り組む様子や、特集「第4回ステークホル

ダーダイアログ」の記事中の製膜技術から膜

型酸素濃縮装置が誕生した件など、興味深く

読ませていただきました。化学は素材やバイ

オなど未開拓のところがあり、夢が広がる分野

です。例えば、「環境」や「水」など何かテーマ

を決めて社内の知見を結集したら、相乗効果

で新しい製品や事業の可能性に繋がっていく

のではないのかと思います。

コーポレート・ガバナンスについては、独立

社外取締役の規定法で対応に追われている

一部の企業に比べると、数年前に社外メン

バー主体のアドバイザリー・ボードを置き、すで

に確固たる体制を整えている点において、先

進的に取り組んでいると受け取れます。

毎年感じることですが、一読して社風が分

かる報告書です。奇抜さを嫌い、社員一丸と

なって堅実に実行に移すという姿勢は好感

がもてます。他方で、世界や日本の動き全般

との関係がまだ希薄な印象も受けます。記事

の表現のなかには、社内にはわかっても外部

には伝わりにくい部分もあります。カタカナ

や英語表記は、ともすれば物事の本質を掴み

にくいので留意が必要です。

排水リサイクルや炭素繊維によるモビリ

ティの軽量化は、日本政府が掲げている水ビ

ジネスの世界展開や、ICAO※1の温暖化に関

する論議などと関連づけて記載されるともっ

とよいでしょう。帝人の技術が、社会に大いに

貢献しながらビジネスとして拡大していく可

能性がみえてきます。

さらに、経団連の自主行動計画や化学業

界平均との対比のなかで、現在の帝人の立

場をきちんと説明するべきです。CO2、化学

また雇用問題では、この不況のなかで雇用

確保に最大限努力し、組合との協調や協力会

社の業務縮小への配慮にも、ある種の倫理性

を求めていこうとする姿勢は、高く評価できま

す。「不況になったらCSRどころではない」と

いう企業もあるなかで、非常に真面目さが感じ

られ、ある意味感激しながら読みました。

21世紀は今までと違った視点で、これまで

培ってきた技術や知見を方向付けていく時代

です。そういう意味でCSRの分野では、地球

規模でいま何が問題視されているかを把握し

ていくべきでしょう。それらを社内に投げてい

き、社員の皆さんが受け止めて一致協力して

いけば、イノベーティブな解決方法が出てくる

可能性がある。そこに大きな意味があると思

います。CSRを狭義で捉えずに、ポジティブに

ビジネスに繋げていく。帝人グループには、そ

のポテンシャルが十分あると思いますので、お

おいに期待しています。

物質、廃棄物などの実績についても、淡々と

事実が記述されているだけですが、大幅な削

減があった場合はその原因を説明してほし

い。そのような記述があれば、読者も読んで

いて納得しやすいのではないかと思います。

なお、昨年の私の提案を汲んで、オブザー

バーとしてCOP15※2に行かれたとのこと。

気候変動は現在も目が離せない問題なの

で、継続的な参加が望まれます。帝人グルー

プには、これからも国や世界の動向を把握し

ながらCSRに取り組んでいただきたい。自社

の技術がいかに社会に貢献しているのかを、

明確にステークホルダーに伝え、「世界で存

在感のある企業」であり続けてほしいと思い

ます。

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。

※1：国際民間航空機関
※2：気候変動枠組み条約第15回締約国会議
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グローバル企業としての労働CSRの進展を
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

個々の社員力が、帝人グループの強みになると期待
社会福祉法人大阪ボランティア協会　常務理事　早瀬昇様

主として人財・労働マネジメントについて

主として社会貢献について

帝人グループのCSR報告書は、全体として

レベルが高く、すでに2つの表彰を受賞し、社会

的な評価も高くなっています。特に、雇用・労働

分野の充実度もトップレベルを維持していま

す。労働CSRのなかで重要性の高いダイバー

シティ推進については、採用や女性管理職登

用の実績をはじめ、グローバル企業としてまだ

開示事例の極めて少ない海外事業所における

女性管理職比率の記載があり、ジェンダー平等

に向けた積極的な取り組みが理解できます。ま

た、ワークライフバランスについても時間外労

働時間数とその削減状況について記述され、

労働安全衛生など重要性の高い項目について

積極的な取り組みが情報開示されています。

派遣社員をはじめ正規社員にまで及ぶ雇用

調整の動きが顕著にみられた雇用情勢のなか

で、雇用継続、退職者の再雇用支援に努めた活

動について報告されています。「人財に関する

データ」欄からは雇用の全体像が読み取れま

帝人グループでは、社会貢献活動は「選択

的CSR」とされています。テーマを選択するタ

イプのCSRということでネーミングに異存は

ないのですが、実体として今や社会貢献は「し

てもしなくてもいい」ものではありません。選

択的ではあるけれど、基盤的なものでもある

と思います。

その社会貢献は、個々の社員によっても担

われます。ですから、社員の自主性が貢献度向

上に深く関係してきます。「ウーマンズ・ネット

ワーキング・フォーラム」の例（→P52）のよう

に、社会的なネットワークをもつ社員がいるこ

とも、帝人グループの一つの強さになってくる

でしょう。

会社として社員のボランティア活動参加の

機会を作っている点も評価できます。自然観

察指導員講習会を開催することで、ボランティ

ア・リーダー格の社員が育っているのは好まし

い限りです。セミの抜け殻調査は、プログラム

として教育面で親子のふれあい作りが生まれ

す。非正規社員比率は高くはありませんが、不

公正な格差の生じないよう職務配置、教育訓

練、福利厚生の適用に一層の配慮を期待しま

す。

グローバルな事業展開における重要課題に

ついて付言しますと、グローバルな社会的課題

に取り組む基本宣言である「国連グローバルコ

ンパクト」に参加登録し、基本姿勢を示すことが

重要ではないかと考えます。というのは、すでに

世界で約8000社が参加し日本企業も100社

を超えていることとともに、その4分野10原則

のうち「人権」「労働」の2分野が6原則を占めて

いるからです。また、労働認証SA8000※1をはじ

め、ステークホルダーにとって評価が容易にな

る認証取得について一層の対応を望みます。

今後の世界経済動向からグローバル・レベル

の人材が強く求められています。「グローバル

人事室」がその役割を十分に果たし成果を挙げ

られるよう期待します。

やすい点でも評価できますが、その地域の環

境調査、気候変動のモニタリングとして活用で

きれば、別の意味での貢献といえます。

特集「第4回ステークホルダーダイアログ」

で、患者さんや医療従事者からのコメントがも

らえるのは、それだけ信頼感があるからだと推

測できます。記事を読んで感じたのは、在宅酸

素療法の普及のなかで帝人グループのマー

ケットも広がっていく。患者を、企業の力で救う

ことができるという好例です。今後、最初は社

会貢献的な視点から始まったものが、結果的

にはビジネスになったという展開例が出てくる

と思いますが、その先進例とも言えます。

なお、毎年、同じメンバーが第三者意見を寄

せることで定点観測的な評価ができる意味が

あると思いますが、さらに望むとすれば、「前年

の意見に対して、今年はこう改善した」というコ

メントも掲載されると、対応の透明性が出て、

さらによく伝わる報告書になると思います。

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。

※1： ソーシャル・アカウンタビリティ（社会説明責任）認証

（Social Accountability 8000）
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独立保証報告

2009年版のCSR報告書で、｢第13回環境

コミュニケーション大賞｣の環境報告書部門に

おいて、前年の｢持続可能性報告大賞｣に続き

｢持続可能性報告優秀賞｣を受賞されたうえ、

サステナビリティ情報審査協会会長賞として

新設された｢信頼性報告特別優秀賞｣も受賞

されました。受賞に伴う講評において、CSR報

告書の記載データの集計範囲が、原則として

国内外のグループ全体を網羅し、範囲の限定

や集計方法の変更については誠実に説明が

なされ、情報開示としての客観性を高めるた

めの努力が窺われると、会社の姿勢は高く評

価されています。

このような情報開示を可能ならしめるた

めに、グローバル管理の観点から環境情報の

データベースを構築し、運用体制の向上を図

られています。しかし、各事業所が集計する

データに対して保証手続を実施した結果、複

数の事業を行う事業所で実態に応じた各事業

グループへのCO2排出量の配分が行われて

いなかったり、廃棄物排出量データでゼロエ

ミッション達成の可否に影響するゼロエミッ

ション活動の開始時期が、事業所によって明確

になっていなかったりするなどの状況が見られ

ました。事業所単位でのデータの集計に関し

ては、さらに精度の向上に向けて改善がなさ

れることが望まれます。

2010年5月26日

KPMGあずさ
サステナビリティ（株）

マネジャー
大野芳隆様

保証業務計画の策定

保証業務手続き

最終原稿チェック

保証結果判断

独立保証報告書提出

保証業務実施報告会

●事前準備および
　保証業務計画

●作成・開示方針に
　係る質問

●保証対象原稿の入手

●帝人本社、
　グループ会社における
　保証業務諸手続の実施

●事業所往査

●CSR報告書の
　最終原稿のチェック

●判定会議

●独立保証報告書提出

●独立保証実施報告会

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。
保証業務日程、視察する事業所を選定。

保証対象となる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保証業務手続を実施。
（帝人岩国事業所、帝人徳山事業所）

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、エンゲージメントチームの実施した保証業務手続きと
保証結果を判断し、判定会議にてKPMGあずさサステナビリティ（株）の保証業務の結論として確定。

保証業務の実施結果である「独立保証報告書」を帝人に提出。

実施した保証業務の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。

独立保証業務の手続き
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読者からのご意見

第三者意見・独立保証報告を受けて

「2009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

■ ボリュームが多すぎて、ポイントが絞りき

れていない感じがします。

■ GRIガイドラインなどを考慮すると、この

ようになるのだと思いますが、誰に読んで

もらいたいのか、わからなくなってしまう

おそれを感じます。重要性の視点で、絞り

込んでいただくと、もう少し読みやすくな

るように感じました。

■ 効果的な色づかいと読みやすい文章によ

り、貴社のCSRへの取り組みが大変よく

理解できました。特に「エコサークル」活

動が興味深かったです。

■ 非正規社員の管理、労働条件、処遇等の

実態と今後の考え方について開示してほ

しい。

■ CSRマネジメント体制、ステークホルダー

への配分等、わかりやすい。トップメッセー

ジもわかりやすく、大変よいCSR報告書

だと思う。

「2009年帝人グループCSR報告書」が環境

省等が共催する「第13回環境コミュニケーショ

ン大賞」および東洋経済新報社等が共催する

｢第13回サステナビリティ報告書賞｣で複数の

賞を昨年に引き続き受賞できましたことを非

常にうれしく思います。講評では「透明性の高

い情報開示と第三者審査、第三者意見の機能

を正しく理解し誠実な姿勢を示している」と評

価いただきました。帝人グループのCSR報告

書では、第三者保証、第三者意見を早くから導

入し、各専門家の意見を反映してきました。これ

らはCSR報告書の改善に留まらず、CSR活動

の改善にも役立っています。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。

監査法人系保証機関の第三者保証では、各

事業所でのデータ集計に関して統一性がない

ことを指摘されました。複数の事業を行う事

業所での実態把握、早期改善に向けて関係部

署と取り組んでいきたいと思います。

昨年の特集に引き続き今回も、ステークホ

ルダーダイアログにおいて「よりよい在宅酸

素療法をめざして」と題して在宅医療を取り上

げました。医療従事者である医師、理学療法士

および患者支援団体の代表という、様々な立

場の方々に改良点など多くの貴重な意見を頂

戴し、我々機器・サービス提供者も、チーム医

療の一員として、さらなる「安心と信頼」体制

構築に努めることが必要と再認識しました。在

宅医療事業は帝人グループにとって、「本業を

通じたCSR」の好例であり、今後とも、より一

層努力を傾けていきます。

人財マネジメントと労働CSRについては、

これまでも様々なデータを開示してきました

が、さらに一歩踏み込んでワークライフバラ

ンスにおける時間外労働時間数を開示しまし

た。また2009年は事業構造改革施策を実施し

た結果、会社都合退職が発生しました。配置転

換、グループ内企業への転籍等により雇用継

続に努めましたが、退職される結果となった場

合には、就職斡旋や経済的支援を行いました。

2009年は、経営環境が厳しい状況であればあ

るほど、自らの企業理念に立ちかえって行動す

ることが、CSR経営につながることを実感さ

せられた年でもありました。

最後に、今年度も多くの取引先企業、団体、

NPO、また個人の実名を記述させていただき

ましたが、皆様にはCSR報告書の趣旨をご理

解いただき、情報開示について多大なご協力

をいただきました。心より御礼申し上げます。

帝人株式会社　CSR企画室

十分信頼できる
43%

まったく信用できない　0%

やや信用できない　
14%

内容の信頼度 内容の理解しやすさ
非常に理解しやすい　
43%

やや理解しにくい
14%

とても理解しにくい　0%
理解しやすい
43

ほぼ信頼できる
43%

非常に深まった
29%

わからなくなった
14%

変わらない
14%

ある程度深まった　
43%

帝人グループへの理解
非常に高まった
57%

ある程度高まった
43%

変わらない　0%
低くなった　0%

帝人グループへの信頼感
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帝人グループは持続的発展が可能な社会を希
求しています。企業理念に基づき「帝人グルー
プ地球環境憲章」を定め、「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
ための努力を重ねています。その一つとして、
2008年から開催している“帝人グループ環境
フォーラム”では、社員の地球環境への理解や
関心を深め、環境意識を高めることを目的に、
グループの環境活動の紹介とともに、社外の著
名人を迎えて貴重な体験談に学ぶ機会を提供
しています。
さて、2010年は国連が定めた「国際生物多様
性年」で、10月には名古屋でCOP10（締約国
会議）が開催されます。
写真の棚田は多様な生態系を保全できる場所
であり、また美しい景観を体感できるところで
もあります。皆さんも「日本の棚田百選」に訪
れてみてはいかがですか。写真は、帝人環境
フォーラム・環境フォトコンテストに入賞した作
品の１つです（→P12）。

自然から学ぶ。
　　・・・それが帝人グループの考え方です。


