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お読みいただくにあたって
「2011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。特に帝人グループにとって重要で、かつ社会にとっても重要なテーマ
についての取り組みは特集としてまとめました。

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。
なお、保証対象指標には★マークを表示しています。

報告対象範囲
報告対象期間は、原則として決算期（2010年4月～2011年3月）ですが、
一部、暦年（2010年1月～12月）のものもあります。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71社、
海外グループ会社75社）を対象としています。ただし、環境・安全マネジメント、
人財マネジメントなどの一部の項目については、個別に対象範囲の注釈をつけ
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など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）

本誌内に掲載されている商品の名称、サービス名称などは、帝人グループの
商標もしくは登録商標です。また、その他の商品の名称、サービス名称など
は、各社の商標もしくは登録商標です。

発行年月および次回発行予定
2011年9月発行（次回発行予定：2012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
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世界中で「クォリティ･オブ・ライフ」を向上させてまいります。
トップメッセージ

経営におけるCSR（社会的責任）

60%
日本

20%
北米・欧州

高機能素材領域 
•炭素繊維主体の複合材料

グリーン・エネルギー領域 
•電気／電子分野の革新素材

バイオプラスチック
先端医療材料・再生医療

医薬品・在宅医療
•TMX-67（高尿酸血症治療剤）
  グローバル展開
•在宅医療グローバル展開

20%

新興国・
アジア

2008
年度

40%
日本

25%
北米・欧州

35%

新興国・
アジア

2020
年度
近傍

地域ポートフォリオの変革

事業ポートフォリオの変革

グリーン
ケミストリー

融合領域

ヘルスケア

　2011年3月11日に東北地方で発生した地震と津
波によって、日本は甚大な被害を受けました。震災によ
り亡くなられた方々のご冥福をお祈り申しあげますとと
もに、被災された皆様に心よりお見舞い申しあげます。
　帝人グループでも一部の事業所や、社員とそのご家
族が被害を受けました。帝人デュポンフィルム（株）宇
都宮事業所および茨城事業所では、生産設備が被災し
一時的に活動を停止しましたが、6月29日には両事業
所とも完全復旧することができました。また、医薬医療
事業の営業エリアは被災地全域に広がっており、大き
な被害を受けられたお客様やお取引先には、グループ
の総力を挙げて、できる限りの支援に努めました。特に
在宅医療機器をご使用のユーザー様に対しては、全国
の支店から応援要員を集め、停電対応として携帯用酸
素ボンベを集中手配するなど、非常時においてもご不
便が生じないよう対応を図りました。
　また、今回の震災では、原子力発電設備の事故など
深刻な事態が次々と発生し、いまだ終息していない部
分も残されています。こうしたなかで、製品供給責任や
環境や安全を守る責任など、まさに経営におけるCSR
の本質が問われています。帝人グループの企業理念「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」をCSRの原点として見つめ直し、
社会が求める価値の創造に、より一層取り組んでまい
る所存です。

構造改革と中長期成長戦略

　帝人グループは、2010年度を「構造改革を完了し、
黒字化を実現する年」と位置づけ、すべての事業グルー
プ会社において損益分岐点を引き下げるよう努め、財
務構造の抜本的な改革を断行しました。年度末には、

ほぼ2年間にわたる「非常事態宣言」の終結を全グルー
プ社員に伝え、今後は積極的な成長戦略に切り替える
旨の方針を打ち出しました。
　構造改革を進めるなかにあっても、今後の持続的成
長が期待される分野には研究開発投資を継続し、新規
事業化も決定してまいりました。素材事業では、高機能
材料としてのアラミドパルプ、炭素繊維複合材料の開
発あるいは高機能ポリエチレンによる新製品開発を行
い、医薬医療事業では、新規の高尿酸血症治療剤を北
米・欧州に続き日本で上市しました。さらに、新規事業
分野では、従来から重点分野と位置づけていたバイオ
プラスチック、新規炭素繊維複合材料、高機能電子材
料、高熱伝導材料、水処理に加え、先端医療材料分野
でも一段と研究・開発を進めました。
　また、2011年度は、帝人グループの将来ビジョンに
基づく中長期計画を策定します。それにあたり、現在は、
将来にわたってサステナブルな事業領域を想定し、技
術革新を機軸に発展していく具体的な戦略計画につい
て議論しています。事業と技術、さらに市場でのポート
フォリオ変革を追求すること、将来の成長ドライバーに
一段と経営資源を投入することを基本的な考え方とし
て、帝人グループは成長を加速させてまいります。
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代表取締役社長執行役員CEO

2011年9月

戦略に対応したCSR活動

　事業を成長させるためには、経営戦略のみならず、実
行を支えていく組織に内在する文化、能力をさらに発
展・充実させていくことが必要です。帝人グループでは、
経営戦略、コーポレート・ガバナンスとCSRを会社経
営の機軸に置いています。これからの事業発展を支え
る組織能力拡充の視点として、「グローバル」「営業改
革」そして「ダイバーシティ」の3つのテーマを掲げ、真
のグローバル企業として発展するための人財の育成・
確保、制度改革をさまざまな観点から進めてまいりま
す。その一環として、先端的な研究開発を進め、かつ多
様な人財を育成するために、かつて当社に勤務され
「2010年ノーベル化学賞」を受賞された根岸英一パ
デュー大学特別教授に「帝人グループ名誉フェロー」に
ご就任いただき、ご指導を仰ぐことにしました。私たち
は、帝人グループのみならず日本や世界の持続的発展
に貢献する人財を育てていくことを希求しています。
　また、グローバルに事業を展開する企業としてＣＳＲ
経営を一層推進するために、2011年3月には「国連グ
ローバル・コンパクト」に賛同し、参加することを表明し
ました。さらに、2010年9月には、UN WOMEN（国連
女性機関）が提唱する「女性のエンパワーメントのための
指針」への支持も表明しています。人種、性差、年齢を
問わず、能力がありまた意欲のある人たちに働く場が提
供できる帝人グループであり続けたいと思っています。

　帝人グループは、世界中で「クォリティ･オブ・ライフ」
を向上させていくために、引き続きCSR経営を推進し
てまいります。皆様には、引き続き帝人グループに対す
るご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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帝人グループの概要

多彩な事業をグローバルに展開
“Human Chemistry, Human Solutions” をキーワードとする帝人グループの多様な先進技術とソリューションノウハウは、
お取引先企業の事業活動を通じて、人々の生活に深い関わりをもっています。

帝人グループの事業展開

■グループ概要 （2011年3月31日現在）

創　立
資本金
大阪本社

東京本社

代　表

インターネットホームページ

1918年（大正7年）6月17日
70,816百万円
〒541-8587大阪府大阪市
中央区南本町1-6-7（帝人ビル）
TEL：06-6268-2132（代表）
〒100-8585東京都千代田区霞が関
3-2-1（霞が関コモンゲート西館）
TEL：03-3506-4529（代表）
代表取締役社長執行役員CEO
大八木 成男（おおやぎ しげお）

　　　  　http://www.teijin.co.jp

持株会社
国内グループ会社
海外グループ会社
　合計

国内社員数
海外社員数
　合計

1社
71社
78社
150社

9,954人
7,588人
17,542人

※臨時社員は含まない。

　1918年に我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149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

活動を展開しており、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。

社員数は、事業の再編などによって変化して

いますが、現在のグループ社員数17,542人

のうち、7,588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、2010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2,373

人でした。

　帝人グループは、主に素材製造など一般

生活者と直接的に関わりをもたない業種を

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

生活者の暮らしに深く関わっています。

■帝人株式会社の概要
　　　　　　　　  （2011年3月31日現在）

合成繊維
2,069億円（25.4%）

その他
383億円（4.7%）

流通・リテイル
2,169億円（26.6%）

医薬医療
1,364億円（16.7%）

化成品
2,171億円（26.6%）

事業セグメント別割合 所在地別割合

10,096 10,366

652

180

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）

0.81

7.7

6.5

グループ社員数の推移

0.83

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

20102009200820072006 （年度）

（人）
国内 海外

19,053 19,125 19,453 18,778

8,776 8,668 8,785 8,581

10,277 10,457 10,197

17,542 8,157

486
7,588

連結売上高・営業利益の推移

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

1,200

1,000

800

600

400

200

0

20102009200820072006 （年度） （年度）

（億円） （億円）
連結売上高　 連結営業利益

主要経営指標の推移

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

20102009200820072006

（％） （％）

751

9,434

7,658

134

2010年度 連結売上高の割合

売上高
8,157億円

日本
5,122億円（62.8%）

欧州・その他
591億円（7.2%）

米州
641億円（7.9%）

アジア
1,802億円（22.1%）

売上高
8,157億円

0.94

6.1

一般生活者

素 材 原 料

製 品 サービス

お取引先企業
（お客様）

お取引先企業
（お客様）

10,668 9,9549,954
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①緊急連絡

②安否確認

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 炭素繊維・複合材料事業グループ

「エルク」
「コーネックス」が
使われている消防服

タッチパネル用フィルム「エレクリア」

オール熱可塑性CFRP
車体骨格コンセプトカー

中核会社：帝人ファイバー（株）　
　衣料、インテリア生活資材などを製造・販売
するほか、循環型リサイクルシステム「エコ
サークル」をグローバルに展開しています。

中核会社：帝人テクノプロダクツ（株）
　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。特にパラ系アラミド繊維は
世界シェア約50％を占めています。

中核会社：東邦テナックス（株）
　炭素繊維「テナックス」と、それを使用した
炭素繊維複合材料（CFRP）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。 　「エルク」は、弾力性・耐久性・通気性に優れた高

機能クッション材です。使用後に「エコサークル」を
活用することでリサイクルも可能です。燃焼時の有
毒ガスの発生も最小限に抑えます。

フィルム事業グループ医薬医療事業グループ

中核会社：帝人フィルム（株）
　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
ナフタレートフィルムの世界シェアはほぼ
100％です。

樹脂事業グループ

中核会社：帝人化成（株）
　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、幅広
い分野に製品を供給しています。

　メタ系アラミド繊維「コーネックス」
は、長期耐熱性や難燃性に優れ、
耐熱フィルターをはじめとする産
業資材や消防服などに使われて
います。

　「テナックス」は、高強度・高弾性による軽量特性
を活かし、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。また、帝人（株）複合
材料開発センターは、CFRPに熱可塑性樹脂を使
用することで、世界で
初めて１分以内に成
形可能な技術を確立
し、CFRPによる成
形部品の用途開発に
注力しています。

　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（株）
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（株）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。

災害発生を一斉通報
一斉通報通　報

事
務
局

登
録
者

ユーザーの安否を確認
安否登録安否状況

登
録
者

事
務
局

エマージェンシー
コール

携帯電話・PHS・メール・
一般電話・ポケベル・FAX・

衛星携帯電話

中核会社：NI帝人商事（株）
　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。

　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」は、軽量・高強力なポリエステル織物「パ
ワーリップ」をベースにしています。外気を通しにく
く、難燃性も有していることから、仮設避難施設や
イベントなどに活用されています。

「エアロシェルターⅡ」

エマージェンシーコール®の仕組み

IT事業グループ流通・製品事業グループ

中核会社：インフォコム（株）
　情報システムの運用・開発・メンテナンスを
提供しています。

　「エマージェンシーコール」は、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。

　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。

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。

合成繊維事業（53社）

医薬医療事業（15社） 化成品事業（30社）

その他（29社）流通・製品事業（22社）

中核会社：帝人ファーマ（株）
　医薬品の製造・販売と在宅医療機器の製造・
サービス提供などを展開。高尿酸血症治療薬
や在宅医療においては海外展開も推進してい
ます。

　2010年7月、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7R」を発売しまし
た。「省エネ」「安全」「安
心」にこだわった新機種
です。

「ハイサンソ７Ｒ」

「バイオフロント」が使われているメガネ
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特　集 第5回 ステークホルダーダイアログ

帝人グループは、これまでCO2、化学物質、廃棄物などの排出量削減に努めてきました。その結果、排出量は年を追って減少し
中長期的な数値目標の達成に向かって前進しています。また今後、環境影響度が高い物質の特定･削減にも挑戦していきます。
そんな帝人グループは今、経済発展著しい中国での生産・販売を拡大しており、したがって環境負荷も増大していきかねません。
そこで今回は、中国の環境政策専門家をお招きし「中国での環境取り組みはどうあるべきか」についてご意見をうかがいました。

中国での環境取り組みはどうあるべきか
経済発展著しい中国で、今後求められる環境保全活動と何か？ 何をすべきなのか？

帝人グループの環境取り組み
──その成果と計画

我が国の第2期LCA国家プ
ロジェクト（2003年4月～
2006年3月）で開発された、
LIME（Life-cycle Impact 
assessment Method based 
on Endpoint modeling：
被害算定型ライフサイクル環
境影響評価手法）の第二版。
地球温暖化など15の領域で
発生する被害量を算定し、総
合的な環境影響を測る手法。

ＮＰＯ法人サステナビリティ
日本フォーラム 代表理事

後藤 敏彦 氏

清華大学環境学院
環境管理と
政策研究所 所長

常 杪 氏

LIME2※2

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。

非有効活用廃棄物※1

帝人化成複合塑料
（上海）有限公司

竹下 信志
（総経理）

■開催日時 2011年２月21日（月）　
午前10時～午後12時30分

■会場 上海国際貿易センター（上海延安西路）

JICA 
循環型経済推進プロジェクト 
チーフアドバイザー

立場 正夫 氏

帝人株式会社

村岡 剛
（環境･安全室 室長）

　帝人グループはCO2、化学物質、廃棄物の排出

量削減について数値目標を設定し、達成に努めて

きました。その結果、2010年度はCO2排出量を、

国内での目標「2020年度までに1990年度比

20％削減」に対して40％削減。中国での目標「生

産高原単位を年１％削減」も全社が目標をクリアし

ています。化学物質排出量は、国内での目標

「2020年度までに1998年度比80％削減」に対し

て62.2％削減を達成。再利用・リサイクルできない

非有効活用廃棄物※1は、国内での目標「2020年

度までに1998年度比85％削減」に対して89％

削減しています。

　こうした状況にあって、帝人グループは2010年

12月に、一層の環境負荷低減に向けて新たな計

画を策定しました。この計画では、2020年度の

総量目標は変えないものの、個 の々化学物質の環境

影響を「見える化」し、影響度が高い物質の管理を

強化していきます。経済産業省と（社）産業環境管理

協会が構築したLCA（Life Cycle Assessment）

手法「LIME2※2」を活用して、少量でも環境に大

きな負荷を与える物質を特定し、これらの削減に

注力します。

　また、大気汚染の主な原因であるNOx（窒素酸

化物）やSOx（硫黄酸化物）、少量でありながら大

気汚染に対し影響の大きい化学物質についても、

削減の努力を行います。

　中国の各社工場でも、従来どおり排出物の総量

削減を進めながら、環境影響度が高い物質を特定

し、削減していきます。さらに、経済成長に伴って厳

しさを増すであろう政府の「総量」規制にどう対応し

ていくのかも今後の課題です。
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合成樹脂生産では事務系廃棄物の有効活用、
テキスタイル生産では排水対策が、今後の課題です。

中国法人の環境保全担当者が考える「今後の課題」

環境監査研究会の代表幹事、
環境管理規格審議委員会
EPE小委員会委員･14005 
WG委員、環境省「企業の環
境情報開示のあり方に関す
る検討委員会」委員などを務
める。

（ごとう としひこ）

中国の環境ラベル。Ⅱ型は、
企業が主張する自己環境声
明に基づいて審査が行われ、
その声明がISO14021基準
に適合すると、ラベル使用が
認められる。

中国環境標志（Ⅱ型）※3

南通帝人有限公司

中川 浩孝
（総経理）

南通帝人有限公司

戎 世坤
（染1工場生産部長）

帝人株式会社
（環境･安全室 室長）

村岡 剛

ＮＰＯ法人
サステナビリティ
日本フォーラム 
代表理事

後藤 敏彦 氏

後藤 敏彦

南通帝人有限公司

王 旭翔
（総務人事部長）

帝人化成複合塑料
（上海）有限公司

信 桂鳳
（安全環境品証部経理）

Profile後藤：まずは、環境･安全室の村岡室長に、帝人
グループ全体の環境取り組みと中国での取り組み

について、現状と課題をうかがいます。

村岡：グループ全体で努力を重ね、CO2、化学物質、
廃棄物それぞれの排出「総量」の削減は着実に進ん

でいます。また中国でも、全社、全事業所が懸命の

努力で毎年の削減目標をクリアしています。こう

した状況で、さらに厳しい「総量」目標を掲げるの

は難しいですが、もちろん環境負荷はもっともっと

低減していきたいのです。

　そこで、ＬＣＡの手法を用いて、排出量が少なく

ても環境影響度が高い物質を特定し、それらを削減

することで、排出物全体の「総量」が同じでもトー

タルな環境負荷を低減していこうと考えています。

だたし工業生産量が増え続ける中国では、今後ます

ます「総量」規制が厳しくなっていくと予想できます。

これが課題ですね。

後藤：中国法人各社で、日々環境保全に努めて

おられるご担当者の方々は、どうお考えですか。

信（シン）：複合樹脂を生産している帝人化成複合
塑料（上海）は、特に廃棄物削減に力を入れてい

ます。2006年には「集塵機の粉塵リサイクル」が

浦東新区科学技術委員会の職工合理化建議賞を

受賞し、2007年には非有効活用廃棄物を廃棄物

発生量の1％以内に維持している状態、つまり「ゼロ

エミッション」を達成しました。その後も改善を続け、

2008年に「廃プラスチックと廃液のリサイクル」

が中国環境標志（Ⅱ型）※3に認定され、2010年に

「省エネルギーと省資源の環境パフォーマンス」が

評価されて清潔生産審査をパスしています。

　今後の課題は3つあります。1つめは廃棄物処理

を依頼する業者を増やすこと。中国では、まだ業

者が少ないので、コピー機のカートリッジや乾電

池など有効活用できていない廃棄物が数種類、

年間数10キロ残ってしまっています。2つめは

リデュース。もっと発生量を減らさねばなりません。
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特　集 第5回 ステークホルダーダイアログ
中国での環境取り組みはどうあるべきか

中国で一番重視されているのは環境汚染規制。
「総量」規制への対応も求められます。

中国の環境専門家が考える「今後の課題」

水中の有機物を酸化剤で分
解する際に消費される酸化
剤の量を酸素量に換算した
もので、海水や湖沼水質の
有機物による汚濁状況を測
る代表的な指標。

COD（化学酸素要求量）※4

国民経済・社会の発展目標
を示すとともに、その達成に
向けた施策や産業政策、重
点プロジェクトを盛り込んだ
2006-2010年の5年間に
おける中期計画。

第11次5カ年計画※5

3つめは分別などの社内管理の強化です。

戎（ロン）：江蘇省にある南通帝人ではテキスタイル
を生産しています。染色をしているので、排水対策

が課題です。一次処理してから隣接している公設の

二次処理場に渡していますが、環境局が当社の処

理場に検査装置を据え付けて毎日COD（化学酸素

要求量）※4のデータを収集しています。抜き打ち検

査もあります。染色工場の排水は、最近かなり厳

しく管理されていますよ。当社としても排水対策に

は力を入れており、排水回収を一昨年から始め、

今は全排水量の15％を完全に回収してもう一度

使っています。

　省エネルギーに関しても「そこまでやるか？」と

いうところまで徹底しています。専門家からのアド

バイスを得ながら、トランスから空調機、照明まで

節電型に換えて、熱回収やフィルターにも設備投

資しました。それらの効果を合算すると、電力消費を

30％ぐらい削減できています。ここ数年間、いろんな

ネタを探し、掘り起こしてやってきましたが、もうネタ

切れ（笑）。それに、私はコスト管理も担当しています

ので･･･そんな悩みがあります。化学物質について

も、2010年度は2005年比43.0％減という実績で、

非有効活用廃棄物についても前年比4.6％減。でも、

まだまだ頑張らないとだめだと思っています。

後藤：帝人グループの中国での展開における課題
をうかがいましたので、今度は清華大学の常先生

に中国の環境行政の特徴をお話しいただきます。

常（チャン）：何よりも理解していただきたいのは、
中国の環境行政で一番重視されている分野は環境

汚染規制だということ。つまり、日本とは環境対策

の「段階」が違うのです。企業と生活から排出され

る汚染物への対策、すなわち水・大気・廃棄物・

土壌汚染への対策、それと騒音などへの対策が

中国で一番求められている環境対策なのです。

　環境影響評価制度、三同時制度、排汚費徴収制

度は「老三項」と呼ばれ、以前からある制度ですが、

そのうち三同時制度は、開業とともに汚染対策設

備を設置して操業を開始するというもので、新規の

汚染源への対策。排汚費徴収制度は、基準値以上に

汚染物質を排出する組織から費用を徴収するもの。

「新五項」と呼ばれる比較的新しい５つの制度でも、

汚染対策に主眼が置かれています。

後藤：中国にとって、今の時期は、かつて日本で
「公害」が問題になった時期にあたる、と。

常：はい。CO2削減は環境汚染対策よりその重要
性がまだ低いのです。エネルギー需要がどんどん

増えていますので省エネは重視されていますが、省

エネの結果としてCO2排出量も減る、という順番で、

省エネが非常に重視されている。一方、排出物の

「総量」規制は中国で最も重要な環境政策で、汚染

排出許可証制度というのもあります。これは、各企業

が何をどれだけ排出するかを地方の環境局に申請

し、許可を得る制度。期限付き処理制度もあります。

これは、汚染のひどい地域や企業には一定期間操

業停止などをしてもらい、改善されれば再開を許

可する制度です。

　大気中のSO2（二酸化硫黄）と水質を測るCODの

「総量」規制、これが第11次５カ年計画※5（2006

日本では（財）地球環境戦略
研究機関のスタッフとして水
インフラ問題に早くから取り
組む。日中間の環境政策交
流の中心的存在でもある。

（チャン ミャオ）
常 杪
Profile

清華大学環境学院
 環境管理と
政策研究所

所長

帝人化成複合塑料
（上海）有限公司

（安全環境品証部経理）

信 桂鳳

南通帝人有限公司
（染1工場生産部長）

戎 世坤

常 杪 氏
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Ｒeduce（リデュース：減らす）、
Ｒeuse（リユース：再使用）、
Ｒecycle（リサイクル：再資源
化）の頭文字をとった言葉で、
環境にできるだけ負荷をかけ
ない循環型社会を形成する
ための重要な考え方。

3R※7

「企業環境情報公開報告書のガイドライン（案）」の策定と
企業活動に関する「企業環境監督員制度」への支援協力が
実施されています。

中国の環境専門家が考える「今後の課題」

水中にアンモニウム塩として
含まれている窒素のことで、
し尿や家庭下水中の有機物
の分解や工場排水に由来す
る。水質汚染の指標として
重要で、湖沼、海域などの富
栄養化の原因物質の一つで
もある。  

アンモニア窒素※6

JICA（国際協力機構）に入
職後、研修センター、医療
協力部、社会開発調査部、
タイ事務所、中日友好病院
プロジェクトなどを経て、現
プロジェクトへ。

（たてば まさお）
立場 正夫
Profile

～2010）で成功した政策で、中央政府が「総量」

目標を決めて地方政府に分配しました。そして第

12次５カ年計画（2011～2015）では、汚染排出

取引権制度が施行されると思います。私は今、

その研究に携わっていて、山東省、山西省、河北省

唐山市の汚染排出取引権制度を設計しています。

この制度では、企業ごとに、例えばSO2、CODの排

出枠が決められ、この枠を前提に取引がなされま

す。また、汚染物質としてアンモニア窒素※6、重金

属、NOxなどが重視されるようになると思います。

後藤：では常先生、帝人グループの中国法人は
今後、何に注意すべきなのでしょうか。

常：工業排水対策は依然として重要であり続け、
これは南通帝人に関係があります。また、工業用水

の需要が拡大しますので、水のリサイクル技術を高

めていくべきでしょうね。帝人がもっている膜処理

などの技術は有望だと思います。

　中国での工業生産量、消費量が拡大していくこと

を考えると、資源の３Ｒ※7も重要で、リサイクル関連

の法規制が次 と々出てくるでしょう。帝人化成複合

塑料ではコピー機の使用済みカートリッジなどを

有効活用できる処理業者を探しているとのことで

すが、今後はそんなニーズに対応できる処理業者

も増えていきます。すでに、少数ながら日系の処

理業者などが対応しているみたいです。

　エネルギーについても「総量」規制に注意すべき

です。第11次５カ年計画の最終年、2010年には

省エネ目標を達成するためにやむをえず停電させ

た地方もありましたからね。

後藤：では立場（たてば）さん、国際協力機構（JICA）
から見て、中国での企業活動では、環境保全面でどん

なことに注意すべきでしょうか。

立場（たてば）：中国は、1989年に環境保護法を
成立させるなど環境問題には熱心に取り組んでお

り、日本政府もそれを支援してきました。私ども

JICAは、日中友好環境保全センターを設立し、ここ

を窓口として、4つの分野で各種プロジェクトを行っ

ております。1つめは、資源投入から生産、販売まで

の、企業活動に関連する分野の協力。2つめは、

消費者を主な対象とした環境意識の向上をめざし

た環境教育分野の協力。3つめは、消費された

物である廃棄物から資源を回収するリサイクルや

リユースなどに関する分野の協力。4つめは、この

廃棄物の適正処分と管理に関する分野の協力です。

　企業活動に関連する分野での最新の動きとしては

「企業環境情報公開報告書のガイドライン（案）」

の策定と「企業環境監督員制度」の創設支援が注

目に値します。「企業環境監督員制度」は日本の

「公害防止管理者制度」にあたるものです。

　この2つは、私が携わっている「循環型経済推進

プロジェクト」協力での重要な部分の1つとなって

います。

後藤：両方とも、中国で活動している日本企業に
も深く関係してくることですね。

立場：そうです。2009年９月には、後藤さんに中
国に来ていただいて「企業環境情報公開報告書の

ガイドライン(案)」の策定を開始しました。最近、

そのドラフトができました。また、上場企業を対象

とした「上場企業環境情報公開報告書の指針」は

Webサイトでパブリック･コメントを募っています。

また、関係部局では、ガイドラインへの環境会計

JICA 
循環型経済推進
プロジェクト 
チーフアドバイザー

立場 正夫 氏

帝人化成複合塑料
（上海）有限公司

（総経理）

竹下 信志

立場 正夫 氏
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特　集 第5回 ステークホルダーダイアログ
中国での環境取り組みはどうあるべきか

「総量」規制への対応力を強化すること、
そして企業の意見を政策立案者に伝えていくこと。

中国での環境取り組みはどうあるべきか

の導入が議論されておりますが、これは技術的に

難しいところもあるので実用的なものにするには

どうしたらいいか、ということが議論されています。

　一方、日本の「公害防止管理者制度」を参考にし

た「企業環境監督員制度の支援協力」では、すでに

7,000社を対象に試行研修を始めています（現在、

6,678人が受講済み）。その対象は、重点企業といっ

て電力業界や鉄鋼業界などの中国大手企業が中心

ですが、制度が本格的に施行されるようになれば、

対象企業はもっと広がるのではないでしょうか。

後藤：清華大学の常先生とJICAの立場さん、お二
方からのお話に対して、帝人グループ各社の皆様

からご意見やご質問をどうぞ。

王（ワン）：南通帝人にいる私が、最近強く感じて
いるのは、排水の汚染防止の重要性です。南通帝人

が設立されてから17年経ちますが、これほど水質

を厳しく管理されたことは、かつてなかったですよ。

当社の設立当時は、染色業は奨励産業だったので

すが、ずいぶん様子が変わりました。今も南通市

はどんどん企業誘致をしていますが、染色業は

基本的に断っています。

清水：今の中国では、染色業に対するCOD規制の
1級基準が100mg、２級が180mgで、南通帝人

は二次処理場に隣接していますので500mg以下

に抑えれば排出できる３級規制を受けています。

ところが近年、関係機関から「500mgを100mg

にする」という意見が出されています。今後、そんな

に厳しく規制される可能性はあるのでしょうか。

常：江蘇省南通市は太湖の近く。そういった重要
な湖沼や河川の周辺ではありえると思います。

後藤：全世界で今、水がとても大きな問題になって

いて、水域への汚染物質排出に関しては、量より

も影響度を重視する傾向にあります。ですから、

水質汚染がひどい地域や水質を保全する必要性

が高い地域では、全国基準よりも厳しい規制をす

ることは十分ありえます。

中川：常先生が強調なさった「総量」規制を考えれ
ば、南通帝人だけではなく中国法人全社の問題と

して、どうすれば生産量を増やしながらも汚染物

質排出の「総量」規制に対応していけるのかを考え

るべきですね。帝人グループ全体の方針として、

中国での活動を拡大していくと明言しているので

すから、中国の環境規制の動向を素早く把握し、

グループ全社で共有する必要があると思います。

山本（中国総代表／オブザーバー参加）：中国で
の樹脂事業では、帝人化成複合塑料（上海）のほ

か、浙江省にも工場があります。この工場は水も多

く使っていますので従来から排水対策に注力してき

ましたし、帝人グループの各種環境目標達成にも

努めてきました。しかし今後、中国で出されてくる

環境規制によっては取り組み方を変えねばならない

かも知れません。先ほど「企業環境情報公開報告書

のガイドライン」ドラフト案へのパブリック･コメントの

お話をうかがいましたが、環境規制に対しても、企業

の意見を反映させるべきだと感じました。これまで

も、北京、上海にある日本商工会議所の部会から日

本大使館経由で中国政府に「建議書」を提出してい

ましたが。

南通帝人有限公司
（総務人事部長）

王 旭翔

南通帝人有限公司
（副総経理）

南通帝人有限公司
（総経理）　

清水 浩久

中川 浩孝

11 TEIJIN CSR Report 2011



ステークホルダーからのご意見・ご要望を受けて

帝人からのコメント

　文中でJICA立場所長様が述べておられるように、

小職は中国政府の環境報告書ガイドライン策定を

JICA短期専門家の肩書きで公式に支援しています。

帝人様にも2010年の研修団を半日受け入れていただ

き取り組みをご説明いただきました。また、同社は経団

連CBCCの中国CSR調査団にも参加され、中国社会

科学院のCSR報告書の取り組み、ランク付けなども目

のあたりにされています。こうしたことから、中国語の

CSR報告書、中国でのダイアログの必要性を痛感さ

れ、上海でのダイアログを企画されました。過去、日本

企業の数社が実施していますが、極めて先進的な取り組

みであり、ご英断に深く敬意を表す次第です。上述した経

緯もあり、コーディネーターを依頼され引き受け、旧知

の常先生や立場所長様にもご出馬願った次第です。

　さて、ダイアログは極めて有効裡に行われたと自負し

ていますが、これは帝人様が現地の日本人トップより

も、現地人の環境責任者を表に出して実施されたこと

が最大の貢献要素であったと考えます。現地の人々を

抜擢し処遇されていることがよくわかりました。日本の

高度成長期に現場の環境責任者が全身全霊を賭けて

公害に取り組んでいたことを彷彿させるもので、深く感

動しました。

　中国が数年前から環境に本格的に取り組み出し、今年

からの第12次5カ年計画でも汚染削減、特に水対策が

極めて重要ということがダイアログでも強調されました。

また、文中では省略されていますが、現地法人でのブ

ルー・サイン・スタンダード認証取得※8など日本以上に

世界の動向に敏感に対処しておられることも発見でした。

後藤 敏彦 氏　環境監査研究会代表幹事

コーディネーターによる総括

後藤：産業界の意見を政策に反映させていくことは、
とても大切です。常先生、立場さん、いかがお考え

ですか。

常：方法の1つとして、私たち大学の研究機関など
に意見を述べることも有効だと思います。政策を策

定する際に、まず研究機関が研究してドラフトをつ

くって、議論していくという手順を踏むことが少なく

ありませんから。立場さんがいらっしゃる日中友好

環境保全センターも、そういった機関だと思います。

立場：日本企業の皆様にご理解いただきたいのは、
日本が国としてJICAなどを通じて中国の制度設計

をお手伝いする際に、日本の経験、現状、将来の方

向性を参考にしてもらっております。それは、地球

全体のために有益であり、中国のために有益であり、

ひいては日本にも有益だと考えます。こう認識して

いただいたうえで、積極的に政府機関のWebサイト

などをウォッチしたり、各地方の環境局と緊密に

連絡したり、大学などの研究機関にアプローチした

りしてそれぞれの課題を解決していただければと

思います。

後藤：活発なご議論、ありがとうございました。
村岡：皆様から大変貴重なご意見を頂戴いたしま
した。ありがとうございました。

　帝人グループは、経済発展著しい中国において9カ

所の拠点を構え生産・販売を行っており、その活動に伴

う環境負荷の低減については、これまでさまざまな対策

を講じてきました。今回のステークホルダーダイアログ

では、「中国での環境保全への取り組み」をテーマに取

り上げ、中国の環境政策専門家をお招きして、これまで

の活動を評価いただくと同時に、今後の方向性を学ぶ

場を設定いたしました。

　清華大学の常先生、JICAの立場氏そしてコーディ

ネーターの後藤氏からは、環境政策の動向として、CO2

削減対策をはじめ、大気中のSO2や排水中のCODの

総量規制に関すること、そして資源の3Rや環境教育に

関することなど、広い範囲にわたって、タイムリーで率

直なご意見をお聞かせいただきました。弊社現地環境

責任者との活発な意見交換も行われ、誠に実り多き時

間をもつことができました。ご多用中にも関わらず参加

いただいた先生方に心から感謝申しあげます。

　環境影響度の高い物質を特定し、トータルな環境負

荷削減を考えること、経済成長に伴う総量規制への対

応など、弊社の環境保全活動にとっての課題は多くあり

ますが、中国の生産・販売拠点における排水対策や省

エネルギー対策全般においても、いただいたご意見を参

考にして、一層の改善に努めたいと思います。今後とも

ご指導ご支援をお願い申しあげます。

繊維・テキスタイル分野にお
いて、染色や最終加工が環
境に与える影響を評価する
基準。認証取得にあたって
は、「資源の生産性」「排水」
「大気放出」「労働衛生」「職
場環境」の5本の柱を確認。

ブルー・サイン・
スタンダード

※8
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帝人グループにおける2010年度の主なトピックスを紹介します。
グループ会社のCSRへの取り組みや環境関連技術の独自性が評価され、さまざまな賞を受賞することができました。

ニュースフラッシュ

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

　帝人（株）は、2011年3月、国連が提唱する「国連グローバル・

コンパクト※」に参加することを表明しました。「国連グローバル・

コンパクト」は、各企業が持続可能な成長を実現するための世界的

な枠組みづくりに自主的に参加するという取り組みです。参加を表

明した企業には、「人権の保護」「不当な労働の排除」「環境への対応」

「腐敗の防止」に関する基本原則10

項目を実践することが求められます。

　帝人グループは、今回の参加を

契機に、グローバル企業として質

の高いCSR経営により一層注力し

ていきます。

　タイ・バンコクでポリエステルの製造・販売を担うTEIJIN 

POLYESTER（THAILAND）LIMITED（TPL）とTEIJIN（THAILAND） 

LIMITED（TJT）は、2010年7月、タイの安全賞として最も権威の

ある｢National Occupation Safety and Health Award｣を受賞

しました。TPLは8年連続、TJTは6年連続の受賞です。

　この賞は、1986年以来、毎年

タイ政府（労働省）が企業に対

してESH方針、安全、健康、作業

環境などに関する143項目を審

査するもので、2010年は900

社の申請があり、日系企業は90

社が選ばれました。

「国連グローバル・コンパクト」に参加しました

　帝人（株）が発行した「2010年 帝人グループCSR報告書」が、

2011年1月、「第14回環境報告書賞・サステナビリティ報告書賞」の

「サステナビリティ報告書賞」において優秀賞を、同年2月には

「第14回環境コミュニケーション大賞」の環境報告書部門で優秀賞

（地球・人間環境フォーラム理事長賞）を受賞しました。

　帝人は、これら2つの賞において、3年連続で高い評価を獲得す

ることができました。

CSR報告書が2つの賞を受賞しました受 賞

　帝人（株）と帝人化成（株）が開発した共重合ポリカーボネート光

学フィルムが、2011年5月に「平成22年度 高分子学会賞」（技術）

を受賞しました。

　この技術によって、従来は達成できなかった光学特性を世界で

初めて具現化・工業化したことから、その高い技術的独創性と学

会や産業界へのインパクトが評価されました。なお、帝人グループ

が同賞を受賞するのは、2010年に引き続き通算5回目となります。

「平成22年度 高分子学会賞」を受賞しました受 賞

タイの繊維グループ会社2社が8年連続・
6年連続で安全賞を受賞しました

受 賞

　帝人（株）は、2011年2月、優れた内部統制システムやコンプラ

イアンスシステムを整備し、先進的に取り組んでいる企業を表彰す

る「日本内部統制大賞2011」で優秀賞を受賞しました。

　今回の受賞は、帝人グループの「企業倫理をベースとしたCSR

経営の実践」「海外グループ会社を含む企業行動基準の浸透推

進」「内部通報情報を社内外に公表し、改善に努める姿勢」「CSR

調達に関するグループ全体での推進と、業界としての協働」「人財

データの積極的な公表姿勢」などが評価されたものです。

「日本内部統制大賞2011 優秀賞」を
受賞しました

受 賞

社 会

　帝人ファイバー（株）が展開するポリエステル製品の循環型

リサイクルシステム「エコサークル」（→P34）が、2010年10月、

化学業界の有力専門誌である英国のICIS主催による「ICIS

イノベーション・アワード（ICIS Innovation Awards 2010）」に

おいて、環境部門賞を受賞しました。

　「エコサークル」独自のケミカルリサイクル技術による環境負荷

低減への貢献度や、回収・リサイクルの仕組みを定着させた帝人

ファイバーの活動が、グローバル化学メーカー幹部や研究者など

の審査員から高く評価されたものです。

「エコサークル®」が「ICISイノベーション・
 アワード 部門賞」を受賞しました

受 賞
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　帝人（株）は、世界的に著名なSRI（社会的責任投資）の指標で

ある「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス」

「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 Index」「エティベル・インベストメント・ レジスター」

および日本国内の代表的なSRI指標「モーニングスター社会責任

投資指数」の構成銘柄に選定されています。

　また、世界を代表するSRI評価会社であるSAM（Sustainable 

Asset Management）のCSR評価で「Silver Class」を獲得してい

ます。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。

ＳＲＩ（社会的責任投資）の構成銘柄に
継続選定されました

社 会

　2011年5月、日本化薬グループの中国現地法人で蛍光染料を製

造・販売する招遠先進化工有限公司（中国・江蘇省）に、帝人（株）の

工場排水処理装置が採用されました。

　従来、招遠先進化工有限公司では、蛍光色素を含む工場排水を

処理するために大量の希釈水を用いていましたが、中国の経済発展

に伴う水不足から節水が求められていました。こうしたなか、帝人（株）

の生物処理による排水処理装置「MSABP」（→P34）と電解槽と触

媒槽の組み合わせによる排水処理装置「ELCAT」（→P34）を利用す

ることで、希釈水を大幅に削減しながら環境規制に適合した排水処

理を実現することに成功しました。なお、「ELCAT」は中国国内で初

めての採用となります。

当社の工場排水処理装置が
中国の蛍光染料メーカーに採用されました

環 境

電解－触媒式処理装置「ELCAT」多段式生物処理装置「MSABP」

　2011年4月28～29日、韓国・釜山において「第13回日中韓三カ

国環境大臣会合（TEMM13）」が開催され、日本から近藤環境副大臣、

韓国から李環境部長官、中国から周環境保護部長が参加しました。

　その一環として、日中韓各国の企業の代表が参加する「産業

フォーラム」が開催され、帝人（株）も一員として参加しました。

フォーラムでは、環境市場を拡大するための情報共有と、途上国の

環境改善に向けた共同事業に関する意見交換が行われるととも

に、その結果が成果報告として取りまとめられ、翌29日の大臣会

合で３大臣に対する報告と質疑応答がなされました。

　また、日本からの参加企業は、近藤副大臣および李韓国環境部

長官を表敬訪問し、環境ビジネス振興に向けた３カ国の政府と企

業のさらなる協力について意見を交わしました。

日中韓三カ国環境大臣会合・
産業フォーラムに参加しました

環 境

近藤環境副大臣への表敬日中韓3カ国大臣会合

　2010年2月に施行された改正グリーン購入法では、カーテンを調

達する際の判断基準として、「再生繊維の使用」に加えて「リサイクルの

システムがあること」が明記されました。そこで帝人ファイバー（株）は、

医療・福祉施設用のカーテンリース事業を展開するキングラン（株）

と共同で、2011年1月から、日本初の病院・福祉施設向けカーテン

循環型リサイクルシステムの提供を開始しました。

　このシステムは、キングラン

が改正グリーン購入法に適合

する帝人ファイバーのカーテン

をリース・販売し、使用後に

回収。帝人ファイバーは回収

されたカーテンを「エコサー

クル」によって新たなポリエス

テル繊維に再生するという仕

組みです。

日本初！ 病院・福祉施設を対象とした
カーテンの循環型リサイクルを始めました

環 境

帝人
ファイバー

病院・
施設

キングランキングラン

● リース契約

● カーテン回収● カーテン回収

● リサイクル系生産

● グリーン購入法適用
● カーテンを生産
● グリーン購入法適用
● カーテンを生産

KGリサイクルシステムフロー図
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■基本的CSR

■責任者略称の用語解説

CSRマネジメント体制
CSRO（グループCSR責任者）を定め、その強力なリーダーシップのもとでグループ全体のＣＳＲを推進しています。
また、さまざまなＣＳＲ課題を３つの分野にわけ、それぞれの分野にふさわしいマネジメント体制を構築しています。

　CSRを企業経営の重要な要素と見なし、

経営と一体のものとして推進するために、

帝人グループでは、2005年にCEO（最高

経営責任者）の代理人としてCSRをつかさ

どるCSRO（グループCSR責任者）を定め

ました。以来、CSROの強力なリーダー

シップのもとで、活動を推進しています。

　また、CSRマネジメントをグループ全体で

統合的、効率的に進めるために、さまざま

なCSR課題を「基本的」「拡張的」「選択的」

の3分野に整理し、それぞれの主幹部署・

担当組織を明確にして、中期・短期の計画

（Ｐ）を立て、実行（Ｄ）、評価（Ｃ）、改善（Ａ）

を実践しています。

　帝人グループが社会的責任の「基本」と

位置づけている分野で、CSROが直接管

理・指導しています。

　この分野には、（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・品質保証などが含まれ、法令や国際

的な基準を遵守しながら、これらが定める

水準を超える成果を追求しています。

　従来からCHO（グループ人財責任者）、

CFO（グループ財務責任者）のもとで取り

組んできた分野です。

　この分野には、（1）人財・労働、（2）購買・

調達（サプライチェーンへの対応）が含まれ

ており、最近では、高度な社会的要請に応

えるために、CSROがCHO、CFOに対して

助言・支援をしながら推進しています。

　企業の社会的責任のなかでは、特に法令

などの定めがなく、企業の自由意志で自主

的に取り組む分野です。

　帝人グループでは、こうした分野にも積極

的に取り組んでおり、さまざまな社会貢献

活動に注力しています。

ＣＳＲ推進活動

グループCSR委員会

ビジョンと戦略

CEO   ： Chief Executive Officer、
  最高経営責任者

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

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

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

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

CHO  ： Chief Human-resources Officer、
 グループ人財責任者

■拡張的CSR

■選択的CSR

　帝人グループは、CSRに関するグループ

全体の重要課題・取り組みについて審議・

推進するグループCSR委員会を設置して

います。委員会は1年に2回開催しており、

2010年度は4月と10月に開催しました。

　グループCSR委員会の委員長はCSROが

務め、委員は9つの事業グループ長（8つ

の中核会社の社長および新事業開発グ

ループ長）とCHO、CMO（グループマーケ

ティング責任者）、CTO（グループ技術責任

者）、CSRO補佐（防災担当）、広報・IR室

長、法務室長、経営監査室長です。

　このグループCSR委員会のもとに、5つ

の部会・会議体を置いています（→P16帝人

グループのCSRマネジメント体制）。そのう

ち4つの部会・会議体は、コンプライアンス

やESH（環境保全、安全・防災、健康）など、

帝人グループが重視している基本的CSRの

具体的課題を審議し、取り組みを推進してい

ます。これら以外の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、社会貢献などについては、持株会社

の関連スタッフと9つの事業グループの代

表をメンバーとするグループCSR推進部会

が、審議・推進しています。

帝人グループにおけるCSRピラミッド CSR活動のPDCA

選択的CSR

拡張的CSR

基本的CSR

社会貢献活動

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

•長期方針：企業理念、
企業行動規範、企業行動基準
•環境方針：環境中長期目標
•実施計画：CSR中期計画、
CSR短期計画

•CSROが次年度課題を設定
•グループCSR委員会へ報告

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

Plan

Action Check

Do

15 TEIJIN CSR Report 2011



帝人株式会社
取締役専務
執行役員
CSRO

質の高いCSR経営をめざして

西川 修

　2011年3月11日、東北・関東地方を

襲った巨大地震は、激しい揺れと津波がも

たらした甚大な被害のみならず、福島原子

力発電所の放射線被曝問題、さらには電

力供給問題へと波及して、多くの人々の生

活と事業活動に不安と障害をもたらしまし

た。被災者の皆様には心からお見舞い申

しあげますとともに、復旧・復興にあたる多

くの皆様のご尽力に深く敬意を表します。

　帝人グループでは、共同募金会を通じ

て義援金を寄付するとともに、東北3県の

対策本部や被災地で活動するNPOとの

連携をとりながらニーズに応じた救援物

資を提供し、さらにボランティア活動を希

望する社員を援助するなど、さまざまな支

援活動を行いました。また、震災発生後短

時間での社員の安否確認や、特定地域で

業務にあたる社員の累積放射線量の厳格

な管理など、非常時においても、社内外の

ステークホルダーへの配慮を第一の指針

として活動にあたってきました。

　帝人グループのCSR活動全般につい

ては、環境保全、安全・防災、企業倫理、

危機管理、社会貢献、社員のワークライフ

バランスなど多くの分野で着実に展開さ

れ、社外からも高い評価をいただいており

ますが、そのなかで、特筆すべき活動をい

くつかご紹介したいと思います。

　まず環境保全、安全・防災、健康（ESH）

については、すべての事業活動に関わる重

要な取り組みと位置づけ、その適切な運

営に取り組んでいます。2005年に、化学

プラントなどの防災活動を専門的な立場

で支援するため、豊富な知識や経験を持

つ第一人者（社員）による防災専門チーム

を立ち上げました。教育訓練や防災専門

情報の提供、防災活動の企画支援を通じ

て防災力の向上に努めた結果、2010年

度は、国内の重大災害ゼロを達成しまし

た。今後は海外拠点への展開を行ってい

きます。

　また、環境経営に関しては、2011年2

月に、中国での環境保全活動をテーマに、

上海でステークホルダーダイアログを開

催しました。中国の環境政策専門家や

JICA（国際協力機構）アドバイザーの方々

の参加を得て、弊社現地環境責任者との

間で活発な意見交換が行われました。今

後ともCSR活動のグローバル展開を積極

的に進めていきます。

　社会貢献活動においては、2011年度

に新たな試みを開始しました。ボランティ

ア人財の育成を目的とする「ボランティア

サポートプログラム」は、帝人グループ社

員が行うボランティア活動を資金面から

支援するものです。このプログラムを通じ

て、社員が社会貢献、地域貢献、その他の

公共活動により積極的に取り組めるよう

サポートしていきます。

　CSR活動は事業活動の基盤を成すもの

です。これからも、さまざまなステークホ

ルダーの満足度向上をめざして質の高い

CSR経営により一層注力していきます。

2011年9月

帝人グループのCSRマネジメント体制

※1 PL：Product Liability（製造物責任）の略称。　※2 ESH：Environment（環境保全）、Safety（安全・防災）、Health（健康）の略称。

CSRO CSR企画室

環境・安全室

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ESH※2部会

グループCSR推進部会

グループCSR委員会

企画倫理・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

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、購買・物流、
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

環境保全活動、安全・防災活動、労働安全衛生活動、PL※1・品質保証

グループPL・品質保証部会

グループ安全保障輸出管理会議
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コーポレート・ガバナンス

ガバナンスの計画的な見直し

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

基本的
CSR

企業倫理・
コンプライアンス

企業行動規範・企業行動基準の周知・浸透の継続

ホットラインの活用推進の継続（国内外）

リスクマネジメント
事業グループにおけるBCP策定（地震想定）

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

海外での管理の徹底とグループ内での格差是正

生物多様性に関する地域との連携の組み込み

環境

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

リスク管理システムの基準、マニュアル策定

ステークホルダーダイアログの開催による課題抽出

海外グループ会社の企業倫理教育徹底の継続

地震訓練の実施、地震マニュアルの見直し

コーポレート・ガバナンスの強化と法令への対応

社会の要請を把握し経営に生かす

CSR教育の推進

グループ関連部署との協働

国内の企業倫理活動

海外の企業倫理活動

ホットラインの運営

リスクマネジメント活動

BCP（事業継続計画）

ESHマネジメントの強化

地球温暖化
防止

化学物質の
管理・
排出量削減

廃棄物削減

環境配慮
設計

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

2020年目標の見直し検討および
海外の原単位目標の改善
国内＞CO2※1排出量を1990年度比10％以上削減
海外＞CO2※1排出原単位
　　　（生産量あたりの排出量）を年1％以上改善

環境配慮設計のさらなる浸透
製品ライフサイクルの観点からの既存製品の
見直し(国内外）
環境配慮設計製品の開発

※1 CO2にはメタン、一酸化二窒素を含む。
※2 化学物質：化管法（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）に定める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）から重複指定分を除いた480の化学物質。

※3 ゼロエミッション：非有効活用廃棄物を廃棄物総発生量の1％以下に削減した状態。

国内＞VOC（揮発性有機化合物）の排出量を2010
         年度までに2000年度比50％以上削減

2010年度の計画・目標と実績・自己評価
帝人グループでは、さまざまなCSR課題を「基本的」「拡張的」「選択的」の３分野に整理し、中期・長期・単年度の達成目標を定めています。
2010年度は、帝人グループのＣＳＲ活動を外部の視点から整理する試みとして、ISO26000の中核主題との関連付けを行いました。
このような国際規格・指針にも十分な注意を払い、今後の活動の方向性を定め深化を図っていきます。

2010年度の目標 2010年度の課題・計画

2010年度の課題・計画

2010年度の課題・計画

CSR管理指標を国内グループ会社へ展開

環境フォーラムの継続開催

帝人グループ環境配慮設計ガイドラインの制定と定着

長期目標（2020年度まで）

国内＞CO2※1排出量を2020年度までに1990年度比20％以上削減
海外･欧米圏＞CO2※1排出量を2020年度までに2010年度比10％以上削減
海外･アジア＞CO2※1排出原単位（生産量あたりの排出量）を2020年度ま
でに2010年度比10％以上改善

グループ＞CO2排出原単位を毎年１％以上改善
（生産影響を除く省エネプロジェクトなどの効果を評価）新目標

グループ＞化学物質※2排出量を2020年度までに1998年度比80％以上削減
また、人間を含む生態系、環境への影響を暴露の視点を取入れたリスク
評価法として、LIME2（日本版被害算定型ライフサイクル環境影響評価
手法第二版）を採用し、大きな影響を持つ化学物質について重点的に削
減する 新目標

グループ＞非有効活用廃棄物（単純に焼却や埋立処分する廃棄物）を2020
年度までに1998年度比85％以上削減

グループ＞国内外のすべての主要な事業所で、ゼロエミッション達成をめ
ざす

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

国内＞総発生量を原単位で毎年１％改善

新目標

新目標

中期目標

ビジョンと戦略
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自己評価の基準　A：達成した　B：概ね達成した　C：不十分であった

B

グループ＞2012度年からのCO2排出原
単位目標に対する準備

国内＞CO2排出量を2020年度までに
1990年度比20％以上削減  

引続き各事業所において取り組みの実施と、
地域リスクコミュニケーション説明会での
取り組みの説明

金融庁・企業会計審議会による「財務報告に係
る内部統制の評価及び監査の基準並び実施基
準の改訂に関する意見書」の公表（2011年３月
30日）への対応（有効性維持と効率化推進）

P25-26

A

グループ＞化学物質排出量を2011年度まで
に2005年度比30％以上削減
2010年度の化学物質排出量をモデル
に、人および環境に影響を及ぼす代表的
な化学物質を特定し、削減計画について、
関係事業と検討し、削減目標を提案する
2011年基準の中期計画あるいは、
2020年までの長期計画（1998年度比
化学物質80％削減）については、各事
業の中・長期計画を確認のうえ、原単位
（生産効率向上）の考え方も、化学物質
排出削減の概念に付加して行くべきか
否かについて検討を完了する

P27

B
リスク管理として、暴露を踏まえた、人および環境への影響を評価
する指標として、LCAの手法であるLIME2を採用、事前評価を
実施して有効であることを確認

改正前より、適宜情報を関係部署に伝達しつつ、教育も実施
2010年4月の改正時には、管理物質の見直しをほぼ完了させ、
問題なく対応
集計システムを変更して自動集計できるように改良し、作業の
合理化、転記ミスなどのヒューマンエラー防止を図った

VOCの大気排出量を2000年度比51.8％削減を達成

一定の浸透をさせることができたため、中核会社以外からも
認定製品を出すことができた
グループ研究開発規程に環境配慮設計が盛り込まれ、シス
テム化された

P27

P27

A

A

グループ＞非有効活用廃棄物は、1998年度比89％削減を
達成

国内＞すべての対象事業所においてゼロエミッションを達成

グループ＞2011年度までに非有効活用廃
棄物（単純に焼却や埋立処分する廃
棄物）を2005年度比50％以上削減

国内＞年間総量500トン以上廃棄物を排
出する事業所・工場は、2011年度ま
でにゼロエミッションを達成

A

環境配慮設計のさらなる浸透
（ブランド力の強化、事業グループの開発
システムへの浸透）
自社製品のＬＣＡ検討

P29-31

P27-28

A ガバナンスの計画的な見直し従来より当社独立性基準を満たしていた社外独立取締役・
独立監査役を、東証基準の独立役員として計６人届出

A

A ステークホルダーダイアログの開催による
課題抽出

組織統治

組織統治／環境

環境

組織統治

人権／公正な事業慣行

人権／公正な事業慣行

人権／公正な事業慣行

組織統治

組織統治

組織統治

環境

環境

環境

A 環境フォーラムの継続開催

C ＣＳＲ管理指標を国内グループ会社へ展開

A 企業倫理ハンドブックの改定階層別研修のなかで教育のほか、企業倫理月間中に全員研
修を実施し企業倫理ハンドブックの読み合わせを実施

国内通報相談件数38件に対応し、運営状況の社内情報開示
（年２回）を継続

BCP策定のためのマニュアル補充
各事業グループにおけるBCP策定の体制および重要業務の確認

地域リスクコミュニケーション説明会において、生物多様性へ
の取り組みの説明を実施（松山、三原、三島、岐阜、揖斐川）

2011年2月に中国（上海）で、「中国における環境への
取り組み」でステークホルダーダイアログを実施

2011年３月末時点の財務報告に係る内部統制は有効
（2011年６月に内部統制報告書を提出）

P41

A 海外グループ会社の企業倫理教育徹底の
継続

企業倫理月間中に企業行動規範の読み合わせを実施
ポスターを配布（英語、中国語、タイ語、インドネシア語版に、
本年度からドイツ語版を追加）

P41

国内外のESH監査およびESH研修会などによる管理の実施

B 国内外における活用推進の継続

P43

P42

A 地震訓練の継続実施
地震マニュアルの見直し

P43

ＣＳＲ管理指標の国内グループ会社への展開未実施

B

B

事業グループにおけるBCP策定
（地震想定）

グループ全体のレベルアップ実施 P38B

P15

P7-12

P21

P21

P28

選択的CSR

拡張的CSR

基本的CSR

帝人グループにおけるCSRピラミッド

社会貢献活動

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

国内＞1990年度比40％の削減を達成（国内）
海外＞17事業所中、12事業所で達成（海外）

自己評価 2011年度の課題 ISO26000中核課題

ISO26000中核課題

ISO26000中核課題

参照ページ2010年度の実施内容と成果

2010年度の実施内容と成果 自己評価 2011年度の課題 参照ページ

2010年度の実施内容と成果 自己評価 2011年度の課題 参照ページ

2010年9月15日に東京本社で開催
Webでグループ国内拠点12箇所中継
約900人の社員が参加

地震訓練およびEMC通報訓練を実施
地震マニュアルを一部改訂

P28

ビジョンと戦略
環境・安全報告
社会性報告
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2010年度の計画・目標と実績・自己評価

基本的
CSR

拡張的
CSR

選択的
CSR

防災

人財・労働

購買・物流

社会貢献

高リスク設備に対する防災対策

グループ全体の防災力向上

社員のワークライフ・バランス推進

ダイバーシティ推進

コンプライアンス

管理システム・業務フロー改善とグループ内横展開

CSR調達管理のグループ内拡大・定着化と業界標準化推進

グループの共通の活動

より効果的な防災診断によるリスク低減

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

火災に関する潜在危険の抽出と対策

2006年の法改正で追加された危険物を取り扱う
建築物、体育館など19棟の対策推進

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、育児支援策拡大など）
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など）

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

再雇用希望者の雇用率向上

グループ会社での障がい者法定雇用率達成

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

グループ各社での有期雇用者の適正配置

基幹システム立ち上げフォロー・二次改善

取引先のCSR改善支援・フォロー体制強化

顧客ニーズに応じた物流環境負荷低減対策の
実施

金額換算経常利益1％以上拠出継続

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

自然観察会のリーダー講習会、自然観察会、
探鳥会の継続

健康・衛生

有害化学物質による健康障害の防止

仕事ストレスの改善推進、遠隔地サポート体制の強化メンタルヘルスの予防処置の立案・推進

化学物質のリスク評価法の策定

安全 年間の休業災害度数率を0.3以下に維持

PL・品質保証活動の目標
　PLクレーム ゼロ
　重大品質クレーム ゼロ

３大労災防止ガイドラインの内容を精査し、
グループ内への周知・運用を開始

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

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

労働災害防止
の確実な推進

PL
（製造物
責任）・
品質
保証

PL事故・
重大クレーム
の防止

2010年度の目標 2010年度の課題・計画

2010年度の目標 2010年度の課題・計画

中期目標 2010年度の課題・計画

ビジョンと戦略
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ビジョンと戦略
環境・安全報告
社会性報告

P35

効果的な防災診断のためTCAP参加を試行し、好評を得た B 海外プラントの防災診断レベルアップ P35

再発防止活動と情報共有化により、重大事故ゼロを達成 A 高リスク工場の地震・津波対策強化

帝人グループ防火の日活動の一環として、火災の潜在危険抽出・
対策活動を実施
火災事故ゼロを達成

A

A

防火管理連絡会活動充実 P35

計画的に推進中

仕事ストレス診断結果による職場改善活動の実施
遠隔地のOB巡回対応とEAP対面カウンセリングの導入

B

B

2015年の完了に向けた見直し

職場改善活動後の仕事ストレス診断リスク
値推移の評価と継続的職場改善取組の推進
個別相談機能強化の体制検討

P35

P50

P49

P47,49

P51

P49

P51

P51

A

A

P53-54

P53-54

P53

社会貢献費用換算 9.3億円（経常利益 503億円）1.8％ 金額換算経常利益１％以上拠出継続 P55

絵本を贈る活動：91,546円分収集、88冊贈呈
タイの図書館活動運営資金として50,000円を寄付
ボランティアサポートプログラムの導入準備

A

A

A

A

絵本を贈る活動の継続
ボランティアサポートプログラム実施 P55-56

自然観察指導員講習会１回、自然観察会７回、探鳥会１回開催 A 自然観察会のリーダー講習会、自然観察会、
探鳥会の継続 P56

基幹システム立ち上げ完了、要改善点など2次改良実施
（グリーン購買比率算出システム改良他）

取引先CSR活動支援、直接指導体制構築、指導実施

環境負荷低減対策の着実な実施による目標の原単位
前年度比1％以上に対して4.4％の達成

取引先CSR管理のグループグローバル展開

取引先CSR管理のグループグローバル
展開拡大

P37

P37調査継続中 ナノ材料取り扱いガイドラインの見直し

3大労災防止ガイドラインの国内3事業所（松山・徳山・
岐阜）での試行運用開始
休業災害度数率は0.25

B
3大労災防止ガイドラインの国内事業所
への運用拡大
休業災害度数率0.25以下

P36

運用体制の見直し
特別監査による報告制度の定着化 B

PL・品質保証アセスメントの運用強化
事業PL・品質保証組織の運営強化
PL・品質保証教育の徹底

P45-46

REACH、CLP規則への適切な対応
サプライチェーン間の適切な情報伝達
国内外の化学物質管理規制情報の監視

育児支援策拡充（父親の育児休職が分割可能に、子の看護
休暇の拡充、介護休暇の新設など）
在宅勤務制度導入会社　国内グループ10社
［2009年度は9社］、登録者16人（うち男性5人）
育児休職取得者数171人（うち男性38人）
［2009年度は171人（うち男性54人）］
新卒総合職採用比率（2011年4月入社）19％
［2009年度は28％］
総合職女性比率16％［2009年度も16％］、
女性管理職比率3.15％［2009年度は3.11％］
帝人クリエイティブスタッフ（株）グローバル人事室が、
帝人グループ標準のリーダーシップ研修「EaGLES」（4言語）
を開発
コア人財研修への海外人財選抜10人（146人中）
［2009年度は11人（129人中）］

再雇用希望者の再雇用比率78％［2009年度は65％］

社員を56人以上雇用する国内グループ会社33社の雇用率
1.8％、ただし法定雇用率（1.8％）未達成が9社
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

グループ各社の状況の定期点検と確認

B

B

B

C

C

C

C

国内外の化学物質規制への対応
サプライチェーン間の適切な情報伝達

ワークライフ・バランス向上のための意識啓
発活動の充実、登録者・制度利用者の拡大

女性社員の登用（新卒採用総合職女性比率
2011年との合計で30％、総合職女性比率・
女性管理職比率の増加）

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

再雇用希望者の雇用率向上

国内グループ会社全社での法定雇用率達成

国内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

各社状況の定期点検と確認

物流環境負荷低減対策のさらなる強化に
よる目標達成

P46

自己評価 2011年度の課題 参照ページ2010年度の実施内容と成果

自己評価 2011年度の課題 参照ページ2010年度の実施内容と成果

自己評価 2011年度の課題 参照ページ2010年度の実施内容と成果

選択的CSR

拡張的CSR

基本的CSR

帝人グループにおけるCSRピラミッド

社会貢献活動

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

ISO26000中核課題

ISO26000中核課題

ISO26000中核課題

労働慣行

労働慣行／環境

労働慣行

労働慣行

消費者課題

環境

労働慣行

人権／
公正な事業慣行／

環境

コミュニティへの参画
及び

コミュニティへの発展

自己評価の基準　A：達成した　B：概ね達成した　C：不十分であった
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コーポレート・ガバナンス
帝人グループは、コーポレート・ガバナンスを、株主価値の持続的向上と、社員・取引先・地域住民・地域社会などの
各ステークホルダーに対する責任を果たすために不可欠なものと位置づけ、その強化に取り組んでいます。

ビジョンと戦略

　コーポレート・ガバナンスの基本である

「透明性の向上」「公正性の確保」「意思決定

の迅速化」「独立性の確保」を実現するため

に、1999年以来、アドバイザリー・ボード

（経営諮問委員会）の設置、取締役数の削

減、執行役員制の導入、連結ROA（総資産

営業利益率）に連動させた役員報酬制度な

ど、先駆的な経営改革を推進してきました。

　2003年には、帝人グループのコーポレー

ト・ガバナンスとこれをサポートするコンラ

イアンス・リスクマネジメントを包含した指

針である「コーポレート・ガバナンスガイド

2003」を他社に先駆けて制定し公表しまし

た。その後も社会環境や法的要請の変化に

伴い、独立社外取締役の選任や独立社外

監査役の増員など内容の見直しを行い、現

在は「帝人グループ コーポレート・ガバナン

スガイド」として公表しています。

　内部統制システム整備に関する取締役会

決議を行い、これに基づいた体制の構築・

運用に取り組んでいます。また毎年内容を

見直し、改定すべき点は取締役会決議を

行って改善・強化に取り組んでいます。特に、

財務報告の信頼性の観点からは、金融商品

取引法に基づき、体制の整備・運用状況に

ついて会計監査人の適正意見を得て、内部

統制報告書を毎年提出しています。さらに、

内部統制活動の実効性を高めるために、

CEO 直轄組織を設置して取り組んでいます。

　持株会社の帝人（株）は、意思決定の迅速

化と業務執行責任の明確化を目的に、定款

で取締役を10人以内と定めるとともに、

業務執行は執行役員が大幅な責任・権限を

委譲されて行う執行役員制を導入しています。

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、公正な監査を

推進する体制を整えています。

　帝人グループ全体がさらされるリスク

（不確実性）を統合的かつ効率的に評価・

管理して対処することが重要であるとの考え

のもと、取締役会のもとに「TRM（Total 

Risk Management）コミティー」を設置し、

経営戦略リスクと業務運営リスクに対し

て、グループ全体として迅速な意思決定と

対応が取れる体制を構築しています。

　国内外の有識者で構成されるアドバイザ

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回実施しています（2010年は、5、

11月に開催）。ここでは、経営全般への助言・

提言のほか、指名・報酬委員会機能をもち、

1）社長の交代および後継者の推薦、2）帝

人グループの役員報酬制度・水準の審議、

3）社長および代表取締役の評価などを行

います。

コーポレート・ガバナンス強化の
歩み

内部統制

意思決定、業務執行、監視・
監督の分離と強化

トータル・リスクマネジメント

アドバイザリー・ボード

帝人グループのコーポレート・ガバナンス体制

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）

監査役会
合計5人（うち社外3人）

ガバナンス体制

９
つ
の
事
業
グ
ル
ー
プ

グループ
監査役会

CEO

グループ経営戦略会議

グループマネジメント会議

※ 責任者略称の解説はP15参照。

アドバイザリー・ボード
社外メンバー主体
指名・報酬委員会機能

持株会社組織

株主総会
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ステークホルダーへの付加価値配分
帝人グループ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。

経済性報告

　2010 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（売上高ー

製造原価）から、運賃や関税、減価償却費、

研究開発費、販売促進費、賃貸料、その他

の販管費に属する経費を減じた金額に、

独自集計の社会貢献費用と、環境保全の費

用を加算しています。

　社会貢献費用は、その他の販管費に属す

る経費と製造原価に含まれる部分の両方が

あり、さらに施設開放と社員の役務提供を

金額換算して加算しています。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

総額
1,082億円

・

ステークホルダーへの価値配分比率

4.5%

4.1%

株主

債権者
（金融機関）

49.8%
社員

9.0%
環境

20.7%
企業（帝人）

0.8%
地域社会

11.1%

行政機関
（国、自治体）

509社員

帝人グループのステークホルダー

● 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

ポリエステル
繊維事業
グループ

社員・
労働組合
求職者

顧客・
消費者

地域住民
NGO
NPO

仕入先
協力企業自治体

金融機関政府・
官公庁

業界団体マスメディア

地球環境

株 主

アラミド
繊維事業
グループ

炭素繊維・
複合材料事業
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

IT事業
グループ

新事業開発
グループ

ステークホルダーへの付加価値配分額の推移

2,500

2,250

2,000

1,000

750

500

250

0

201020082007 （年度）

（億円）

環境
企業（帝人）
地域社会

売上総利益
2,564

79

49
558

124

108

31

147

9

2,186

2,293

行政機関
（国、自治会）

債権者
株主

企業
（帝人）

-491

105
73
9
126

1,006
総額

539

44
120
9

224

97

1,082
総額

2009

20
542

1,919

企業
（帝人）

-379

58
78
10
99

ステークホルダー 金額（億円） 内　容

配当金

給料・賃金、賞与一時金、退職
給付費用の総額

支払利息

法人税・住民税・事業税等の
納税額の総額

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

剰余金の増加額

環境保全費用

49

539

44

120

9

 
224

97

1,082

株主

社員

債権者（金融機関）

行政機関（国、自治体）

地域社会

 
企業（帝人）

環境

総額

備　考

ステークホルダーへの付加価値配分表 ★

決算短信掲載の数値（サマリー情報の2．配当の状況の配当金総額（年間））

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。

決算短信掲載の数値（連結損益計算書の支払利息）

決算短信掲載の数値（連結損益計算書の法人税、住民税及び事業税）

CSR企画室集計（→P55）

決算短信掲載の数値（連結貸借対照表の利益剰余金の当期前期差）

環境安全室集計（→P39）

49
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環境・安全報告　　ESH（環境保全、安全・防災、健康）マネジメント

帝人グループでは、環境保全（E）、安全・

防災（S）、健康（H）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ています。

ESHマネジメントに関わる基本方針として、

企業理念に基づく「帝人グループ地球環境

憲章」「帝人グループ地球環境行動目標」、

ESH管理に関わる「帝人グループESH基本

方針」を定めています。

また、ESHを管理するための組織としてグ

ループCSR委員会を設置しており、委員長

はCEOから権限委譲を受けたCSROが務

めています。グループCSR委員会のもと、事

業グループごとの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

成し、その部会長は帝人の環境･安全室長

が務めています。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、事業グループへの展開を図って

います。

帝人グループは、こうした体制を構築し、

地球環境や地域社会に対する環境負荷の

削減や、地域の皆様および社員の安全･健康

の確保に取り組んでいます。

「ESH監査規則」に基づき、ESH監査Ⅰ、

Ⅱ、Ⅲを実施しています（→P24表）。

ESH監査ⅠとⅡは、事業グループごとの

ESH委員長が、国内外の生産現場と各事業

グループ内グループ会社のESH活動を監査

します。ESH監査Ⅲでは、CSROがESH監査

Ⅰ、Ⅱの結果を監査しており、二重の監査体

制を整えています。

各事業グループ長からCEOへの年1回の

報告の場である「グループESH報告会」と、

事業グループ長、事業ESH委員長、ESH事

務局が情報共有や討議を行う「事業グルー

プESH大会」を毎年開催しています。それ

ぞれの実施要領は、「グループESH報告会、

事業グループESH大会実施ガイドライン」で

定められています。

2010年度のグループESH報告会は、

2010年7月に帝人（株）の東京本社で開催

され、43人が出席しました。帝人の環境･安

全室長が2009年度のグループESH管理の

概況を報告したほか、事業グループ長から

各事業グループのESH活動実績や特記事

項などの報告がありました。

国内外のグループ会社のESH管理向上を

目的に、グループ会社の社長、ESH管理に携

わる役員、ESHスタッフ、ライン管理者を対

象とした研修会を設けています。国内では年

に1回、海外では2年に1回開催しています。

2010年度は、2010年7月に国内の研修

会を大阪本社で実施。マネジメント講座に

65人、スタッフ講座に60人、専門講座に52

人、合計177人が参加しました★。海外で

は、7月に米国、9月にシンガポールとオラン

ダ、10月に中国で開催しました。

ESHに関する法規制への対応を充実させ

るため、コンプライアンス内部監査員を養成

するための講座を2011年1月に大阪本社

環境保全、安全・防災、健康への取り組みをグループで推進
帝人グループでは、環境保全（Environment）、安全・防災（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、
グループESH部会が環境保全、安全・防災、健康を一元管理する体制を確立しています。

グループESHマネジメントの
組織・体制

ESHの監査、報告会、研修会

■ESH監査

■グループESH研修会

■コンプライアンス内部監査員養成講座

■グループESH報告会と
　事業グループESH大会

ESH推進体制

グループCSR委員会

取締役会

社長CEO

CSRO

グループESH部会（委員長：帝人（株）環境・安全室長）

グループCSR委員会（委員長：CSRO）

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

炭素繊維・複合材料事業グループ

流通・製品事業グループ

フィルム事業グループ

樹脂事業グループ

医薬医療事業グループ

IT事業グループ

新事業開発グループ

機能スタッフ

環境・安全室

事業ESH委員会

事業ESH委員会

事業ESH委員会

事業ESH委員会

事業ESH委員会

事業ESH委員会

事業ESH委員会

事業ESH委員会

事業ESH委員会

事業ESH委員会

ESH指揮系統
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で開催しました。

1級と2級※3合わせて63人が認定され、

2005年のスタート以来、累計で612人がグ

ループの内部監査員として認定されたことに

なります★。

※3 1級：47人。
2級：16人。

区分 対象 帝人グループ2010 年度・2011年度目標（2006 年4 月制定）

国内
海外

グループ

国内
グループ

国内

地球温暖化
（CO2削減）

化学物質

廃棄物

帝人グループ2020 年度目標（2007 年12 月制定）

環境保全に関する中長期目標

CO2排出量を2020年度までに1990年度比20％以上削減
欧米圏：CO2排出量を2020年度までに2010年度比
　　　  10％以上削減
アジア：CO2排出原単位（生産量あたりの排出量）を
　　　 2020年度までに2010年度比10％以上改善
1. 化学物質排出量を2020年度までに
　1998年度比80％以上削減
2. 2011年度を目処にリスク評価法を策定し、
　数値目標を設定する。

非有効活用廃棄物※1を2020年度までに1998年度比
85％以上削減
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※2を達成

CO2排出量を2010年度までに1990年度比10％以上削減
生産量あたりのCO2排出原単位を前年度比１％以上改善

化学物質排出量を2011年度までに2005年度比30％以上削減

VOC排出量を2010年度までに2000年度比50％以上削減
非有効活用廃棄物※1を2011年度までに2005年度比
50％以上削減
年間総量500トン以上廃棄物を排出する事業所・工場は、
2011年度末までにゼロエミッション※2を達成

■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

監査の概要 監査者

生産現場におけるESH 監査

主として環境活動に係る監査

監査Ⅰ、Ⅱの結果の監査

事業グループ
ESH委員長

事業グループ
ESH委員長

CSRO

2010 年度監査実績

ESH監査の概要 ★

※1 非有効活用廃棄物：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。　※2 ゼロエミッション：非有効活用廃棄物を総廃棄物量の１％以下とする。

 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ESH基本方針
１．人間尊重の理念に基づき、安全を全てに
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。

（1992年12月制定、2007年7月改定）

（1992年12月制定、2007年7月改定）

ESH監査  Ⅰ

ESH監査  Ⅱ

ESH監査  Ⅲ

国内24、海外12事業所

８事業グループごとに、年1回実施

８事業グループ、個別管理会社を対
象に年１回実施

（環境保全活動の推進）
１．全ての事業活動において、CO2排出の削減を始めとする環境負荷の低減、省エネルギー、省資源、
廃棄物の有効活用に努める。

２．生物・化学物質の適正な管理を行い、関連法規を遵守すると共に、環境・安全・健康を損なわない
ようにする。

３．製品の輸送･使用・廃棄が安全と環境に十分配慮して行われるよう、関係者に適切な情報の提供
と支援を行う。

（環境配慮設計、環境ビジネスの推進）
４．顧客・サプライヤーと連携して、環境に配慮した製品設計を進めると共に、グリーン購買・調達やグ
リーン物流を進める。また、事業の計画段階でのアセスメントの実施を通じ、人の健康と環境に与
えるリスクの低減に努める。

５．省エネルギー・３R（Reduce、Reuse、Recycle）などの環境保全や環境改善に役立つ技術の開
発を進め、グループが保有する技術や市場プレゼンスを活かした環境ビジネスを展開する。

（環境関連のコミュニケーション・社会貢献活動の展開・推進）
６．環境負荷の低減目標を設定し公表する等、社会に対するコミットメントを明示すると共に、地域社
会を含めた多様なステークホルダーとのコミュニケーションに努める。

７．グループ社員に対し環境保全に関する啓発・教育を行い、併せて地域社会・家庭での省エネル
ギーなどの環境保全活動を支援する。
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環境・安全報告　　環境負荷の低減

　帝人グループでは、製造・加工などのプロ

セスにおいて、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、また、非有

効活用廃棄物※1の発生などによって、環境

にさまざまな負荷を与えています。これらの

環境負荷に関わる法規制や自治体との協定

を遵守するのはもちろん、さらなる環境負荷

削減をめざして、省エネルギーや省資源活動

を通じてエネルギー・資源の効率的な活用

を図っています。加えて、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

の汚染防止にも自主的に取り組んでいます。

　また、製造・加工以外のプロセスにおいて

も、グループの製品がユーザーによって使

用、消費、廃棄されることによる環境負荷を

考慮する必要があります。そこで、原料、生

産、使用、廃棄という製品のライフサイクル

全体が環境に与える影響を評価する制度な

どを導入し、易リサイクル性、リユース性の

追求や、新たな機能の開発など、製品の「環

境配慮設計」（→P29）による環境負荷削減

も推進しています。

　帝人グループは、かねてから省エネルギー

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

しました（上記2006-2010年度目標）。そ

の達成に向け、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。

　2010年度は、国内では、帝人ファイバー

（株）徳山事業所におけるターボコンプレッ

サーの出力適正化や、松山事業所のポンプ

および空調機のインバーター化などによる

CO2削減を進めました。しかし、景気回復

による生産量増加に伴ってCO2排出量が

増加し、2009年度の152万トンから3％

増の157万トンとなりました。1990年度

比では40％の減少であり目標は達成してい

るものの、さらなるCO2削減に向けて引き

続き省エネルギーや燃料転換を進めていき

ます。また、2012年度から、生産影響を除

く省エネプロジェクトなどの効果を評価する

原単位目標（毎年１％改善）も、従来の総量

目標に加えて新たに設定します。

　一方、海外グループ会社では、Thai Namsiri 

Intertex Co., Ltd.（タイ）での空調機水冷化

や帝人化成複合塑料（上海）有限公司（中

国）での空調機消耗品の適切な交換などを

通じてエネルギー効率向上を図りました。

2010年度は多くの事業所で生産量が回復

したことから、CO2排出原単位が改善。

2010年度目標に対しては17事業所中12

事業所が達成しました。CO2排出量は、P.T. 

Teijin Indonesia Fiber Corporation

（TIFICO）（インドネシア）が集計対象外と

なったことなどから、100万トンとなり、

2009年度比25％の減少となりました。ま

た、欧州のEU-ETS※2については、現在帝人

グループの事業所は対象となっていません

が、今後のポスト京都議定書の制度改正の

動向に注視しつつ、対策を進めていきます。

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1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。

調達から廃棄までのプロセスに
おける環境負荷削減の取り組み

気候変動問題への取り組み

2010年度帝人グループの環境負荷 ★

■2006－2010年度目標

国内：CO2排出量を2010年度までに
　　 1990年度比10％以上削減

海外：生産量あたりのCO2排出原単位を
　　 前年度比1％以上改善

■生産における温室効果ガス削減

INPUT
投入量

OUTPUT
排出量

帝人グループ

エネルギー
38.5×106ギガジュール

取扱化学物質
157.1万t

淡水使用量
0.87億t

海水使用量
1.01億t

CO2
257万t

環境排出化学物質
3,026t

非有効活用廃棄物
0.57万t

総排水量
1.82億t

製造加工 廃棄

使用製品中間製品

原料 リサイクル 回収

※1 非有効活用廃棄物：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。
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　帝人（株）自社ビルである大阪本社では、

従来からビル全館を挙げて省エネルギー活

動を進めてきましたが、これに加えて東京本

社オフィスや事業グループオフィス、営業所

などにおいても、エネルギー使用の効率改善

に取り組んでいます。東京研究センターで

は、省エネモニターを導入し、エネルギーの

見える化を始めました。また、2011年3月の

東日本大震災発生以降、東京本社オフィス

では、全フロアでの照度ダウンや消灯などを

実施し、省エネルギーおよび節電に努めて

います（→P44）。

　また、営業車両をエコカーに代替したり、

省エネルギー型の運転を推奨したりするな

ど、業務用車両におけるCO2削減も進めて

います。例えば帝人ファーマ（株）では、営業

車両をハイブリッド車や低排出ガス車など

のエコカーに順次切り替えるとともに、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削減を推進しています。

　オフィスと業務用車両のCO2排出量につ

いては、2008年度からデータを収集してお

り、2009年度からは事業所ごとに自主的な

削減目標を設定して活動を進めています。

　2010年度は、オフィスが2009年度比

18％減の1.3万トン、業務用車両は2009年

度とほぼ同様の8,300トンとなりました★。

　2010年度の帝人グループ特定荷主（帝

人ファイバー（株）、帝人デュポンフィルム

（株）、帝人化成（株））のCO2排出量実績は

18,500トンで、千トンキロあたり原単位は

0.087となりました。この結果、「原単位で前

年度比1.0％以上改善」という年度目標に対

して、4.4％の改善と目標を達成しました。

　この主な要因は、トラック輸送から船舶輸

送やJRコンテナ輸送に切り替えるモーダルシ

フトを拡大したことです。CO2排出量は、管理

を開始した2006年度比で9,487トン削減し、

原単位も11.3％低減することができました。

　帝人グループが現在までに実行してきた

CO2削減対策は次のとおりです。

・モーダルシフト（内航船、ＪＲコンテナの活用）

・輸送便数の削減（大型化、他社との共同輸

送など）

・積載率向上（積載方法の工夫、顧客からの

受注方法の工夫など）

・国内輸送の極小化（輸出入における最寄

港での荷揚げ、荷積み）

・輸送ルートの見直し

　なお、2011年度は従来利用していた港が

東日本大震災で被災したことから、内航船

の利用ができなくなり、トラック輸送に戻さ

ざるを得ないなど、物流における環境負荷の

低減にも影響がでました。また、事業によっ

ては国内生産の大幅縮小に伴って出荷が小

口化し、輸送効率が低下しています。

　引き続き、こうした状況に応じた環境負荷

低減の諸施策を講じていきます。

　グループ社員の日常生活における環境意

識を啓発する目的で、2010年7月の1カ月

間、社員参加型エコ活動「エコモチ」を実施

しました。エコモチとは「エコ･モチベー

ション」の略で、（株）フルハシ環境総合研究

所が運営するWebポイントシステムです。参

加者は、「パソコンのモニター電源をこまめ

に切る」「マイ箸を使う」など、暮らしのなか

でエコアクションを実践します。それによって

たまったポイントをNPOやNGOに寄付する

ことができるため、国際社会・地域社会にも

貢献できます。

　この活動に帝人グループ社員200人が参

加し、エコアクションに取り組んだ結果、目

標とした「CO2一人あたり10kg削減」を達

成することができました。

　今後は、森林活動などの社員参加型イ

ベントも企画する予定です。

生産における温室効果ガス排出量の推移 ★
帝人グループ特定荷主のCO2排出量と
原単位の推移 ★

■オフィス・業務用車両におけるCO2削減

■物流分野における環境負荷低減

※2 EU-ETS：EU域内排出量取引。

・CO2以外にメタン、一酸化二窒素を含む。
・熱量およびCO2排出量は地球温暖化対策推進法に基
 づく係数で算定（電力の排出係数は各年度とも0.555kg
 CO2/kWh）。ただし、海外の購入電力については固有の
 係数を把握できる場合は当該係数を用いて算定。
・2010年度は、TIFICO（2009年度排出量：47万トン）
 が対象外となったことから、大幅減少。

・2010年4月より原料重合事業が帝人ファイバー（株）より
 帝人（株）に移行されたが過去との比較のため、帝人ファイ
 バー（株）に含めて表示。
・軽油単位発熱量を2010年度より37.7GJ/KLに変更し
 ている。（2009年度以前は38.2GJ/KL）

■CO2削減に向けた社員の意識啓発

　なお、グループ全体でのCO2排出量は

257万トンとなり、2009年度比10％の減

少となりました。
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環境・安全報告　　環境負荷の低減

　帝人グループでは、化管法※1第1種指

定化学物質（462物質：2010年4月改訂）

と日本化学工業協会が指定する化学物質

（433物質）から重複指定を除いた575の

化学物質を対象として、環境への排出量削

減に取り組んでいます。

　国内グループ会社では、これに加え、VOC

（揮発性有機化合物）の排出量を、2010年

度末までに2000年度比50％以上削減

（1998年度比では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年度比

80％以上削減を設定しています。

　帝人グループでは、これまで化学物質の

削減にあたっては、ハザード（有害性）を基準

としていました。2010年度からはこれに加

えて、人間を含む生態系、環境への影響を含

むリスクの視点を取り入れ、LCA（ライフサイ

クルアセスメント）の手法であるLIME2※2を

評価指標とし、大きな影響をもつ化学物質

についても重点的に削減を進めています。

　2010年度の化学物質の環境排出量は、

国内ではリーマンショックなどの影響による

排出削減対策の遅れがあった一方で、需要

回復と構造改革によって生産量が増大し、

1,752トンと2009年度比で29.9％増加

しました。海外では、生産量は増大したもの

の、一部グループ会社が売却などによって

集計対象外となったことから、昨年並みの

1,274トンとなり、グループ全体では2009

年度比13.0％の増加となりました。2005

年度比では、目標の30％削減に対して

12.1％削減にとどまりました。

　なお、環境排出量の内訳は大気への排出

が98.7％、水域への排出が1.3％であり埋

立てならびに土壌への排出はありませんで

した。化管法第1種指定化学物質の排出

量は、2,173トンで2009年度比12.0％増

となりました。

　また、国内の2010年度のVOC排出量は

1,648トンであり、2000年度比51.8％の

削減と、目標を達成することができました★。

　帝人グループにおける燃料使用に伴う

2010年度のSOx量は、国内が0.48万トン

と2009年度比5.9％の減少となりました。

海外は、SOxを大量に排出していたグルー

プ会社のTIFICOが売却によって集計対象

外となったことなどから0.03万トンとなり、

2009年度比86.4％減と大幅に減少しまし

た。グループ全体では0.51万トンと、2009

年度比30.1％減少となりました。

　2010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、国内が

0.745億トン、海外が0.128億トンで、合計

0.87億トンとなりました。帝人グループで

は、淡水使用を削減するために冷却用とし

て海水を使用していますが、海水1.0億トン

も加えたグループの総排水量は1.82億トン

と、2009年度比7.1％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負荷量（生物化学的酸素要

求量）は国内・海外グループ合計で809トン

と、2009年度に比べて微増となりました。

　帝人グループでは、廃棄物の発生量削減

を推進するとともに、再使用やマテリアル、

ケミカル、サーマルなどのリサイクル処理へ

の転換による非有効活用廃棄物の削減に

も取り組んでいます。

　非有効活用廃棄物に関する中期目標で

ある「2011年度までに2005年度比50％

以上削減」を1998年度比に換算すると81％

以上の削減となります。2020年度の長期

目標では、1998年度比85％以上削減を

掲げています。2010年度のグループの非

有効活用廃棄物量は、総排出量8.2万トン

化学物質の排出削減

廃棄物の管理・削減

■2006－2011年度目標

非有効活用廃棄物※3を2011年度までに
2005年度比50％以上削減

■2006－2011年度目標

グループ：化学物質排出量を2011年度まで
に2005年度比30％以上削減

国内：VOCの排出量を2010年度までに
2000年度比50％以上削減

※1　化管法：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。

※2　LIME2：日本版被害算定型ライフサイクル環境 
影響評価手法の第二版。

■化学物質の排出状況

■大気、排水（COD、BOD）負荷

4,000

3,000

2,000

1,000

0

20102009200820072006 （年度）

（t）
国内 海外 国内 海外

化学物質の排出量推移★

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

0

20102009200820072006 （年度）

（万t）

SOx排出量推移★

1.03

2005

1.03

0.51

0.89
0.95

0.73

3,283

2005
（基準値）

3,444
3,614

3,026
2,677

2,883
中期目標

2010年度の化学物質排出量上位10物質 ★

・赤文字は、化管法第一種指定化学物質。

総排出量
3,026
トン/年

11.3%

その他 7.4%

プロピルアルコール 2.2%

キシレン 2.4%

N,N-ジメチル
ホルムアミド

50.7%

ジクロロ
メタン
（塩化

メチレン）3.6%
アセトン
3.3%

テトラヒドロ
フラン

2.7%
メチルアルコール
2.6%

無機シアン化合物
（錯塩およびシアン酸塩を除く）

4.5%

N-メチル
ピロリドン

9.3%

メチル
エチルケトン

・化管法第1種指定化学物質および日化協指定化学物質
を対象として、大気、水域、土壌への排出量および事業所
内埋立量を集計。
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に対し0.57万トンでした（総排出量に占め

る割合は6.9％）。各事業所・工場の削減努

力と生産量減少により、2005年度比では

68％の削減となり、中期目標を達成しまし

た。今後もこの状態を維持していきます。

　また、各事業所・工場では、非有効活用

廃棄物を廃棄物総発生量の1％以下とす

る「ゼロエミッション」の達成をめざしていま

す。なかでも国内で廃棄物を500トン以上

排出する23の事業所・工場については、

2011年度までにゼロエミッションを達成

することを中期目標として掲げています。

　2010年度は、帝人化成（株）の三原工場

とプラスチックステクニカルセンター、錦海

化学（株）、帝人化成（株）松山工場、帝人

コードレ（株）島根工場の5事業所で新たに

ゼロエミッションを達成。この結果、目標対

象の全事業所・工場でゼロエミッションを

達成することができました。なお、国内全体

の非有効活用廃棄物量は334トンであり、

2009年度比38％の削減となりました。今

後は、３Ｒの原則に従って、総発生量の削

減に取り組んでいきます。2012年度から

新たに、総発生量を原単位で毎年１％改善

することを目標として設定します。　

　海外では、前年同様3事業所・工場がゼ

ロエミッションを達成しています。非有効活

用廃棄物量は0.54万トンと、2009年度比

5％の削減でした。海外は国内に比べて廃

棄物の有効活用が遅れているため、今後、

適正なリサイクル業者の検索などに注力し

ていきます。

　帝人グループでは、2006年度に土壌・

地下水汚染防止ガイドラインを制定しまし

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。

　2010年は愛知県名古屋市で「生物多

様性条約第10回締約国会議（COP10）」

が開催されるなど世界的に生物多様性保

全への関心が高まっています。こうしたな

か、帝人グループも①環境経営の推進②

全員参加の活動③社会との連携、を基本

に、生物多様性保全に向けた活動を展開し

ています。

　まずは、帝人グループの事業活動と生物

多様性の関係を明らかにするためのマップ

を策定。事業活動を通じて排出される化学

物質や温室効果ガスなどの環境負荷が、ど

のように生物多様性に影響を与えているか

を認識したうえで、保全活動を展開してい

ます。また、環境に配慮した製品・ サービ

ス「Earth Symphony®」（→P29）の認 定

にあたっても、生物多様性への影響を考慮

に入れており、独自に算出する生物多様性

への影響を示す数値で環境負荷を定量的

に把握し、認定評価に使用しています。

　社員の意識向上に向けては、年1回、「帝人

グループ環境フォーラム」を開催し、環境や

生物多様性に対する理解や関心を深めてい

ることに加えて、環境教育とモニタリング（調

査）の側面から、セミのぬけがら調査を実施

するほか、「自然観察指導員講習会」を共催

し、自然保護教育を実践できる人財の育成に

も取り組んでいます（→P56）。また、桜の木

の植樹活動など、社員の自主的な活動も支

援しています。

　さらに、地域社会との連携としては、自治

体の代表者や、行政、学校、隣接企業の

関係者などを招き、事業所の生産活動や

化学物質の管理状況の説明に加え生態系

への影響などを説明・対話する「地域リスク

コミュニケーション」を実施しています。

　帝人グループは、今後も環境経営を推進

するとともに、生物多様性の保全について

も積極的に取り組み、「環境先進企業」とし

て地球環境、生活環境の保全・改善に貢献

していきます。

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。

土壌・地下水汚染の防止と浄化

生物多様性保全への取り組み

※3　非有効活用廃棄物：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。

■生物多様性への基本的な考え方
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（基準値）

2006 （年度）

（t）
国内 海外

非有効活用廃棄物※3量の推移★

中期目標

20102009200820072006 （年度）

（t）
国内COD 国内BOD
海外COD 海外BOD

COD、BOD負荷量推移★
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0

20102009200820072006 （年度）

（億t） 国内 国内
水の使用量 総排水量

海外 海外

水使用量・総排水量の推移★

17,974

12,225
9,977

5,6916,240
7,780

1,113

2005

1,195

809
950

1,062

797

1.00 0.971.02
0.91

2.15

1.82
2.112.12

1.96

0.87

・集計対象は河川、海域、湖沼に放流している排水。
・COD、BODの両データが存在する場合は、COD値を
採用。

・水使用量は工業用水、地下水、上水道の合計。
・総排水量には冷却用海水を含む。
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環境・安全報告　　環境配慮設計

　帝人グループでは、環境配慮設計を環境

経営の3本柱の1つに位置づけています。

環境配慮設計とは、「原料、生産、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、総合的に評価しながら

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」。この

定義に従って、「安全性」「省エネルギー」

「省資源」「環境保全」「情報の提供」「製造

段階における環境負荷低減」の6項目から

なる「帝人グループ環境配慮設計ガイド

ライン」を2008 年1月に制定しています。

　製品、生産プロセス、IT／サービスの新規

設計または改良設計にあたっては、専用の

チェックリストを用いて、6項目を評価。

環境負荷低減のための諸対策を検討し、

その結果を製品、生産プロセス、IT／サービ

スの設計に反映していきます。なお、各評価

項目には、化学物質の安全性など、生物

多様性への配慮も含まれています。

　2008年１月から、帝人グループ独自の

環境配慮設計認定制度を運用しています。

　一定以上の売り上げが予想される製品、

IT ／サービス、もしくは認定を希望する

製品、IT／サービス、生産プロセスに関して、

まずは各担当部署の部署長がチェック

リストを用いて5段階で自己評価。重要評価

項目※のなかに評点1がなく、かつ1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。次に、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。その後、環境配慮

設計推進専門部会で審査し、適合したもの

を部会議長が「環境配慮設計」として認定

しています。

　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し、認定

継続か取り消しかを判断し続けています。

　環境配慮設計の認定を受けた製品などを

2007年7月に「Earth Symphony（アース・

シンフォニー）」と名づけ、2010年６月には、

これを商標として登録しました。

　今後は、この統一ブランドのもと、グロー

バルに認知度の向上と市場での普及を

図っていきます。そして2020年度には、全

売上高に占める「Earth Symphony」の割

合を引き上げることをめざします。

環境負荷低減に貢献する製品や生産プロセスの設計
ライフサイクルを通して環境に与える影響を評価しながら、製品、生産プロセス、IT／サービスを設計しています。
また、帝人グループ独自の制度で認定した環境配慮設計製品を「Earth Symphony®」と名づけ、認知度向上を図っています。

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

※ 重要評価項目：法令や社内規定の遵守についてや
重要な安全性に関する項目。

■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。

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。

環境配慮設計運用組織と認定制度

事業PL・品質保証委員会

帝人グループCSR委員会

帝人グループPL品質保証部会

環境配慮設計推進専門部会

認定審査

検証：PL品質保証監査

認定申請

自己評価（チェックリスト）

申　　請

ガイドライン推進計画など見直し

認　　定
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　2010年は国連が定めた「国際生物多様

性年」であり、10月には我が国の愛知県名

古屋市で「生物多様性条約第10回締約国

会議（COP10）」が開催されました。

　そんな状況にあって、2010年度、「環境

配慮設計ガイドライン」を見直しました。そ

の目的は、「製造段階における環境負荷低

減」の項目において生物多様性への影響を

さらに詳細に評価することにあります。

　環境配慮設計認定制度への取り組みを

評価するために、2010年11月、国内の社

員へのアンケート調査を実施しました。

　その結果、この制度の浸透度が十分とは

言えない状態であることがわかりました。

アンケート結果を参考に、今後は教育の充

実や仕組みの見直しなどを図っていく予定

です。

ガイドラインの見直し 社内アンケート結果と今後の展開

東京大学大学院
工学系研究科教授

環境配慮設計へのコメント

平尾 雅彦氏

　帝人グループにおける環境配慮設計は、

素材から完成品、ITサービスまでグループ

全体で取り組んでいること、共通のガイド

ラインによって目標をもって取り組みやすい

こと、アース・シンフォニー認定制度によって

社内外からの評価が得られる仕組みをもつ

ことに強みがあると思います。すでに

グループ内10社の製品が環境配慮設計

認定を受けていることは、このような特徴

ある仕組みによる成果でしょう。今後は、

製品のすべてが環境配慮設計ガイド

ラインに基づいて設計され製品化されて

いくような自主的なPDCAの仕組みに

発展していくことが期待されます。

　しかしながら、環境配慮設計は、1社・

1部門で実現できるものではありません。

昨年度もコメントさせていただきましたが、

炭素繊維や窓用熱線反射・断熱フィルム、

仮想化ホスティングサービスのように

ユーザーや消費者が使うことによって環境

負荷削減に貢献できるような製品／

サービス、バイオポリカーボネートのように

原料調達段階で化石資源消費を削減

できる素材、「エコペットプラス」のように

消費者を含む循環の輪が閉じて生み出さ

れる素材などのように、会社や部門を超え

たサプライチェーン内の協働での環境配

慮設計への展開が求められます。ユー

ザーやサプライヤーとの協働は、環境配慮

設計製品を生み出すばかりでなく、今後一

層の環境配慮が求められる世界において

大いなるビジネスチャンスも生み出してい

ると言えます。飲料缶ラミネートフィルム

のように飲料缶メーカーとともに生み出

された環境配慮設計製品は、この良い例

です。素材から組み立て製品までも事業

に含む帝人の強みを活かしていただきた

いと思います。

　サプライチェーンと同様の考え方に

基づくライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）

への取り組みは、まだ緒に就いたばかり

のようです。ＬＣＡを実践してみることに

よって、環境配慮設計が社内外において

定量的で効果的な活動になります。バイ

オマス由来原料であることだけでは、もは

や環境配慮とはいえない時代です。生物

多様性についても、ＬＣＡによる定量的な

評価によって社会の信頼を得ることが

求められます。

　今回は、社内アンケートの結果もご報告

いただきました。社会からは、環境配慮を

重視したものづくりをしていると認知され

ている帝人グループですが、社内において

はまだ十分な全員参加の活動にはなって

いないようです。一方で、経営者層や新事業

部門の方々には理解が広がっていること

もわかりました。私たちが社外から

TEIJINブランドの向こう側に見ている

「環境配慮企業」が、社内からも全員参加

の活動として浸透することを願っております。

帝人グループでは、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うかがいました。
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環境・安全報告　　環境配慮設計

T O P I C S

環境配慮設計製品・プロセス認定（Earth Symphony®認定）リスト
（赤字は2010 年度に認定された製品）

用途／特徴名　称社　名

PET樹脂（重金属フリー）

PC樹脂（ケミカルリサイクル）

PC樹脂（マテリアルリサイクル）

PC樹脂成形板

非ハロゲン系難燃PC

バイオポリカーボネート

「エコペットプラス®」

「ピュリティ®」

「エコペット®」原着

「エルク®」

「エコペット®SF」

パラアラミド繊維

パラアラミド繊維

パラアラミド繊維

飲料缶用ラミネート

「ハイサンソ®3R」

「オートセット™C」

耐炎繊維（「パイロメックス®」）

炭素繊維（「テナックス®」）

「レフテル®」

仮想化ホスティングサービス
（n:1）

PETリサイクル（DMTまで）
★プロセス認定

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

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。

　2010年度は、「エコペット」を使用した人工皮革「コードレ」

（帝人コードレ（株））が新たに認定されました。これまでの認定

製品は主に中核会社の既存製品でしたが、グループ会社からも

認定製品が出るようになり、着実に取り組みが進んでいます。

「エコペット」を使用した人工皮革「コードレ」

帝人化成

帝人ファイバー

帝人テクノプロダクツ

帝人デュポンフィルム

帝人ファーマ

東邦テナックス

NI帝人商事

インフォコム

帝人コードレ 人工皮革 「コードレ®」
（「エコペット®ＳＦ」100％使い）

帝人

「ハイサンソ®2U」

ボトル用（Sb→Ge）

シート廃材利用

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）

N700 系新幹線窓板（ガラス代替、熱線吸収、UV吸収）

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）

植物由来原料を用いたPC（原燃料転換によるCO2削減）

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
重金属フリーPET

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）

PET100％繊維クッション材
ユニフォーム、日用品（水切り袋、ワイパー）など

耐震補強工法（軽量化・取扱い性向上）

盛土補強アデム（ライフサイクル延長）

自動車用ベルト補強（軽量化・減容化）

省エネ型酸素濃縮器（質量バランス、消費電力、軽量化）

塗装代替（塗装・洗浄・乾燥工程の省略）

省エネ型酸素濃縮器（質量バランス、消費電力、軽量化）

自動圧調整型CPAP 装置（小型軽量）

航空機ブレーキ用途（スチール代替：軽量化、高性能化）

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：内装材など（ガラス繊維代替：使用時の省エネ、省資源）
航空機用途：構造材など（ジュラルミン代替：使用時の省エネ、省資源）
圧力容器ボデイ用途（ガラス繊維代替：使用時の省エネ、省資源）

窓用高透明熱線反射・断熱フィルム（省エネ）

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）

石油からの生産に比べてCO2排出量を大幅に削減

「エコペット」を使用した人工皮革（省資源、環境保全）

「エコペット」を使用した人工皮革
「コードレ」（帝人コードレ（株））

2010 年度の主な環境配慮設計認定製品 （Earth Symphony®認定製品）
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　帝人グループでは、1992年に「帝人グ

ループ地球環境憲章」を宣言、2007年に

「環境経営宣言」を発表。事業活動に伴う地

球環境への負荷が少なくないことを認識し、

環境保全と同時に、環境負荷を低減させる

製品・サービスの提供に注力してきました。

　さらに、昨今の温暖化防止に向けた温室

効果ガス削減・環境汚染抑制や、石油資源

の枯渇・レアメタルの偏在などによる資源の

制約を受け、CO2排出を抑制するバイオ

プラスチックや省エネ・省資源に寄与する先

端材料・複合材料の開発を強化しています。

　自動車・航空機業界では、燃費改善・CO2

削減への取り組みが進んでいます。自動車

関連では、先進国を中心に燃費・排出規制

が強化されており、航空機業界においても、

2010年2月、ICAO（国際民間航空機関）

の「国際環境保全会議」で、「2013年に向け

たCO2排出基準を設定し、2050年まで、

毎年、燃料効率を2%向上させること」など

が合意されました。

　帝人グループでは、こうした流れを受け、

鉄やアルミ、ガラスといった従来の素材より

も軽くて強い炭素繊維やポリカーボネート

樹脂の開発・普及に注力しています。これら

の素材を用いることで、最終製品の軽量化

を実現し、燃費性能の向上やCO2排出削減

に貢献します。

　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始めていま

す。ポリカーボネート樹脂は、軽いだけでな

く加工性にも優れるという特長があり、デ

ザイン性の向上も見込めます。

　今後も、素材による軽量化のメリットをお

客様に的確にお伝えし、地球温暖化の抑制

に一層つながるソリューションを提供してい

きます。

環境・安全報告　　環境ビジネス

環境負荷低減に寄与するビジネスの推進
世界的な環境課題の解決に向けて、長年の歴史のなかで培った技術を駆使し、
CO2削減に貢献する最先端素材や資源・水の循環を実現するための技術の開発に力を注いでいます。

帝人グループの環境ビジネス

CO2削減への貢献①：
モビリティー※の軽量化

※ モビリティー：自動車・航空機・鉄道など輸送機器。

環境汚染 化石燃料の枯渇地球温暖化

気候変動・異常気象 大気汚染 水質汚染

帝人の環境ビジネス

炭素繊維LCA（炭素繊維協会モデル）
～CFRP（炭素繊維強化プラスチック）採用によるCO2削減効果～　

種　別 条　件

3.9

5.1

700

900

1.2

0.8

3,800

3,000

0.3

0.3

-

-

（単位：t）

従来車

従来機

30％軽量化
CFRP17％適用

20％軽量化
CFRP50％適用※

製品全体のライフサイクル（10年間）

-5
CO2削減効果（10年）

-27,000
CO2削減効果（10年）

自動車

航空機

原料・素材
製造 組　立 廃　棄走行・運航

（10年間）

26.0

20.2

390,000

364,000

20
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）

ライフサイクルでの
CO2削減効果
（製造時含む）

炭素繊維1tあたりのCO2削減効果

算出条件は以下のとおり。
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）

-50

-1,400

-30
CO2削減効果

-1,380
CO2削減効果

自動車

航空機

汚染物質分解・除去防災 温室効果ガス削減

●工業・家庭排水
 再利用技術（→P34）
●排煙脱硫・脱硝装置

●護岸補強
●法面補強

●モビリティーの軽量
化素材・技術

●ポリエステル製品の
ケミカルリサイクル
技術（→P34）

●太陽電池用PET／
PENフィルム

●風力発電用炭素繊維

●蓄電池関連素材
●燃料電池関連素材
●高効率照明（LED・
有機EL関連素材）

●窓貼断熱・
遮熱フィルム

●バイオプラスチック
（→P33）

※ 構造部材（エンジン・内装品を除く）
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■PLANTPET®

環境・安全報告　　環境ビジネス

■バイオフロント®

■植物由来ポリカーボネート

CO2削減への貢献②：
素材原料の多様化

T O P I C S
トヨタ自動車（株）から、「レクサスLFA」開発に対する技術貢献が表彰されました
　2011年1月、東邦テナックス（株）がトヨタ自動車（株）の「プロジェクト表彰『技術の部』」を

受賞しました。これは、特に技術的な貢献が大きいサプライヤーに贈られるものであり、「レク

サスLFA」に採用された新規炭素繊維材料セミプレグが高く評価されました。セミプレグは、

東邦テナックス（株）が独自に開発した大型成形物製造技術に改良を加え、最も信頼性が求め

られるキャビン構造に適応する材料として、トヨタ自動車（株）と共同開発したものです。

　この成形材料を用いることで、従来、最も信頼性が高く、航空機の一次構造体などに用いら

れている複合材料と同等の性能を実現しました。さらに、この技術は汎用性の高い炭素繊維

を使用することができることから、供給安定性と低コストを実現することが可能となります。 LFA向け生産体制構築時に
東邦テナックス（株）揖斐川事業所にて撮影

　再生可能資源からつくられるバイオプラ

スチックは、原料である植物が成長段階で

CO2を吸収することから、化石資源の消費

の削減と、大気中の二酸化炭素濃度の上

昇を抑制することが可能な、「カーボン

ニュートラル」の素材です。

　帝人グループはバイオプラスチックの

エンジニアプラスチック分野への参入を進

めていきます。

　「PLANTPET」は、サトウキビからつくら

れるバイオ燃料を原料として、PET樹脂の

一部であるエチレングリコールをバイオ由

来にしたPET繊維製品です。

　PET樹脂を構成する成分の30%強が

バイオ由来であり、物性・品質は、石化由

来PETと全く同等です。また、循環型リサ

イクルシステム「エコサークル」（→P34）に

よるリサイクルも可能です。

　2012年4月から衣料、自動車用シート・

内装材、衛生材料などの用途に向けて本

格展開していきます。なお、バイオ由来の

PET繊維製品の本格的な展開は世界でも

初めてです。

　「バイオフロント」は、従来のバイオプラ

スチックに比べ、高い耐熱性をもつほか、

耐久性、成形性などにも優れており、これ

らの特徴を活かしエレクトロニクスや自動

車分野への用途開発をめざしています。

　トウモロコシの実などから製造される

イソソルビドをベースとした約70％という

高い植物度の環境に配慮した樹脂で、「透

明性」「耐薬品性」「耐傷付き性」「耐久性」

に優れることが特長です。これらの特長を 

活かして自動車・エレクトロニクス、医療、

食品、化粧品用途など幅広い市場で用途

開発を進めています。

　また、コンパウンド技術やアロイ化技術

を駆使した高機能バイオPC系樹脂の開

発も推進し、新たな市場開拓にも挑戦して

います。

帝人のバイオプラスチックの展開

植物由来ポリカーボネート

ABS, PMMA
PS, PVC

PEI PEEK
LCP

PE, PP

従来の植物由来樹脂

結晶性（不透明）非晶性（透明）

PES
PSU
PC

mPPO

PPS
PAG, PAGG
PBT, PET, POM

エンジニアリング
プラスチック

スーパーエンジニア
リングプラスチック

汎用プラスチック

高耐熱性ポリ乳酸：「バイオフロント」
バイオPET：「PLANTPET」

PLA, PBS, PHA

APEC JAPAN 2010で来日した各国・地域の首脳
配偶者の皆さんが着用された「バイオフロント」製の
ガウン

すべてのプラスチックパーツに「バイオフロント」が
採用されたキャサリン E ハムネットのメガネ
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水循環をめざして

T O P I C S
中国とインドで環境展示会に出展
　CO2削減には、世界の連携が必要です。とりわけ、経済成長著
しい中国やインドにおいては、環境保全と経済成長の両立を図っ
ていく必要があります。そのうえで、まず重要となるのは、生産プ
ロセスのグリーン化と環境意識の啓発です。
　こうした考えから、2010年度、両国における環境展示会に出展
しました。帝人グループの製品・素材・技術を結集し、両国の持続
可能な発展に貢献していきます。

ポリエステル製品の
循環型リサイクルシステム
「エコサークル®」

　「エコサークル」は、帝人グループが世界で

初めて開発した「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。

PETボトルなどの廃棄物問題に対して、

帝人グループは1990年代半ばからポリ

エステル製品のリサイクルを開始しました。

まずは、PETボトルのリサイクル繊維「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すると

ともに、ポリエステル製品を高純度の原料に

再生するケミカルリサイクル技術を確立

しました。この技術によって、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を可

能にしています。廃棄物の削減はもちろん、

石油から新しくポリエステル原料（DMT）を

つくる場合と比較して、エネルギー消費量

やCO2排出量を約80％削減※できます。

　現在、国内外のアパレルメーカー、スポー

ツメーカー、など150社以上と共同で、商

品の開発・回収・リサイクルを進めています。

　世界各地で水不足や水質汚染が深刻化

するなか、日本の優れた水処理技術が期待

を集めています。帝人グループも、「排水の

循環・再利用」をコンセプトとした水処理事

業を積極的に推進し、世界の水資源不足の

緩和に貢献したいと考えています。

　排水処理の中核技術である多段型生物

処理装置「MSABP」は、微生物によって排

水を浄化するとともに、微生物の食物連鎖

を利用して余剰汚泥の発生を抑制する生物

処理システムです。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式オゾン処理装置

「HiPOx」などの技術も備えています。

　帝人エコ・サイエンス（株）は、環境調査、

環境分析、環境コンサルティングの3部門

が連携し、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、大気分析お

よびダイオキシン類などの微量化学物質の

分析結果を高い信頼性で提供するととも

に、環境問題についての解決策を提案して

います。

　さらに、帝人グループの構造解析技術を

ベースに、透過型電子顕微鏡（TEM）による

「アスベスト無害化判定法」を環境省の要請

に応え確立しました。この分析法は日本で

数社しか対応できない特殊な技術です。

生物プロセスによる
排水の循環・再利用

環境負荷調査・モニタリング

循環型リサイクルシステム
「エコサークル®」

終わりのない資源循環へ

フィルム製品

PETボトル

フィルム製品

PETボトル バイオエチレン
グリコール
（PET原料）

繊維製品繊維製品 DMT チップ

○ ○-□ □

23.12.31

BIO

○ ○-□ □

23.-6.30

※ 約80％削減：出典は経済産業省「繊維製品のLCA
調査報告書」。CO2排出量は焼却を加えた場合。

再利用

工場排水／
下水

河川／下水（放流）

WPT事業

工業用水／
上水

高度処理

HiPOx® ELCAT®

生物処理
（中核技術）

MSABP®

工場・家庭

中国：
China Int’l Green Industry Expo
（2010年11月）

インド：
Eco-products International Fair 2011
（2011年2月）

生物処理 高度処理

帝人の水事業コンセプト・技術
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環境・安全報告　　防災活動

　帝人グループは、グループ共通の防災に

関するガイドラインに基づき、防災診断、

地震対策、火災予防などの未然防止対策、

防災教育、防災訓練、防火設備対策強化

などの拡大防止対策を積極的に推進して

います。

　これら活動の成果として、2010年は海

外拠点を含めた帝人グループ全体で重大事

故※1ゼロを達成することができました。今

後も重大事故ゼロを続けるよう努めます。

　帝人グループでは、1980年から自主基準

に基づく防災診断を実施。多量の高圧ガスや

危険物を取り扱う国内外27のプラントを対

象に、それぞれに所属する製造、設備、ＥＳＨ

の専門家が５年周期でプラントの安全性を検

査し、保安・防災上の見直し・改善を続けてい

ます。2010年は国内５プラント、海外２プラン

トがこの診断を実施し、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、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

所のミニ防災診断も実施しています。これ

は、グループ共通のチェックシートを使っ

て各部署が防火管理状況を点検・改善する

もので、2010年は7事業所で実施しました。

　帝人グループでは、知識や経験が豊富な

第一人者を集めた防災専門チームを組織。

このチームが、グループ内の各化学プラント、

各自家発電プラントが自主的に進めている

防災活動を専門的な立場から支援し、防災

力を向上させています。

　2010年は各プラントの防災診断、防災

管理を技術面で支援したほか、2009年に

編纂した「帝人グループ防災ベカラズ集

（グループ内の事例をまとめた防災読本）」の

英語版を作成し、TEIJIN POLYCARBONATE 

CHINA Ltd.などへ配布しました。これは現

在、世界中で教材として活用されています。

　化学プラント、発電プラントの管理者を対

象に、2007年から防災管理技術教育を実施

しており、2010年は16人が修了しました★。

　この教育の目的は、知識と現場力を兼ね備

えた管理者の育成。プログラムは運転管理や

設備管理の防災関連技術、体感教育など多岐

にわたります。また、実践的・継続的であるこ

とをめざして、講義だけでなく討議の機会を

設けているほか、「学んだことを自部署でど

う活かすか」をテーマに小論文を書き、実施

結果を１年後に報告することとしています。

　「帝人グループ防火の日」である11月10

日、定期防火点検などのグループ全社共通

活動や、各社独自の防火活動を一斉に実施

しました。この取り組みを始めた2008年

以来、グループ内で活動の共有化が進み、

防火体制が強化されています。

　大規模地震による被害を最小限に抑える

ために、各種の対策を打っています。

　建物の耐震対策については、1981年の

建築基準法改正以前につくられた国内グ

ループ会社の建物61棟の耐震診断を

2003年に完了。不適格と診断された38

棟すべての耐震補強改修・撤去を2009年

に終えています。

　また、2006年に改正された耐震改修促進

法に基づいて19棟※2を不適格とし、対策を

計画、うち1棟の耐震補強を済ませています。

地域の皆様と社員を災害から守るために
爆発・火災や有害物質の漏えい・流出などの事故ゼロをめざして
グループをあげて防災管理や火災予防を強化するとともに、地震対策にも取り組んでいます。

防災管理の推進

防災診断の実施

防災専門チーム活動

防火活動

地震対策

防災管理技術教育の実施

防災診断件数の推移 ★

防災管理技術教育

防災診断報告会

※1 重大事故：爆発や火災（初期消火で鎮火したもの
を除く）、外部への有害物質漏えいなどの事故。

※2 19棟：2010年に報告した21棟のうち２棟は、
事業を撤収したため除外。

20102008 2009200720062005 （年）

（件） 爆発・火災事故　 漏えい・流出、その他

1   1

22

1 1 1

0 0 0 0   0

20102008 2009200720062005 （年）

9
7 78

55 4
2 2

17

00

20

15

10

5

0

（件） 防災診断　 ミニ防災診断

重大事故発生件数の推移 ★

防災訓練

2

1

0
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　帝人グループは、2008年に策定した中

期計画において「年間の休業災害度数率※

を0.3以下に維持する」という目標を掲げ、

災害防止活動に注力してきました。その結

果、2008年、2009年の休業災害度数率

は、それぞれ0.25となり、２年連続で目標

を達成することができました。2010年は、

国内、海外のＥＳＨ研修・指導などに一層

注力した結果、国内の休業災害度数率は

0.20、海外を含めて0.25と目標を達成し

たほか、国内化学工業平均値（2010年は

0.72）以下を維持しています。

　また、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、活動を継続的に充実させなが

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。

　帝人グループは、作業リスクを低減するた

め、製造・加工事業所を対象に、労働安全

衛生マネジメントシステムOHSAS18001

の適合証明取得を進めています。

　2010年3月現在で、国内34、海外7、合

計41事業所が取得を完了しました。これ

は、対象とする事業所の76％（国内81％、

海外58％）が取得したことになります。

　

　労働災害を未然に防止する手段として、

帝人グループでは、「５Ｓ活動」（整理・整頓・

清掃・清潔・躾）、事故にはならなかったも

ののヒヤリとしたりハッとしたりした経験を

共有する「ヒヤリハット活動」、そして「安全

巡視」を、安全活動３本柱として、位置づけ

ています。

　これらの活動から得た情報を活用して、

個人の危険感受性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。

　

　帝人グループ内で発生した休業を伴う労

働災害の情報は、すべてグループ内に公開

するとともに、他の事業所の参考となる教

訓を提示し、同種や類似の災害の再発防止

に役立てています。

　また、回転機械による挟まれ・巻き込ま

れ災害、運搬機械による接触・衝突災害、

通路・階段での転倒・転落災害を、３大労

災とし、「３大労災防止ガイドライン」や「機

械設計アセスメント基準」を制定して、これ

らの災害の発生防止を図っています。

　「ESHに関する事故・災害報告規則」に

定める重要・重大な労働災害については、

グループ内で類似の労働災害を防止するた

めに水平展開を図ることにしています。

2010年は水平展開が必要な労働災害は

ありませんでした。

　「ESH監査規則」に定める「特に重大な

災害」や、初歩的な問題に起因する災害が

発生した場合は、帝人グループＥＳＨ部会

長を主管とする特別監査を実施し、現地で

の災害発生要因の究明と再発防止対策の

立案・計画の推進を支援しています。

　2010年は、瀬戸内地区の事業所で発生

した機械への挟まれ災害に対して、特別監

査※2を実施しました。

環境・安全報告　　労働安全

安全に、安心して働ける職場環境の整備
労働災害の撲滅に向けて、未然防止と再発防止の両面から対策に取り組み
グループ全体の安全レベルの向上を図っています。

休業災害度数率 ★

安全活動（南通帝人有限公司）

安全活動（TEIJIN POLYCABONATE CHINA Ltd.）

安全活動（帝人（株）岩国事業所）

労働安全への取り組み OHSAS18001適合証明取得状況

災害発生時の対応

安全活動３本柱の推進

労働災害情報の共有化と再発防止

※2 特別監査：監査の対象となる災害には、被害の
程度は小さくても初歩的な要因で発生した災
害を含む。

※休業災害度数率：100万労働時間あたりの休業
災害者数、つまり労働災害発生の頻度を示す。

国内　　海外　　帝人グループ
国内製造業　　国内化学工業

（年）

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

2010200920082007

（％）

0.20
0.25

1.09

0.78

1.01

0.62

0.40

1.12

0.35

0.84

0.25

0.11

0.99

0.72

0.25

0.22

0.26

0.98

0.72

0.32
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環境・安全報告　　健康衛生対策

　帝人グループでは、2009年4月に健康

管理室を設置するとともに、国内グループ

各社に健康管理担当者を選任し、国内グ

ループ社員の健康状態を一元的に管理する

ための体制を整えてきました。2010年度は

メンタルヘルスケアに重点を置き、2010年

10月には、健康管理室が毎月国内グルー

プ会社のメンタルヘルス状況を集約し、状

況に応じてグループ全体のメンタルヘルス

対策に速やかに反映させていく体制を整え

ました。

　また、2010年度の主な活動としては、

国内グループを対象として、メンタルヘルス

状況の把握、職場ストレスの軽減、相談

体制の充実、コミュニケーション活性化

などに取り組みました。

　まず、毎年3月に国内グループ全体で

実施している「職場のストレス診断」の結果

で健康リスクの高かった職場において、半

年間にわたる「職場環境改善活動」を実施

しました。次回の「職場のストレス診断」で

効果を確認し、さらに働きやすく風通しの

良い職場づくりに取り組んでいく予定です。

　また、従来から外部EAP（Employee 

Assistance Program、従業員支援プログ

ラム）機関の協力のもと、「心のほっとラ

イン」への電話・メールによる相談を実施し

ていましたが、その契約内容を見直し、

2010年4月からは新たに遠隔地の支店・

営業所の勤務者への対面相談サポートを

開始しました。併せて、相談窓口の積極的

な利用を呼びかけるカードやポスター、管

理者用マニュアルブックを配布しました。

　さらに、毎年10月に実施している「帝人

グループ健康ウォーキング※1」において、

2010年度は職場や家庭で「口に出して、

ほめる・感謝する」ことで、歩数に換算できる

ようにしました。これは、職場や家庭内のコ

ミュニケーション活性化を促し、心身一体の

健康増進を図ることを目的としたものです。

　なお、2011年3月の東日本大震災に際

しては、社内関係部署・社内産業保健スタッ

フ・EAP機関が連携し、健康関連情報の収

集・提供、勤務者と家族の相談対応・支援

を行いました。

　2008年4月に義務化された特定健診・

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取り組んでいます。

主として本社・事業所の産業保健スタッフ

が対象者を集団・個別で指導し、継続的な

改善を支援しています。

　毎年恒例の「帝人グループ健康ウォーキン

グ」については、以前の任意参加のイベント

という位置づけから、定期健康診断の有所

見率※2改善や生活習慣病の予防を視野に

入れた健康増進の全社的取り組みという位

置づけへと変更し、継続的に推進しました。

　石綿の健康被害が社会問題として注目

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するとともにに、OB

社員を含む社員の健康診断基準を策定し、

石綿問題の対策に取り組んでいます。

　国内外を含め、グループ内で人が常時接

触する可能性のある設備の飛散性石綿は、

すべて除去が済んでいます。人が常時接触

しない箇所の一部の飛散性石綿や保温材、

断熱材など、完全に隔離処置が施されてい

る設備の準飛散性石綿は、定期補修などの

機会に併せて取り除く、もしくは代替品に切

り替えるといった対応措置を進めています。

　現役社員には石綿による健康被害は発

生していませんが、OB社員については、

2010年度は2人が新たに労災認定とな

り、2005年度以降の累計は22人となりま

した。なお、OB社員に対する健康診断は、

2011年末まで実施する予定です。

　2008年7月の厚生労働省通達※3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、ガイドラインの適用範囲をナノ材料そ

のものからリサイクルまで拡大。同時に、安

全対策を充実させるとともに情報伝達の方

法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。

社員の「からだ」と「こころ」の健康づくりに向けて
社員がいきいきと働き続けることができるよう健康状態の一元管理とメンタルヘルス対策に注力し、
「からだ」と「こころ」を両輪とする健康増進を支援しています。

メンタルヘルス対策の強化

「心のほっとライン」利用促進ポスター

石綿問題への取り組み

ナノ材料による健康障害の
防止について

健康管理・生活習慣病予防の推進

※1 帝人グループ健康ウォーキング：帝人グルー
プ健康保健組合と連携して実施している毎年
10月恒例の社員参加行事。社員が毎日の歩数
を専用Webサイトに入力すると距離に換算
され、画面上の東海道五十三次を進むことが
できる。

※2 有所見率：健康診断の項目に異常の所見がある
人の割合。

※3 厚生労働省通達：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」
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　タイには、帝人グループのポリエステル

事業を支える4つの会社（5工場）が、首都

バンコクを取り囲むように点在しており、そ

れぞれがユニークなESH活動を展開して

います。

　タイで40年以上の歴史をもつTEIJIN 

POLYESTER （THAILAND） LIMITED 

（TPL）は、安全、健康、作業環境に優れた

企業として、タイの労働大臣から8年連続

で表彰を受けています。その一環として、休

業災害の再発防止に向けて、現場でのわか

りやすい掲示などによる作業手順の「見え

る化」を推進しています。

　また、年に1度すべての部署がESH活

動実績をパネルで紹介する「ESH Week 

Exhibition」を開催し、安全への意識と気

運を高めています。

　TEIJIN（THAILAND）LIMITED（TJT）で

は、8つのハッピーを実現することで「ハッ

ピーな職場環境を構築する」ことをめざして

環境・安全報告　　海外のＥＳＨ（環境保全、安全・防災、健康）活動　

地域特性に応じたESH活動の展開
タイや中国、シンガポールなど、各国の会社および工場で、それぞれの国民性や地域特性に応じたイベントやキャンペーンを通じて、
安全・防災意識の啓発など積極的なESH活動を進めています。

T O P I C S
ベトナムの縫製工場で安全研修や避難訓練を実施

ベトナムのLOTECO工業団地（LONG BINH TECHNO PARK）
に位置するNI帝人商事（株）グループ直営の縫製工場FASHION 
FORCE NO.1 FACTORY Co.,Ltd.では、ESHを積極的に推進して
います。400人弱の社員に対して看護師が1人常駐し、社員の衛生・
健康管理に努めているほか、会社の安全などに関する方針説明会
や安全研修、火災を想定した避難訓練を毎年実施しています。
避難訓練では、消防当局協力のもと消防車を出動させ、本番さな

がらの緊張感のなか、社員が団結して迅速な避難に協力していま
す。同時に、救急救命訓練として心臓マッサージや負傷箇所への包

帯の巻き方などの実習も実施しており、社員は熱心に講義を受けて
います。

避難訓練の様子

タイでのESH活動
います。この活動を通じて、会社への満足

度を向上させ、安全性や生産性を確保する

だけでなく、社員の定着化に関する効果も

表れつつあります。

　織物製造、染色を行うThai Namsiri 

Intertex Co., Ltd.（TNI）の工場には、多く

の回転体や危険物があることから、これら

の危険性を認識するため、全社員を対象

に、実際に回転体にモノを挟みその恐さを

知る疑似体験を実施しています。

　また、新入社員に対して防災訓練を年4

回行うなど、新人教育も強化しています。

　アユタヤ地区でベルト用接着コードを製

造しているTEIJIN CORD（THAILAND）

Co.,Ltd.（TCT）では、2007年に開始した

ヒヤリハット強化活動が実を結びつつあり

ます。当初は1人あたり月間0.5件程度で

あった提出率が2010年度には月間2件を

超え、国内帝人グループと比べても高い提

出率となりました。

　また、災害の未然防止に向けて、他社で

発生した災害に対して、自工場で発生する

可能性がある類似災害箇所を指摘し、社員

に周知を図る活動にも注力しています。

　タイの4社が属するポリエステル繊維事

業グループでは、安全基本活動を「BBS

（Behavior Base Safety）活動」と名づけ、

毎日安全ミーティングを開催する（TNI）、

始業前に安全の歌を歌う（TCT）など、タイ

の国民性に合わせて、おおらかに楽しめる

よう工夫しながら安全活動を進めています。

■全員参加で盛り上げる安全活動（TPL）

■安全・防災教育を強化（TNI）

■事業グループ全体でのBBS活動

■ヒヤリハット活動と他社事例の
　展開を強化（TCT）

■従業員の満足度を高める
　ハッピー8活動（TJT）

　中 国・浙 江 省 の 樹 脂 工 場TEIJIN 

POLYCARBONATE CHINA Ltd.（TPC）で

は、事務所内の電光掲示板で常時安全情報

を流すほか、工場内レイアウトを整備するこ

とで安全に対する意識啓発を進めています。

　シンガポールのTEIJIN POLYCARBONATE 

SINGAPORE PTE Ltd.（TPS）では、社員

の入れ替わりが多く、また多人種から構成

されているため、全員の安全意識の共有と

レベル向上を目的に「Safety Awareness 

Campaign」を企画。安全発表会を実施す

るとともに、作業前のミーティングで安全指

示事項を徹底しています。

中国、シンガポールでの取り組み
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環境・安全報告　　ＥＳＨ（環境保全、安全・防災、健康）マネジメントデータ

　帝人グループでは、国内外のグループ会

社のESHに関わる投資、費用、効果を算定

しています。環境に関わる投資と費用、効

果は、環境省が発行している環境会計ガイ

ドラインの集計項目を参考に環境保全や省

エネルギー、省資源・リサイクルなどに関わ

る内容を集計するとともに、環境保全に加

えて安全・防災、健康に関わる投資額、費

用額も算定しています。

ESH活動の継続的・効率的な改善に向けて
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。
また、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、ＥＳＨ活動の継続的改善をグループ全体へと広げています。

ＥＳＨ会計
環境保全、安全・防災、健康に関わる投資額
の推移

環境保全、安全・防災、健康に関わる費用額
の推移

項目 金額効果※費用額投資額主な取り組みの内容 物量効果

2010年度 帝人グループ 環境保全、安全・防災、健康コストの内訳 ★　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：億円）

　環境保全投資額は、国内外の公害防止および地球環
境保全に関わる投資額は増加したものの、国内の研究
開発への投資額が大幅に減少した結果、2010年度は
9億円となり、前年度比64％の大幅減少となりました。
　安全・防災、健康に関わる投資額については、海
外の労働安全対策の投資額は増加したものの、主
に景気後退の影響で国内外の防災対策の投資額
が減少し、2010年度は7億円と、前年度比11％
の減少となりました。

　環境保全に関わる費用額は、国内外の地球環境
保全や国内の研究開発の費用額は増加したものの、
国内の資源循環の費用額の減少により、2010年
度は97億円と、前年度比3％の減少となりました。
　安全・防災、健康に関わる費用額は、国内の労働
安全対策などの費用額が増えた一方、国内外の防
災対策費用額が減少したことで20億円となり、前
年度比12％の減少となりました。

環
境
保
全

安
全
・
防
災
、健
康

製品サービスコスト

管理活動コスト

研究・開発コスト

社会活動コスト

環境損傷対応コスト

労働安全対策コスト 

作業環境対策コスト 

健康対策コスト 

防災対策コスト 

研究・開発コスト 

管理活動コスト

4.01

0.81

0.31

1.66

0.00

6.79

3.99

0.88

4.94

3.29

0.01

6.44

19.55

・労働災害の発生状況（→P36）

・防災活動状況（爆発・火災発生防止対策など）
 （→P35-36）

事業
エリア内
コスト

項目 金額効果※費用額投資額主な取り組みの内容 物量効果

計

計

公害防止
コスト

地球環境
保全コスト
資源循環
コスト

・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

̶

・地球温暖化対策、省エネルギー推進など（→P25-26）

・非有効活用廃棄物の削減（→P27-28）

3.16

3.61

0.19

0.01

1.56

8.52

20.66

5.27

17.48

2.14

6.24

38.49

6.03

0.27

96.58

0.14

4.83

5.87

2.15

12.99

労働安全確保のための対策
換気、照明、環境測定など作業環境の維持・改
善対策
健康診断など健康の維持・増進対策
建物の耐震調査、防消火システムの維持・向上
などの対策
安全・防災に必要な設備システムの研究・開発
労働安全マネジメントシステムの構築・維持、
スタッフコスト他

※金額効果：実質的に効果のあったもののみ計上。

̶

̶̶

̶

̶

̶

̶̶

̶

̶

̶

・土壌・地下水汚染調査、浄化（→P28）

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶ ̶

̶ ̶

̶ ̶

̶

（年度） （年度）

公害（大気・水質、土壌・地下水汚染、騒音、悪
臭など）の防止、化学物質の環境排出量削減対
策など

地球温暖化防止および省エネルギー対策など

リサイクル推進など廃棄物の有効活用対策、
溶剤回収対策など
使用済製品のリサイクル推進に必要な対策など
環境マネジメントシステムの構築・維持、管理
スタッフの費用など
環境負荷改善に関する技術・製品の研究・開発
などの費用
情報提供のための展示会開催、SOx賦課金、
環境関連協会費など
過去の汚染（土壌・地下水など）に関する調査・
対策に必要な費用など
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　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、

グループ会社ごとに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）に基づく環

境マネジメントシステムEMSを構築し、継

続的改善を進めています。

マネジメントシステム認証の取得

■ 国内（28社48事業所・工場）

帝人（岩国、松山、三原、大阪研究センター）、帝人ファイバー（徳山）、帝人デュポンフィルム（岐阜、宇都宮、
茨城）、帝人化成（松山、三原、千葉）、広島プラスチック、テイヨー、東邦テナックス（三島、徳島、揖斐川）、
帝人モノフィラメント、帝人加工糸（小松、加賀、三原）、帝人テクロス、尾張整染、和興、帝人ネステックス、
大塚高分子工業、帝人テディ、帝人コードレ（島根）、帝人ファーマ（東京研究センター）、帝三製薬、
ユニオンタイヤコード、ユニセル、帝人物流（岩国、愛媛、三原）、インフォコム（本社、関西、淀屋橋、西本町、
新横浜、霞ヶ関、赤坂）、インフォコム東日本（新横浜）、インフォコム西日本（松山）、帝人エコ・サイエンス
（松山）、帝人興産（愛媛、三原）、エヌアイ繊維、ナップス

■ 海外（14社17事業所・工場）

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

■ 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

■ 海外

オランダ：Teijin Aramid （Delfzijl、Arnhem、Emmen）　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）、TSアロマティックス、
帝人ファイバー（製糸、製綿、岩国工繊、）、帝人テディ、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、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（本社、三島事業所、徳島事業所、揖斐川事業所、開発研究所）、
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、インフォベック、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(TTA)、Diversified Structural Composites
ドイツ：Teijin Monofilament Germany、Teijin Aramid （Wuppe）、Toho Tenax Europe
オランダ：Teijin Aramid（Emmen、Arnhem、Delfzijl、QRI、Arnhem Central Office）、
TEIJIN KASEI EUROPE　シンガポール：TEIJIN POLYCARBONATE SINGAPORE

ISO14001認証取得状況

OHSAS18001適合証明取得状況　

ISO9001・ISO13485・ISO16949等認証取得状況

ＥＳＨ報告対象範囲（工場・事業所）

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、
和興、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）、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 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、東邦機械工業

■海外：Toho Tenax Europe、Toho Tenax 
America、Diversified Structural 
Composites

フィルム

■国内：帝人デュポンフィルム、岐阜興産、フィル
ム加工

■海外：P.T. INDONESIA TEIJIN DUPONT 
FILMS

樹脂

■国内：帝人化成、広島プラスチック、錦海化学、
テイヨー

■海外：TEIJIN POLYCARBONATE 
SINGAPORE、帝人化成複合塑料（上海）、
TEIJIN POLYCARBONATE CHINA

医薬・医療

■国内：帝人ファーマ、帝三製薬、帝人在宅医療

流通・製品

■国内：NI帝人商事、テイジンアソシアリテイル、
新和合繊、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：帝人興産、呉興業、帝人物流、帝人エコ・
サイエンス、帝人エンジニアリング

機能スタッフ他

■国内：帝人クリエイティブスタッフ、帝人エン
テック

※ 社名は2011年9月現在のもの。
※ 社名の（株）、Limited、Co.,Ltd.、Ltd.、Inc.、
 　GmbH、Corporation、B.V.、有限公司は省略。

青字：2011年度より新規対象

青文字：2010年度に新たに取得
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社会性報告 コンプライアンス・リスクマネジメント

　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

が一体となって意識向上と徹底に努めて

います。

　コンプライアンスは健全な企業風土を形

成する活動であるという考えから、業務関

連法令や社内規程だけでなく、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・

予防する活動と捉え、リスク制御の仕組み

や制度を整備し、訓練を実施しています。

 

　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CSRO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CRM（コンプライアンス・リスクマネジ

メント）活動調査票に基づき、活動の実積

と重大な法令違反および事件・事故の有無

を確認しています。2010年度の調査票は

国内グループ会社72社中54社、海外グ

ループ会社78社中40社から提出があり

ました。

　2010年度に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、社内的に問題視した違反行為として、

「セクハラ発言であることを認識しながら、

繰り返していた」ケースがあり、関係者の人

事処分と、管理職に対して適切な職場管理

の指導を行いました。

　なお、本件は恒例の倫理月間行事（職場

研修）をきっかけにホットライン（→P42）で

通報されたもので、倫理啓発活動を継続し

ていくことの重要性が再認識されました。

　帝人グループの「企業行動規範」、「企業

行動基準」は、企業への社会的要請の変化

に対応し、2006年と2007年に改定して

います。さらに「企業行動基準」については、

2006年以降、海外の主要グループ会社が

それぞれ米国版、EU版、中国版、タイ版、

インドネシア版を策定しています。また、国

内外すべてのグループ会社で、企業倫理に

関する教育を年に1回以上実施しています。

　2010年10月の企業倫理月間では、日

本語、英語、中国語、タイ語、インドネシア

語にドイツ語を加えた6カ国語で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。

各社ではポスターを

掲示するとともに、

職場ごとの全員研修

に取り組みました。

コンプライアンス・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はコーポレート・ガバナンスを支える基盤であり、切り離せない両輪であるという考えのもと、
国内外グループ会社への企業行動規範・企業行動指針の浸透と、主要なリスクを想定した事業継続計画の展開に努めています。

コンプライアンスと
リスクマネジメント

企業倫理・コンプライアンスの
浸透に向けた活動

■CSRO 監査の結果
　（法令違反および事件・事故の有無）

コンプライアンスとリスクマネジメントの位置づけ コンプライアンス・リスクマネジメント活動のPDCA サイクル

企業倫理月間ポスター

•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
•コンプライアンスeラーニング実施
•階層別研修 
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
•パワハラ防止ポスターの掲示
•全員研修の実施
•全員研修確認シートによる調査を実施
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）                          

CSRO監査：年1回
倫理意識アンケート調査：年1回

•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

•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確認

Action

Check

Do

Plan

法令、社会規範ならびに
社内規則を厳守し、健全
な企業風土をつくる活動

企業が抱えるリスクを評
価・予防し、制御する仕組
み・制度・教育

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

内部統制

コンプライアンス リスクマネジメント
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　2004年度から、未受講の管理職・中堅

社員層などを対象として、コンプライアンス

e-ラーニングを実施しています。国内では

2008年から、e-ラーニング教材の一部を

圧縮したミニコースを提供し、受講者の拡

大を図っています。

　企業行動規範・企業行動基準への関心・

理解を一層浸透・徹底させることを目的に、

2007年度から「企業倫理ハンドブック全

員記名アンケート」を実施しており、2009

年度からはそれをさらに改良した「全員研修

確認シート」による調査を実施しています。

　シートには役員・管理職用6問と一般社

員用6問があり、例えば、「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」などの問いに記名回答します。2010

年度は国内グループ会社の役員・正社員・

非正規社員（合計11,152人）を対象に実

施し、合計10,578人の回答を得ました（回

答率約95％）★。特に、役員・正社員に限っ

た回答率は96％に達しました。2011年

度も2010年度同様に実施する予定です。

　

　倫理意識のモニタリングを目的に、1999

年から、年に1回、国内グループ社員を対象

に、約10％の社員を無作為抽出した倫理意

識調査アンケート（無記名）を実施しています。

　2010年度は1,272人（嘱託・パート社員

を含むが、派遣社員を除く）に依頼し、1,069

人の回答を得ました（回答率84％）★。

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

答者が66％と2009年度の62％から微

増となりました。

　帝人グループの相談・通報制度（ホットラ

イン）は、グループ内で法的・倫理的に不適

切な問題が発生した場合に、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と

いう観点で機能することはもちろん、悩んで

いる相談者に解決の手がかりを与える手段

としても大いに役立っています。

　この相談・通報制度は1999年にイント

ラネットおよび外部委託機関を窓口として

開始したものです。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年からは社外取引先

向け窓口をWebサイトに設けています。

　相談・通報者の保護には十分配慮し、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（→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

報については、個人のプライバシーを守りつ

つ、その内容と対応の概要を半期ごとに社

内に情報開示しています。2010年度の社

員・社外からの相談･通報は38件でした。

コンプライアンスe-ラーニング

企業倫理全員研修確認シートに
よる調査

相談・通報制度（ホットライン）の
運営

倫理意識調査アンケートの実施

2010年度の社内・社外からの相談・通報
内容★

計38件

11件

9件

処遇、労務管理、
福利厚生

パワハラ

2件

4件

人間関係

その他（地震対応に
関する意見など）

4件

7件

業務上の
不正、
ルール違反

セクハラ

帝人グループのホットライン

1件
不適切な経費・金銭処理

帝人グループ企業倫理月間全員研修確認シート

匿名可

匿名可

匿名可

匿名可

実名

Corporate Ethics Opinion Box
（英語版イントラネット、海外）

企業倫理意見箱
イントラネット（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
Webサイト

C
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O 
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R
企
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長
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（年）　　　　　　　　　
2010
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良い方だ
世間並みだ
社会の規範だ

やや問題
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2

3
12 50 35

14 52 32
2

質問：帝人グループの倫理意識をどう思いますか

倫理意識調査アンケート結果

（％）
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　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、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を強化するため、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。

　2010年度は、2010年9月にブッパター

ル（独）、10月に上海（中国）、シンガポール、

2011年１月にテネシー（米国）、2011年２

月にバンコク（タイ）で会議を開催しました。

　帝人グループでは、2003年度から

COSO※1のガイドラインに準じ、業務運営

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。

　2010年度においても、各社でリスクマ

ネジメント活動を実施し、また各社で集約

されたリスクをもとに、帝人グループの重要

リスクを選定しグループ横串でリスクの予

防と制御を行っています。

　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。

　帝人グループでは2006年度にBCP基

本方針を定め、まずは首都圏大規模地震を

想定した経営中枢機能（CEO以下のトップ

マネジメント機能）のBCPを策定。グルー

プ各社にも順次BCPの適用を進めていま

す。2011年3月に発生した東日本大震災

では、既存のBCPでは想定していなかった

事態が発生したことから、想定ケースや対

応策の見直しを始めています。また、大規

模地震対応BCPの一環として、今後の東

京地区での計画停電を想定した本社機能

の一時移転の検討や、在宅勤務環境の整

備を実施しました。

　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、経営中枢機能のBCPを2006年度に

策定し、以降、それに基づく訓練を重ね、見

直しを行ってきました。

　2010年度は、首都圏直下型の大規模地

震を想定した初動訓練を実施。東京・大阪

本社での対策本部の設置や、ブロック隊※2

による安否確認・報告などを行いました。

併せて、衛星電話による通信訓練、「エマー

ジェンシーコール」の通報訓練も実施しま

した。

　「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、2010年度までに国内グループ全

社員約12,000人の登録が完了しました。

年2回の通報訓練を行い、各事業グループ・

会社単位で安否を集約しています。

　帝人グループでは、CIO（グループ情報責任

者）のもと、IT企画室がグループ全体の情報セ

キュリティと個人情報保護を推進しています。

　各社の自主的な活動に加え、グループ全体

の管理レベルの向上を図るため、国内・海外

の全グループ会社を対象に情報セキュリティ

e-ラーニングの受講を義務づけています。

　また、IT企画室による個人情報保護監査

と情報セキュリティ監査を毎年実施してい

ます。特に、機密性の高い個人情報を取り

扱っているグループ会社に対しては定期的

な個人情報保護監査を実施しています。

　正社員に限らず、帝人ネットワークを利用す

るために申請した新規ID取得者には、e-ラー

ニング受講後、確認テストを行い、基準に達

するまで継続的に教育を実施しています。

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

BCP（事業継続計画）の進捗

■大規模地震対応BCPの実践

■エマージェンシーコール®（EMC）の活用

情報セキュリティ       

エマージェンシーコール®の仕組み

※1 COSO：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。

※2 ブロック隊：帝人グループの東京本社では、各フ
ロアのエリア（ブロック）ごとにブロック隊長、方
面隊長、防災責任者、火元責任者からなる防災
組織を定めている。

社会性報告 コンプライアンス・リスクマネジメント

大規模地震を想定した訓練（東京本社）

①緊急連絡

災害発生を一斉通報
一斉通報通　報

事
務
局

登
録
者

②安否確認

ユーザーの安否を確認
安否登録安否状況

登
録
者

事
務
局

エマージェンシー
コール

携帯電話・PHS・
メール・一般電話・
ポケベル・FAX・
衛星携帯電話

43 TEIJIN CSR Report 2011



　2011年3月に発生した東日本大震災に際しては、発生直後に、東京
本社でCEOを本部長とする帝人グループ地震対策本部を立ち上げま
した。東京本社においても震度5強の揺れがあったことから、まずは館
内の社員、来訪者の安否や被災状況を確認しました。次に、グループ社
員の安否や寮の被災状況の確認、および地震情報の集約を行いました。
　地震が発生してしばらくした後には電話回線が集中して送受信
が不安定になりましたが、緊急時安否確認システム「エマージェン
シーコール（EMC）」や衛星電話を活用して通信手段を確保しまし
た。EMCでは、震度6弱以上の地震があった地域の社員約3,800
人に向けて計11回の通報を発信し、6時間以内で8割以上の社
員の安否を確認することができました。また、計画停電による交通
機関の混乱があった際も、出社に関する緊急連絡に活用しました。
　東京本社では、幸いにもけが人や大きな被災はありませんでし
たが、交通機関が麻痺したため、翌朝まで約650人の社員が館内
に待機しました。安否確認などの初動対応や帰宅困難者への対応
については、訓練の成果を発揮することができました。ただし、今
回は広域かつ大規模な地震であったことから、情報収集が混乱す
るなどいくつかの課題も見つかりました。これらの課題については、
BCPの見直しなどによって改善を図っていきます。

東日本大震災による帝人グループへの影響と支援活動
　帝人グループ地震対策本部では被災した社員や事業所への支
援にグループの機能や人財を投入し、早期の復旧に努めました。

１．被害状況と支援活動
①帝人デュポンフィルム（株）宇都宮、茨城事業所
　宇都宮、茨城の事業所では、事業所内の電気、水道、通信など
のインフラがすべて使用不可となり、地震発生当日から生産を中止
しました。衛星電話を使用して被災状況を本社の対策本部に報告
すると同時に現地対策本部を設置し、避難経路の確認や二次災害
の予防処置を講じました。
　復旧作業には帝人グループの総力を挙げて取り組みました。各
部門、関係会社から動力、機械、電装、建築、購買分野の専門家を
招集し、復旧を支援。作業現場への派遣だけでなく、復旧工事の
進捗を確認する会議を大阪本社で毎日開催し、技術面や人財面で
の後方支援も行いました。余震が
続くなか、1日400人を超す工事
関係者が出入りする復旧工事を無
事故・無災害で行い、茨城事業所
は3月25日に、宇都宮事業所は6
月29日に全面復旧しました。

②医薬医療事業グループ
　医薬医療事業グループでは、最前線で患者様対応にあたる仙台
支店や高崎支店の営業所・駐在所も、停電、津波による浸水、地盤
沈下、営業車の水没などの被害を受けました。

　特に在宅医療事業では、帝人が独自開発した災害対策支援マップシ
ステムの活用と、患者様に24時間対応するコールセンターの大幅増
強で震度5弱以上の地域にお住まいの約24,000人の患者様の安否
確認を急ぎました。全国の支店から応援要員として1日30～45人を
被災地に派遣。携帯用酸素ボンベを全国から約17,000本緊急手配
するとともに、酸素濃縮装置約600
台、人工呼吸器用バッテリー約280
台を調達して患者様に届けました。
　また、津波の被害を受けながら
医療活動を継続した医療機関に酸
素濃縮装置を供給しました。

２．被災地支援
　帝人グループとして義援金1億円を社会福祉法人中央共同募金
会を通じて寄付するとともに、毛布、防災マット、布団、マスク、消
毒液、紳士・子供服などの救援物資も寄付しました。上記の酸素
ボンベを含めた支援総額は約5億円となりました。
　また、国内・海外のグループ会社社員有志が募金を提供したほ
か、経団連1％クラブの下記プログラムに参加しました。
①被災地域の必要物資を被災地外で集約し各世帯に配布でき
るように袋詰めするプログラム
②岩手、宮城、福島などの被災地で、地域のニーズに応じたボ
ランティア活動を行うプログラム

３．余震・停電などへの対応
　大規模な余震の発生や、計画停電による公共交通機関の乱れが予
想されたことから、社員の安全確保のため首都圏勤務者の在宅勤務を
奨励するとともに、非常時には2,000人強の社員が在宅勤務できる環
境を整備しました。その後も電力使用制限への対応として、自家発電
設備のフル活用を行うと同時に、節電対策として、エアコンの停止、照
明の減灯、待機電力の削減、残業を極力しないことを推奨しています。
　また、4月1日に行われた入社式の会場を東京本社から大阪本
社に変更しました。

4．放射線への対応
　帝人グループは、社員の健康安全を最優先と考え、「放射性物質
拡散地域の作業管理指針」を早期に作成し、環境放射線量の値を
事業所・支店・営業所単位でモニタリング。作業員の累積放射線
量を算出、記録しており、2011年9月現在も継続中です。
　ICRP（国際放射線防護委員会）によれば、人の健康に影響を与
えない放射線量は100ミリシーベ
ルト（年間積算値）とありますが、
帝人グループはその1/100である
1ミリシーベルト（一般人が受ける
1年間の放射線量の上限値）を管
理レベルとしています。

東日本大震災への対応

ケーブルダクトの補修

放射線量の測定

酸素ボンベを患者様に提供

経
済
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

社
会
性
報
告
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確実な品質保証体制の構築と顧客満足向上のために
お客様に安全な製品を使用していただき、さらに満足していただけるよう、
帝人グループ独自のマネジメントシステムのもと、製造物責任（PL）・品質保証活動を推進しています。

社会性報告 品質保証

　

　帝人グループの製品安全・品質保証活動

の基盤とも言えるのが、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」です。

　この規程に基づいて「グループPL・品質

保証部会」が帝人グループ全体の製造物責

任（PL）・品質保証に関する基本方針や目標

を審議し、各事業グループのPL・品質保証

活動に展開しています（→下左図）。

　また、こうした事業グループの活動はPL・

品質保証部会長による監査で検証。アク

ションに結び付けるとともに、必要に応じて

各事業グループに勧告・指導しています。

　これらの諸活動を通じて、多様化する社

会環境に迅速に対応しながら、安全な製品

をお客様に使用していただけるようにして

います。

　顧客満足度の向上と、製品の欠陥発生の

予防・万一発生した場合の適切な対応を目

的として、帝人グループが独自に設けている

品質保証マネジメントシステムが、「PL・品質

保証単位系」です。これは、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全体を

見渡す観点から運用されています。

　PL・品質保証単位系は、ISOの品質マネ

ジメントシステムの全領域を網羅し、お客様

への対応、製品の安全性などPL・品質保証

の観点も盛り込んでいます。したがって、これ

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ことが一体

的にできます。加えて、監査によって弱点を

洗い出し、改善につなげるなどPDCAサイク

ルを回すことも可能です（→下右図）。

　2010年度も、監査、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

レームゼロを継続することができました★。

　しかし、重大品質クレームは12件ありま

した★。いずれも真摯に捉え、顧客との関係

を密にしながら再発防止のための対策を進

め、その結果はＣＳＲ報告書などで公表して

いきます。

帝人グループ全体の
ＰＬ・品質保証マネジメント

クレーム対応各事業グループの製品群ごとの
ＰＬ・品質保証マネジメント

ＰＬクレーム※２ ゼロ
重大品質クレーム※３ ゼロ

※2 ＰＬクレーム：製造物責任に係るクレーム、すな
わち製品の欠陥により、人損および/または物
損が発生（拡大損害）し、損害と欠陥との間に相
当因果関係が認められるクレーム。

※3 重大品質クレーム：製品の欠陥に起因したクレー
ムのうち、損害までには至らなかったが、損害に
発展する可能性が高いものおよび帝人グルー
プの信用失墜に結びつくまたはその可能性の
高いもの。

※1 PL：Product Liability（製造物責任）の略。

帝人グループ全体のPL・品質保証活動体系
各事業グループの製品群ごと（単位系）の
PL・品質保証PDCAサイクル
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■ＰＬ・品質保証目標

CEO

製品群

CSRO

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

専門部会
環境配慮設計
REACH
情報連絡会

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

8事業グループ
新事業開発
グループ
個別管理会社

事業グループ長

統括管理責任者

管理責任者

PL・品質保証単位系 事業グループPL・品質保証体系

事業PL・品質保証委員会

統括管理責任者

事業グループ

PL・品質保証単位系

Action

Plan

Check

Do

管理
責任者

企画

研究
開発

設計

生産

販売

内部
監査

情報
収集 監査

見直し

法令

環境
市場 顧客

製品のおかれている環境

帝人 環境・安全室



ＰＬ・品質保証アセスメント

ＰＬ・品質保証監査

プに対しては特別監査を実施し、改善の効

果を確認しています。

　これらの監査結果を踏まえ、PL・品質保

証をより確実なものとするために、2011年

度から以下の施策に取り組む予定です。

　帝人グループでは、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に対応し

てきました。その結果、ＲＥＡＣＨ規則※4の

一次登録猶予期限（2010年11月30日）や

CLP規則※5における既存化学物質の届出

期限（2011年1月3日）までに必要な手続き

を終えていることを確認しています。引き続

き、要求事項に対して適切な対応を続けて

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。

 帝人化成（株）は、営業力強化の施策として

「営業ハンドブック」を作成しました。これは

すべての社員に役立つ基礎知識をイントラ

ネットで検索・閲覧できる“帝人化成版ウィ

キペディア”というべきもので、特に新人の営

業力の基盤づくりのために、基本情報の共

有化と活用を平行して進めることで、一層の

営業力アップにつなげられると考えていま

す。技術的な項目も充実しており、お客様か

らの問い合わせや要望に対するクイックレス

ポンスにも役立っています。

　今後は、シンガポールや中国のグループ

会社向けに、英語版、中国語版の作成を計

画しており、「営業ハンドブック」の活用によ

るグローバルでの顧客志向の向上をめざし

ています。

　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。評価が比較的容易

にできるアセスメント手法を採用するなど、

制度の定着を図っています。

　2010年度は、新製品およそ900件に

加えて、すでに市場に出ている製品の再評

価を含め、およそ1,000件の評価を実施し

ました★。

　2005年度から、PL・品質保証単位系を

運用しているすべての事業グループ（2010

年3月現在、8事業グループ、新事業開発グ

ループと4個別管理会社）を対象に、ＰＬ・品質

保証部会長による監査を通じて活動体系の

定着状況や有効性の検証を実施しています。

　2010年度の監査の結果、事業部ごとに

いくつかの課題が見られたため、定期的な監

査を実施し、PL・品質保証活動の維持・改善

に努めました。なお、重大品質クレームの報

告時期が適切でなかった３つの事業グルー

※4 REACH（Registration, Evaluation, Authori-
zation and Restriction of Chemicals）規則
（EC No.1907/2006）

※5 CLP（物質と混合物の分類・表示・包装に関する
議会と理事会の）規則（EC No. 1272/2008）

T O P I C S
第６回「企業の品質経営度調査」において、総合ランキング16位に選ばれました

　帝人（株）は、（財）日本科学技術連盟と（株）日本経済新聞社が共催した第６回「企業の

品質経営度調査」で、総合ランキング16位、化学企業ランキングで２位となりました。同調

査は、「品質教育と人材育成」「顧客対応と品質保証」など、品質を高めるための取り組み

や自社での実践状況を６項目にわたって客観的に評価するものです。以下の書籍にも紹

介していただきました。
●ものづくり日本の品質力―「企業の品質経営度」調査に見る現状と課題 
　［単行本］ 長田 洋 （著）
　日本科学技術連盟「企業の品質経営度」調査企画委員会 （編集）

●PL・品質保証アセスメントの運用強化
●事業PL・品質保証組織の運営強化
●PL・品質保証教育の徹底
●新化学物質規制への対応

欧州新化学物質規制
（REACH・ＣＬＰ）などへの対応

帝人化成（株）の顧客満足活動
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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（QOL）の向上をめざして努力を続けています。2010年度は、厳しい環境変化のなかでも
グループ各社での雇用確保に努めるとともに、人財の育成とワークライフ・バランス向上を一層推進しました。

社会性報告 人財マネジメントと労働CSR

　

　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

すことを掲げました。

　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

の1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

するための人事施策の見直し」「人と組織の

活力向上」「会社保有施設の適切な管理」を

人事部門の果たすべき機能として設定。雇

用確保、ダイバーシティやワークライフ・バ

ランス施策の推進、全グループ社員が共有

する価値観の検討、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。

　2003年に開始したグループコア人財育

成制度（Stretch Ⅰ、Ⅱ）では、海外を含むグ

ループ会社の社員を対象に、グローバルな

観点からの人財育成に取り組んでいます。

　また、2006年からはコア人財候補者の

育成に向けた中堅社員向けリーダー育成プ

ログラム（SLP：Strategic Leader Devel-

opment Program）をスタート。その後これ

を「3年間の計画的育成システム」へと進化

させました。

中長期的な課題と対応施策

人財開発

※1 サクセションプラン：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 Stretch：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 SLP：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 SDP：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ジョブチャレンジ制度：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。

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

部門長

部長

課長

  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
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■帝人グループ人事基本方針

■グループコア人財育成制度

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

Stretch※2

SLP※3

※1

※5

SDP※4
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間
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計
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配置・異動 人権の保護

健全な労使関係の維持

社員満足度アンケートの実施

　CSR企画室では、2003年以降、毎年すべ

ての国内グループ会社を対象に社員の満足

度アンケートを実施しています。

　このアンケートでは、「社員の人格・個性の

尊重」「ゆとり・豊かさの尊重」の2項目を重

視しています。過去4年間の実施結果では2

項目ともに、緩やかながら満足度が向上して

いる傾向がみられます（→下グラフ）。

　「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

度を設けています。

　人事異動に関しては、客観的で透明性の

高い異動を実減するための「年間人事計画」

を策定。国内グループ会社では、これに自己

申告制度※6が加わり、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、グループ内公募制度（ジョブチャレンジ

制度※6→P47図）を1988年に国内企業と

していち早く制定し、毎年、数人が利用して

います（2009、2010年度は公募をしません

でした）。

　2007年度入社の総合職から、グループ

会社で個々に採用・配置するだけでなく、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・配置制度

を適用しています。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ようにしています。

　2006年度以前に入社した社員に対して

も、2007年度の「自己申告」時から同様の制

度を適用し、キャリアチャレンジ制度※6とし

て運用しています。

※6自己申告制度、ジョブチャレンジ制度、キャリア
チャレンジ制度：これらの制度は国内グループ
企業が中心に運用していますが、海外グループ
企業にも各国の雇用慣行に即した形で同様の
仕組み導入を順次検討しています。

※ 派遣社員を含む。

2010
（年度）

十分満足 まずまず

やや不満 大いに不満

どちらとも言えない

0 20 40 60 80 100

2009

2008

2007

2010
（年度）

十分満足 まずまず

やや不満 大いに不満

どちらとも言えない

0 20 40 60 80 100

2009

2008

2007

　グループ社員の人権意識向上のため、原

則として、全グループ会社の全部署で、毎年

10月の企業倫理月間に、全社員に対する研

修を実施しています（→P41）。

　また、同じく企業倫理月間には、CEOの

メッセージを、日本語、英語、中国語、ドイツ

語、タイ語、インドネシア語に翻訳して配付

し、人権や企業倫理について、各職場で討議

し、意識を向上させることとしています。

　帝人グループでは、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

係の維持と関係強化に努めています。また、

労使関係の基本である「事前協議の徹底と

相互理解」を重視しています。

　2009、2010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

ねました。

　国内グループ会社では、ワークライフ・バ

ランスに配慮して、長時間労働を抑止するた

めに労使が協力し、2008年から大阪・東京

の両本社でノー残業デーに残業者がいない

ことを確認するための巡視を開始、2009年

1月からは、大阪・東京の両本社で全館消灯

日を設け、ノー残業を徹底しています。

帝人（株）ほか７社と帝人労働組合※7の
労働協約　前文

社員の満足度に関するアンケート

帝人グループは社員の個性と人格を尊重し
ていると思いますか？

帝人グループは社員のゆとりと豊かさを尊
重していると思いますか？

※7 帝人労働組合： 帝人グループで最大の労働組合。
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■キャリアチャレンジ制度

帝人（株）他７社と帝人労働組合とは、相互
にその地位を尊重し、相協力して事業の健
全なる発展と組合員の福祉を図り、産業
平和を確立する目的をもってここに労働
協約を締結し、双方誠意をもってこれを遵
守することを確約する



社会性報告 人財マネジメントと労働CSR

社員のダイバーシティの推進

※1 国内グループ主要12社：国内グループ会社社員
数の80％をカバー。

T O P I C S
リーダーシップ研修EaGLES（イーグルス）の開発

　人財のグローバル化や事業の多角化に伴って多様な国籍・人種の社員が増えていくな
か、グループ全社員が一致団結していくためには、企業理念や基本的価値観といった会社
の根幹を成す考え方を理解し、共有することが不可欠です。また、国内外のグループ会社に
おいて、グローバル化に対応できる管理職を育成する必要性も高まっています。
　こうした状況を受けて、2011年に、帝人グルー
プ標準のリーダーシップ研修「EaGLES」（Global 
Leadership Excellence Standard for Early 
newly assigned manager）を開発しました。こ
の研修は、e-ラーニング、集合研修、学習成果測定
の３ステップで構成されています。2011年3月か
ら、EU・米国・中国・タイ・日本の管理職を対象に、
4言語・5地域で実施しています。

※女性管理職比率：管理職数全体に占める女性管
理職の割合。

アメリカでの集合研修の様子

■女性活躍推進の実施状況

■人財マネジメントのグローバル化対応

　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

12月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

せた「ダイバーシティ推進」に取り組んでいま

す。もちろん、女性の活躍推進には継続的に

取り組んでいますが、男性社員を含むワーク

ライフ・バランスの実現にも努めています。

　また、求人、雇用、昇進などあらゆる局面

で、性別・年齢・国籍・人種・障がいの有無な

どにとらわれず、多様な価値観・発想を尊重

するよう努めています。多種多様な人財がそ

の能力を最大限に活かすことができるよう、

適切な職務と働きがいを提供しています。

　海外留学生や外国籍社員を対象とした通

年採用や、キャリア採用も実施しています。

障がい者の雇用も推進しており、2011年4

月1日現在、国内グループ会社のうち、法令

で雇用が義務づけられている33社における

雇用数は216.5人であり、法令で定められた

205人を上回っています★。ただし、各社別

の法定雇用数では9社が未達となっている

ため、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、すべての

事業領域で具体的な目標を設定し、管理職

に多様な人財を任用しています。

　国内グループ主要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年度以来、ほぼ毎年こ

の目標を達成しています。2010、2011年度

は残念ながら達成できませんでしたが、

2012年度の採用数を合計した割合では

30％を超えるように取り組んでいきます。

　また、国内グループ主要12社※1合計で女

性管理職（課長相当以上）60人（2002年度

年度末までに、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19

人の1.5倍となることをめざしています。

　事業のグローバル化に対応するため、

2009年4月から、人事部門内に「グローバ

ル人事室」を設置しています。

　グローバル人事室は、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

ジェクト組織であり、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、国内外の

帝人グループ社員がグローバルに活躍する

ための人事制度や配置の仕組みの構築を

進めています。

　例えば、国内外を含めたグループ人事情

報の共有を図るための基盤整備、グローバ

ルな視点をもつ人財の育成に向けた研修

や、コミュニケーション力強化や外国習得の

ための教育の企画などに取り組んでいます。

この一環として、2010年度には帝人グルー

プ共通のリーダーシップ研修プログラム

EaGLESを開発しました（→下コラム）。国

内外の5地域（EU・米国・中国・タイ・日本）

比3倍）に増やすという「女性管理職3倍増

計画」を設定。2007年度末に62人、2010

年度末には71人となっています。

　2009～2011年の中期計画では、2011
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ワークライフ・バランス施策の推進

国内グループ主要12社：国内グループ会社社員
数の80％をカバー。
国内グループ主要８社：国内グループ会社社員
数の55％をカバー。

※2 

※3 

※4 国内グループ主要12社：国内グループ会社社員
　　数の80％をカバー。

■男性の育児休職取得促進

の管理職を対象として、4カ国語（英語・中

国語・タイ語・日本語）での研修を実施して

います。

　帝人グループでは、社員の就業意識の多

様化に対応することがCSRの一つであると

いう考えのもと、社員が達成感や幸福感を

味わいながら仕事に取り組めるよう、ワーク

ライフ・バランスを実現していくための活動

に力を入れています。

　たとえば、帝人（株）をはじめとする国内グ

ループ会社では、実労働時間を短縮するた

めに、以下の取り組みを進めています。

い環境づくりが求められています。

　帝人グループでも、男性社員の育児休職

取得を促進するため、国内グループ主要12

社※4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

込み、実践しています。その結果、2010年

度の男性の育休取得は38人となりました。

2009年度に比べ減少となりましたが、

2011年度は再び増加するよう、意識啓発

に取り組んでいきます。

　男性社員が育休を取得した場合にも、そ

の期間が短いという傾向はあるものの、

ワークライフ・バランス意識浸透策としての

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、国内グループ主要12

社のうち10社が取得しています。また、女性

の育休取得期間は平均

約1年で、取得者のほぼ

全員が職場に復帰して

います。

　その結果、国内グループ主要12社※2の

2010年度の時間外労働時間数は1カ月あ

たり13.8時間、年次有給休暇取得率は

64％となりました★。2009年度の11.9時

間、69％（国内グループ主要8社※3）と比べ

て、時間外労働は1.9時間、年次有給休暇取

得率は5ポイント低下しているため、さらに

取り組みを進めます。

　また、社員の働き方の幅をさらに広げて

いくため、2008年4月には国内グループ9

社で在宅勤務制度を導入しました。2010

年4月にも新たに１社が導入し、現在も、よ

り柔軟に制度が利用できる仕組みを検討し

ています。

　このほか、家庭事情による退職者の再雇

用制度（→P51）やフレックスタイム制度を

導入しており、これらについても適用範囲を

広げるよう検討しています。

　2005年4月施行の「次世代育成支援対

策推進法（次世代法）」では、認定マーク「く

るみん」を取得するための基準の1つが「男

性社員の育児休職取得者が1人以上いるこ

と」とされており、男性が育児に参加しやす
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●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などによる
　意識改革
●年次有給休暇取得奨励日の設定

129

154
171 171

54
38

50

28

0

育児休職取得者数推移※4

2009 2010（年度）2008200720062005

200

150

100

50

0

143

89

43

全体 男性

登録者

申請理由

利用の
状況

女性
男性
合計
＜16人の所属の内訳＞
　東京・大阪本社
　研究所
　事業所
育児
介護
ほぼ毎月コンスタントに利用
年に数回、必要時に利用
まだ利用の機会がない

11人
5人
16人

14人
1人
1人
15人
1人
5人
7人
4人

在宅勤務制度登録者の状況
（2010年度）★

（人）

帝人クリエイティブ
スタッフ（株）
グローバル人事室

西本 あや

V O I C E

研修プログラム開発者としての喜び
　「理念や価値観を学ぶ」章と「リーダー
シップスキルを習得する」章から成るグ
ローバル共通の研修プログラム「EaGLES」
は、グローバルなチームで開発したもので
す。主担当であるグローバル人事室の私
達と共に合計6社・7カ国の10人以上が関
わり、「多様な国籍・人種の社員が一様に
理解できる内容」を目標に、プログラム構
成・コンテンツの開発に取り組んできまし
た。3月以降、地域ごとに実施しています
が、集合研修で聞く受講者の感想と我々
が工夫した点とが合致するたびに、開発者
としての喜びを感じています。



社会性報告 人財マネジメントと労働CSR

　帝人グループでは働き方の多様化を支援

する一環として、2つの再雇用制度を設けて

います。国内グループ主要8社※1には家庭

事情による退職者向けの「Hello-Again」、

すべての国内グループ会社には定年退職

者向けの「シニアパートナー」があります。

　「Hello-Again」は、結婚・出産・育児・介

護・配偶者の転勤などを事由としての退職後

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、7人の

再雇用実績があります。また、配偶者が帝人

グループの社員であるなしに関わらず、配偶

者の転勤に際して帯同転勤を可能にするよ

う努めており、20組以上の実績があります。

　「シニアパートナー」は、定年退職者のう

ち希望者を再雇用する制度であり、2010年

度は、104人のうち、78％にあたる81人を

再雇用しました（グループ47社合計）★。

　国内グループ9社では、2010年5月から

介護休職制度を拡充。育児・介護休業法で

定められた休業期間のべ93日を大きく上回

り、1対象者1事由につき最大730日取得で

きるうえ、分割取得も可能になりました。

　2010年度の介護休職制度利用者は、

グループ合計で5人（うち男性3人）でした★。

　帝人グループは、ボランティア活動促進

の観点から、国内グループ10社でボラン

ティア休職制度（有給）を導入しています

（→P55）。

　2011年3月末現在、ボランティア休職中

の社員は12人です★。

　帝人グループでは、グループ各社の労務管

理状況を定期的に調査しています。グループ

各社の労務管理上の課題を把握し、特に労

働CSRの観点から必要な施策を実施する

ことで、社会的責任を果たすことをめざして

います。

　その対象は、国内58、海外12のグループ

会社であり、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

を集めています。

　2010年度の労務管理状況の調査にあ

たっては、2009年度に続き、すべての国内

グループ会社の就業規則や人事制度を点

検。労働基準法改正や、高年齢者雇用安定

法の特例期間終了を踏まえて調査項目に修

正を加えました。

　また、調査結果に基づいて改善に向けた

指導を行っており、2010年度は、対象者が

不在であるために妊娠・育児・介護中の配

慮措置が未整備となっていた数社への対応

を実施しました。

　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」に示したとおりです。2009～2010年

は事業構造改革を実施し、配置転換やグ

ループ会社への転籍、グループ外への就職

斡旋を通じて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ています。

　派遣社員については、2010年3月末日現

在、帝人グループ主要12社※2で約630人

が就労しています★。

帝人グループ労務管理実態の
把握

※ 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4人

国内グループ主要８社：国内グループ会社社員
数の55％をカバー。
国内グループ主要12社：国内グループ会社社
員数の80％をカバー。

※1 

※2 

■調査内容項目（国内グループ会社）

■退職者再雇用制度

■介護休職制度の拡充

■ボランティア休職制度

1. 労働CSR指標（基礎指標）
①在籍人員（職位別/性別） ⑥役員人員（性別）
②平均勤続年数・平均年齢 ⑦有期雇用人員
③採用人員（職位別/性別/新卒・キャリア別/ ⑧時間外労働時間（月あたり）
　事務系・技術系別） ⑨年次休取得率/日数
④退職人員（職位別/事由別） ⑩育児休職/育児短時間勤務利用実績
⑤定年後再雇用実績（職位別） 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 ④母性保護・育児
②労働時間 ⑤介護・看護
③派遣・請負 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/ ④採用・教育
　年次休/フレックスタイムなど） ⑤福利厚生制度（社宅・寮/その他課題）
②退職金制度 ⑥その他課題（現在課題として認識しており
③ダイバーシティ推進状況 　支援を希望する内容ほか）
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T O P I C S
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

　2010年8月28日と2011年2月5日、帝人グループのほか、シャー
プ、ダイキン工業、パナソニック、パナホームの5社が合同で企画した
「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。幹
事以外の会社にも多数呼びかけ、合計で約600人が参加しました。
　このフォーラムは、「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、“自分の価値への
確信”“働く上でのビジョン”“周囲を巻き込み自ら行動する意欲”を向
上する場の提供」を目的としたものです。大阪会場では、「セルフリー
ダーシップ～私と組織の未来へのアクション～」をテーマに、参加

者全員が各自のアクションプランを自分宛ての手紙にまとめ、後日、
幹事から参加者へ郵送しました。

※3 会社都合による退職者数：協力会社などグループ外企業への再就職斡旋者を含む。会社都合・自己都合以外の退職の主な理由は、グループ内転籍および死亡によるもの。

国内：社員を直接雇用するグループ47社（2011年3月末現在）

男
女
計

1）正社員数

8,830人
2,152人
10,982人

1）のうち管理職

2,486人
90人

2,576人

2）臨時社員数

669人
1,083人
1,752人

3）採用者数

301人
103人
404人

3）のうち新卒採用

79人
35人
114人

管理職
一般社員
計

4）退職者数

121人
409人
530人

4）のうち定年退職者

76人
123人
199人

4）のうち会社都合による退職者※3

3人
15人
18人

4）のうち自己都合による退職者

32人
237人
269人

男
女
計

育児休職取得者数

40人
163人
203人

介護休職取得者数

3人
2人
5人

平均年齢

40.4歳
37.1歳
39.8歳

平均勤続年数

15.5年
11.5年
14.7年

海外：グループ企業のうち主要な12社

P5掲載の連結対象以外も含む

男
女
計

1）社員数

4,379人
2,302人
6,681人

2）臨時社員数

553人
129人
682人

1）のうち管理職

431人
153人
584人

管理職
一般社員
計

3）採用者数

65人
879人
944人

4）退職者数

85人
776人
861人

平均年齢

─
─

37.1歳

平均勤続年数

─
─
9.0年

人財に関するデータ★
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取引先とともに取り組むサプライチェーン全体のCSR
帝人グループは、サプライチェーンでの環境配慮・法令遵守・人権擁護などを促進するために、「CSR調達ガイドライン」などを制定し、
その実践に努めています。また、取引先へのアンケート調査を定期的に実施し、積極的に取引先のCSR取り組みを指導・支援しています。

社会性報告 CSR調達

■CSR調達ガイドライン

1. 品質・安全性
•全社方針や行動規範等に、「品質・安全性」
に関する項目が含まれること。
•「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
関する項目が含まれていること。
•「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」に関する項目が含まれていること。
•「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」に関する項目が含まれていること。
•「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
関する項目が含まれていること。
•「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。

　帝人グループは、製品の生産や物流のた

めに、多種多様な原材料、機器、部品、サー

ビスを世界中の取引先から大量に調達して

います。

　こうしたサプライチェーンにおいてCSR

をマネジネメントするために、帝人グループ

は、調達物の環境性能向上、調達先におけ

る環境配慮・法令遵守・人権擁護、調達先

との公正な取引の推進などCSR調達・購

買に関する考え方や基準を明確にし、公開

しています。

　その一環として、帝人グループのWebサ

イト（日本語・英語）に、2006年度から「購

買・調達活動の基本方針」を掲載し、「新規

お取引開始までの手順」「購買・調達の流

れ」などを説明しています。また、「CSR調

達ガイドライン」も2006年度から日本語

版を、2007年度からはグローバル化に対

応して英語版も掲載しています。

　調達の考え方や基準を一方的に説明す

るだけでは、サプライチェーンのCSRを十

分にマネジメントすることはできません。そ

こで、帝人グループは2007年度、「CSR取

引先管理システム」を独自に開発しました。

　このシステムは、取引先企業に対して

CSR取り組みに関するアンケートをオンラ

インで実施し、その結果を一定の基準に照

CSR調達の考え方、基準

取引先を継続的に調査・格付け

帝人グループの調達活動においては、お取引先様に下記の取り組みを求めます。

らして5段階（Ⅰ～Ⅴ）で評価し、データベー

ス化するもの。つまり、取引先のCSR取り

組みを継続的に格付けするシステムです。

　このアンケートは約50の質問から構成

されており、帝人グループCSR調達ガイド

ラインで示した基準が満たされているか否

かを調査できます。

　そして2008年度には、CSR取引先管理

システムの運用をファイバーフロンティア

（株）※1に移管、東レ（株）との共同利用、

CSR調達における協力を開始しました。こ

れによって、帝人グループのサプライ

チェーンを構成する企業群にとどまらず、化

合繊業界全体のサプライチェーンを構成す

る企業群をCSRの観点から評価していく

端緒を開きました。
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　2010年度は、個別取引先のCSR取り

組みへの改善指導・支援を強化しました。

その一つとして、取引先向けの「CSRガイド

ライン雛形」を作成し、Ⅳ・Ⅴ群の取引先を

対象にCSRガイドラインの制定やCSR活

動への取り組みを指導・支援。各社のCSR

レベルの向上を直接サポートしました。併

せて、従来からあった「改善誓約書」を、より

現実的なものに改良し、着実に改善を進め

られるようにしました。

　また、取引基本契約書に法令遵守、人権

尊重、環境・安全取り組みなどに関する条

文を追加し、契約の新規締結時や改定時に

新文書に切り替えていくこととしました。

　なお、これらの活動は、東レ（株）との情

報・意見交換を通じて共有しています。

7社が2010年度にはⅠ～Ⅲ群へと格付け

を向上させています。

　これは、CSR調達活動への取り組みが

グループ内に一層浸透したこと、2010年

度から強化したⅣ・Ⅴ群の個別取引先への

直接改善要請・支援強化などの効果が表

れたことによると考えられます。

　その一方で、新規取引先や初めて調査対

象となった取引先を中心に新たなⅣ・Ⅴ群

企業が出現しています。これら企業に対し

ては、引き続き改善のための指導を支援し

ていきます。

取引先の調査状況

取引先CSR取り組みへの
改善指導・支援を強化

　2010年度、CSR取引先管理システムに

よるアンケート調査の対象としたのは全購

買金額の75％をカバーする主要取引先

406社であり、2009年度に比べて32社

増え、カバー率は3％向上しています。

　これは、新規取引先の追加および、帝人

化成（株）、東邦テナックス（株）、帝人ファー

マ（株）で評価対象範囲を拡大したことによ

ります。

　この調査の結果、「取引継続に問題がな

い」と定義しているⅠ、Ⅱ群企業が全調査対

象に占める割合は、2009年度の93％から

94％へと向上し、Ⅰ、Ⅱ群企業からの調達金

額が全調達金額に占める割合は、2009年

度の98％から99％に向上していることが

わかりました。また、「取引継続の基準を満

たしていない」と定義しているⅣ・Ⅴ群企業

は、2009年度に18社でしたが、そのうち

グリーン調達・グリーン購入

※1 ファイバーフロンティア（株）：国内化合繊業界各
社が共同出資して設立した、EC（電子取引）繊維
販売、調達運営会社。

※2 非定常作業：保守や修理など通常の作業と異な
る作業。労働災害は、この種の作業中に起こる
ことが多い。

　帝人グループは、2003年度に「グリーン

調達ガイドライン」を制定し、以来、特定物

質の調達先に対して、環境マネジメントシス

テム構築状況の確認、構築要請を継続して

います。また2007年度には、「グループグ

リーン調達基準」をWebサイト（日本語・英

語）に掲載し、取引先に対する環境基準の

周知・浸透を進めました。

　文具・事務、オフィス用品については、「グ

リーン購入ガイドライン」に基づいて環境に

配慮したものを優先的に購入しており、

2010年度のグリーン購入割合は87％で、

2009年度に比べて6％向上しました。

　また、製品に含まれる可能性のある原

料・資材中の有害物質の管理にも取り組ん

でおり、化審法やRoHS規制の対象物質な

どの購入管理を強化しています。この一環

として、Webサイトに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。

　帝人グループでは、取引先との相互協力

のもと、適正な業務請負関係の維持に努め

ています。2007年度には、業務請負の自主

点検を順次実施し、非定常作業※2などを中

心に、違法性はないものの「社会の要請に

応じてさらに適正化を進めることが望まし

い」と判断した作業（全作業の32％）につい

て、2008年度までに自主改善を完了しまし

た。その後、改善の必要が発生した作業は

なく、適正な状態が維持されています。

　また帝人グループは、リーマンショックに

よる急激な景気後退・市場環境変化に対

応するために2009年度から事業構造改

革に取り組んでおり、この改革が業務請負

先や地域社会の雇用などに及ぼす影響に

も配慮しています。2010年度末には、瀬

戸内地区の業務請負取引量が事業構造改

革開始前から約25％減少したことに対し

て、帝人グループへの依存度の高い業務請

負主要取引先を中心に、発注見通し・解約

の早期情報伝達、契約解除に伴う負担に

配慮した激変緩和措置などを実施し、取引

先や地域社会の雇用への影響を極力軽減

するよう努めました。

業務請負取引先への配慮

取引先格付け企業数比率★

1%

77%

格付Ⅴ

格付Ⅰ

4%

1%

格付Ⅳ

格付Ⅲ

17%
格付Ⅱ

取引先格付け調達金額比率★

96%

1%
格付Ⅴ

格付Ⅰ

0%0%
格付Ⅳ格付Ⅲ

3%
格付Ⅱ
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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をバックアップする制度も充実しています。

社会性報告 社会貢献

　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。帝人グループにおける2010年度の

社会貢献活動支出は約9.3億円でした。グ

ループＣＳＲ推進部会では年２回の会議を

開催し、グループ全体の社会貢献活動など

について審議・推進しています。

　また、2006年度には、企業行動規範、企

業行動基準に則った社会貢献の基本方針

を設定し、推進しています。

　2003年度に日本経団連の１％クラブに

登録し、以後、経常利益の１％以上を目標と

して社会貢献費用に充てています。

　また、ボランティア休職制度、骨髄提供

者・消防団員登録者への公認休制度、バッ

クアップ休暇を利用したボランティア活動へ

の参加など、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。2011年度には、

社員の社会貢献活動を推奨し、ボランティ

ア人財を育成する制度として、「ボランティア

サポートプログラム」を創設しました（→

P56）。帝人グループの社員が行っているボ

ランティア活動に関わる費用の一部を、有

志社員・役員の寄付からなる基金を通じて

サポートするプログラムです。帝人グループ

は、今後も良き企業市民として適切な社会

貢献に努めていきます。

　こうした社会貢献活動で功労のあった社

員または団体を表彰するため、2006年から

帝人表彰規程に帝人CEO社会貢献賞を設

けています。2010年度は該当がありません

でしたが、2011年度は「在宅医療事業本部

の東日本大震災被災者への貢献活動」が表

彰されました。

　帝人グループでは1991年からアマチュア

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（株）の人工皮革を使

用したサッカーボールを寄付しています。

　帝人グループ共通で行う社会貢献は、「環

境」を重点テーマとし、「国際交流」「社会教

育」の３領域を設定。グループ社員がボラン

ティア活動を進めることを前提とした下記プ

ログラムを展開しています。

社会貢献活動の推進 帝人グループの取り組み

芸術・文化・スポーツなどの支援

グループ共通の社会貢献
プログラム

※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。
※東日本大震災に係る被災地支援額は含んでいません。

■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。

■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．絵本を贈る活動～book dream project～

■アマチュアスポーツの支援

社会貢献活動支出実績 ★

9%
その他

1%
環境

7%
スポーツ

13%
文化・芸術

70%
学術・研究

項目 内容

800
4

39

86

929

金銭
現物寄付

施設開放

社員の参加・
派遣

合計

社会貢献活動に関わる寄付金および経費として支出したもの
自社製品の社会福祉団体への提供等、現物で供与したもの

体育館やグラウンドの一般開放等、自社施設の開放・提供に関わる
経費

社員が業務の一環として地域行事に参加する、講演会での講師を務める
など、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など

金額（百万円）

社会貢献活動で支出した金額※★

総額
9.3億円

社会貢献に関する休職・休暇制度
●ボランティア休職制度
●バックアップ休暇を利用したボランティ
ア休暇制度

●青年海外協力隊への参加時の休み
●骨髄提供（骨髄バンク）時の休み
●地域消防団活動時の取扱い
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環境分野のボランティア育成

　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３年目を迎えました。

　この活動はこれまで同様、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。それを資金として

購入した絵本に翻訳した文章を貼りつけ、

インドネシアの図書館に寄贈しました。

　2009年度の活動では2,692点の古本な

どを回収し、121,531円に換金。2010年度

中に88冊の絵本を寄贈することができまし

た。2010年度の収集活動から得られた総

額は91,546円となり、2011年度中に50冊

以上の絵本を寄贈する予定です。

　また、2010年度の換金総額のうち5万円

は、（社）シャンティ国際ボランティア会を通

じてタイの図書館活動支援に寄付しました。

「国際交流」「社会教育」分野の
社員ボランティア活動

　帝人グループは、自然保護教育を実践でき

る人財として、日本自然保護協会（NACS-J）に

登録される指導員を育成するための講習会を

2007年度から共催しており、2010年度もグ

ループ社員2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。

　日本野鳥の会の協力を得て、事業所のあ

る周辺での野鳥観察会「探鳥会」を行ってい

ます。東邦テナックス（株）の三島事業所では

毎年継続しており、地道な活動として社員に

浸透しています。

■「自然観察指導員講習会」を共催

■絵本を贈る活動～book dream project～

■事業所単位で「探鳥会」を開催

T O P I C S
社員のボランティア活動を
応援する「ボランティア
サポートプログラム」始動

　2011年度の新たな試みとして、ボ

ランティア人財の育成を目的とする「ボ

ランティアサポートプログラム」を導入

します。このプログラムは、帝人グルー

プ社員が行うボランティア活動を資金

面から支援・応援するものです。社員が

社会貢献、地域貢献、その他の公共活

動に、より積極的に取り組めるようサ

ポートしていきます。

帝人ファーマ（株）
学術情報部

小久保 雅之

V O I C E

自然観察からはじまる自然保護
　帝人グループ共通プログラムの自然観
察指導員講習会（日本自然保護協会
｛NACS-J｝共催）を受講して指導員の資
格を取得しました。「自然観察からはじま
る自然保護」をキャッチフレーズに、地域に
根ざした自然観察会を開き、自ら自然を守
り、自然を守る仲間をつくるボランティア
リーダーとして活動しています。個人的に
NACOT（自然観察指導員東京連絡会）に
所属し、東京在住、在勤の方 と々都内やそ
の近郊で「やりたい人がやりたいことをや
る」自由な雰囲気のもと、さまざまな観察
会を開催しています。

期間 内容

5月25日～ 10月31日 貼りつけ活動 参加人数36人以上
12月13日～ 1月31日 古本収集活動 集荷点数3,887点/集荷されたダンボール箱数71箱/自宅からの参加人数14人

実績

絵本を贈る活動～book dream project

期間 場所

7月2日～ 9月4日 160人 49人 日本自然保護協議会
（各地域の指導員協議会、
連絡会の皆さんのご支援）

山口県岩国市、静岡県長泉町、
東京都千代田区、小金井市、日野市、
神奈川県横浜市、山梨県北社市

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

自然観察会（セミのぬけがら調査）
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T O P I C S

社会性報告 社会貢献

ニューヨークで開催の日米文化交流イベントに
“頑張れ！JAPAN”ロゴ入りエコバッグを提供
　帝人グループの米国持株会社であるTeijin Holdings USA, Inc.（THUS）は、
2011年5月22日に米国ニューヨーク市のセントラルパークで開催された「ジャパン
デー（JAPAN DAY）」にエコバッグ600枚を提供しました。
　「ジャパンデー」は日米文化交流を目的としたイベントで、2007年から毎年5月に
開催されており、今年は約3万人が来場しました。THUSは社会貢献の一環として、
2008年以来、毎年エコバッグを提供しており、2010年は開催テーマに合わせて“頑
張れ！JAPAN”ロゴを掲載しました。
　THUSが提供したエコバッグは、回収された使用済みポリエステル製品から再生
されたケミカルリサイクルポリエステル繊維「エコペットプラス」から作られたもので
す。使用後に不要となったエコバッグは、「エコサークル」の仕組みによって回収され、
帝人ファイバー 松山事業所（愛媛県松山市）のリサイクル工場で、新たなポリエステ
ル繊維に再生されます。

地産地消型のカーボン・オフセットを実施
　帝人松山事業所（愛媛県松山市）は、2010年11月から、地産地消型のカーボン・
オフセットを実施しています。これは帝人グループのインフォコム（株）が企画・提案
した取り組みで、松山事業所の企業宣伝用看板の2年間分の消費電力量のうち1
年間分の約1万kWhを、松山市内で創出される「松山グリーン電力証書」（17万円
分）の購入によってオフセットし、残り1年間分については、消費電力量をCO2排出
量換算した約6トン分のCO2排出量を、愛媛県内子町で創出される「内子町 
J-VER※」を購入してオフセットします。
　また、「帝人サッカースクール」に所属する小・中学生200着分のユニフォーム製
造にかかるCO2排出量を算定し、その全量約1トンも「内子町 J-VER」でオフセット
します。加えて、スクールに所属する150人に間伐や植林、下草刈りなどを教える
環境体験学習も実施しています。
　地域社会と連携したこのカーボン・オフセットの取り組みは、環境省の「平成22
年度カーボン・オフセットモデル事業」に採択されました。

中国で奨学金制度を創設
　帝人グループは、中国での科学技術の振興および優秀な人財の育成を目的とした
支援活動として「東京工業大学と清華大学の学術連携支援」「南通帝人有限公司に
よる上海市慈善基金会を通じた高校生への奨学金提供」などを実施してきました。
これらに加えて、2010年6月には新たに奨学金制度を設置しました。この奨学金に
返済義務はありません。
　2010年度は清華大学、北京大学、復旦大学の3大学の技術系修士課程在籍者
12人に、1人あたり年間8,000元（約11万円）を給付しました。2011年度は、対
象大学数を4大学に、給付人数を24人に増やします。今後も給付人数などを順次
拡大していく予定です。

※ 内子町J-VER：環境省が支援するオフセット・クレジット制度活用事業者支援事業の一つ。
主な活動は森林経営活動によるCO2吸収量増大と間伐促進。

▼イベント会場

“頑張れ！JAPAN”ロゴ入り
エコバッグ

「帝人少年サッカースクール」
ユニフォーム（イメージ）

▼小田深山での環境体験学習

中国教育発展基
金会との契約締結

▼中国教育発展
　基金会の前にて
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国家・社会の発展を担う人財育成に主眼を置いて
　帝人グループが取り組んでいる学術・

文化の振興活動の1つに「帝人久村奨学

金」があります。これは、人造絹糸（レー

ヨン）の製造技術を独自に確立し、「日本

レーヨン工業の父」と呼ばれた帝国人造

絹絲（現･帝人）株式会社第四代社長、久

村清太の功績を讃え、独創的な研究開

発の精神を継承発展させるとともに、国家・社会の発展と文化

創造に貢献する若き科学技術者を育成することを目的としたも

のです。1953年に、会社創立35周年を記念して創設しました。

また翌1954年には、この制度を一層発展させるために「財団

法人帝人奨学会」を設立しています。

　この帝人久村奨学金は、民間企業としては日本初の奨学金

制度であり、これまで約60年にわたって約1,500人の理工系

学生を支援してきました。現在では、医学・薬学系、バイオ学系、

理工学系、工学系、情報学系など幅広い分野を対象としており、

2010年度は修士課程22人、博士課程21人の計43人に総

額4,600万円を貸与・給付しました。

　この奨学金は、帝人（株）という一企業のためでなく、国家・

社会の発展を担う人財を育てることに主眼を置いています。そ

こで、奨学生が卒業後に大学や公的な研究所で研究に従事す

る場合は奨学金の返還を免除するなど、義務的な拘束は一切

設けていません。また、経済的な条件も問わず、学業優秀であ

れば奨学金の貸与を認めています。

第５回生の根岸教授が名誉フェローに就任
　2010年にノーベル化学賞を受賞した根岸英一・米パデュー

大学特別教授は、この帝人久村奨学金の第５回生です。また、

1958年から1969年までは帝人（株）の岩国（山口県）と日野

（東京都）の研究所に在籍し、再生繊維であるビスコースレー

ヨンなどの研究などに携わりました。

　2010年11月、そんな根岸教授に帝人グループ名誉フェロー

に就任していただきました。帝人グループの研究開発力・技術

開発力の向上および社内外でのプレゼンス向上を図るために、

今後、帝人（株）およびグループ会社の研究開発・技術開発全

般に関して、長期的かつ広範な視点から、助言・提言していた

だく予定です。

　帝人（株）は近年、ライフサイエンス分野を中心にすばらし
い発展を遂げていますが、私が在籍していたころからすでに
そうした兆しがあったように思います。
　入社したころ、当時の大屋晋三社長は「若者よ海外へ出ろ。
10年に1カ国語ずつ学べば30年で3カ国語が話せるように
なる。そうすれば君たちは世界で通用するようになる」と
おっしゃっていました。私がこのような道を歩むことができ
た原点はこの大屋社長の言葉にあります。
　帝人（株）を離れる際には、ありがたいことに何度も「辞め
るな」と言っていただきました。その時、私は「自分を磨き、広
い視野を持って自分の学んだことをお返しする機会があれ
ば、そのときはよろしくお願いします」とお答えして帝人（株）
を離れました。
　それからの年月は矢のごとく過ぎ、このたびありがたいこ
とに名誉フェローというポジションをいただきました。このよ
うな家出息子を温かく迎えていただいて、本当に感謝してい
ます。今後は私の専門の有機合成化学の分野で研究を行
い、お役に立てればと思います。

2011年8月

根岸英一教授からのメッセージ

科学技術者の育成を支える「帝人久村奨学金」
帝人（株）は1953年、日本初の民間企業による奨学金制度として「帝人奨学金久村奨学制度」を創設しました。
以来、60年近くにわたって優秀な理工系学生を支援し、国家・社会の発展を担う人財の育成に貢献しています。

特集

「日本レーヨン工業の父」
 久村清太

大八木成男CEO（左）、根岸英一教授（右）

経
済
性
報
告

環
境
・
安
全
報
告

社
会
性
報
告
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第三者意見

計画･目標を具体的にし、自己評価の基準を明確にすべきです

　この報告書を読む限り、帝人グループの

「CSRマネジメント」と「コーポレート･ガバ

ナンス」は、これら２つの間に整合性があり、一

連の仕組みになっていて、とてもクリアです。ま

た、CSR取り組みを「基本的」「拡張的」「選択

的」の3つに分けて進めており、報告書全体を

通してこの区分を貫いていることで、報告書の

読者にも従業員にもわかりやすいものになっ

ています。

　しかし、「計画･目標と実績･自己評価」には、

わかりにくい部分があります。「コーポレート･

ガバナンス」の2011年度の課題を「計画的な

見直し」と書いていますが、見直しの内容を具

体的に説明しないと、毎年同じことを書くこと

になってしまいます。また「CSR共通」の次年

度の課題も、毎年「ステークホルダーダイアロ

グの開催による課題抽出」と書いていますが、

年度毎に具体的な対話テーマなどを説明す

べきでしょう。さらに「自己評価」の基準が曖

昧である点も改善を要します。例えば、「企業

倫理･コンプライアンス」の2010年度の課題･

目標を「行動規範･行動基準の周知･浸透の

継続」と書いていますが、何をもって周知･浸

透したと判断するのでしょうか。内部アンケー

トでの調査結果を判断指標にするなどの工夫

が必要だと感じます。

　これらは、多くの企業のCSR報告書に共通

する問題です。その背景には、環境保全は数

値で目標･実績を明らかにできる一方、コンプ

ライアンスなどは、それが難しいという事情が

あります。帝人グループには、この問題を解決

していって欲しいのです。CSRの仕組みは整

合性があって理解しやすいのですから、もう一

歩進めて、課題･目標を具体化し、自己評価基

準を明確化していけば、さらにクリアな報告書

になるでしょう。

関東学院大学　経済学部教授　博士（商学）

小山 嚴也様
（こやま よしなり）
山梨学院大学商学部助教授、関東学院大学経済学
部准教授などを経て2010年から現職。横浜国立大
学経営学部非常勤講師、明治大学商学部兼任講師
も務める。『CSRのマネジメント（近刊）』（白桃書房）、
『現代CSR経営要論』(創成社)、『日本の企業倫理』
(白桃書房)など著書多数。

自らを俯瞰する視点から「大きな方向性」を明らかに

　誠実で緻密。そんな企業の体質や文化を感

じる報告書です。例えば、環境報告のバウンダ

リーとデータ収集は、さすがです。連結決算の

対象は海外子会社を含めてデータ収集でき

ている点は高く評価できます。

　しかし、「誠実･緻密」である一方で、超長期

の考え方や世界動向の見方を伝えるといった

「大きな面」には不足感があります。例えば、環

境目標が2020年までに留まっていて、今世紀

半ばの2050年に向けた内容がないこと。今

後、途上国を中心に世界人口が急増し資源が

逼迫した際に、自分たちのポジショニングや

役割はどうあるべきかという、大きな戦略や目

標を明確にすべきです。

　他に気になったことは、PDCAのPとDに誌

面が割かれCやAへの言及が少ないこと、今

回の大震災を機になされたはずのBCPの検

証結果などが報告されていないことです。ま

た、誠実･緻密ゆえかもしれませんが、CO2排

出量について、生産、オフィス、物流も含めた

トータルでの報告（図表）があればよりわかり

やすくなったのではないかと思います。全体と

しては、文字だけで丁寧に説明するより概念

図などを増やすことも検討されることをお勧

めします。

　無論、良いところも多々あります。特に、「中

国での環境保全」に関するステークホルダー

ダイアログが素晴らしいと思います。専門家の

方々だけでなく、現地の社員が積極的に議論

に参加し、意見を述べているので、内容が地に

足がついたものになっています。

　今後は、誠実･緻密なだけではなく、「世界

の大きな流れ」という高い視点・大きな視野か

ら自らを俯瞰し、環境経営（環境ビジネスを含

む）やCSR経営の大きな方向性を明らかにし

た報告書になることを期待します。

株式会社ニッセイ基礎研究所　上席主任研究員　

川村 雅彦様
（かわむら まさひこ）
九州大学大学院工学研究科修了。三井海洋開発（株）
で海底石油関連のプロジェクト・マネジメントに従事
後、1988年に（株）ニッセイ基礎研究所に入社。環境
経営、環境格付、企業の社会的責任、環境ビジネスを
中心に調査研究。『CSR経営で何をめざすのか？』を
はじめ論文多数。著書に『環境経営入門－サスティナ
ブルマネジメントを目指して』(日本工業新聞社)、『SRI
と新しい企業・金融』（東洋経済新報社）、『カーボン・
ディスクロージャー』（税務経理協会）ほか。

主としてコーポレート･ガバナンス、企業倫理
について

主として環境保全活動について

専門家からのご意見
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社員のQOL向上に、引き続き注力してください

　QOL（生活の質）の向上を企業理念とし、

「社員と共に成長していくこと」を会社の基本

的な使命であると明言しているところに帝人

グループの特長があります。財産の「財」を

使った「人財」という言葉にも、人を大切にす

る考え方が表れていて、共感できます。

　特に、女性管理職を増やす取り組みが、他

の企業のモデルになるのではないかと期待し

ています。「男女共同参画社会」の中にあって

も、女性管理職を増やすことは、日本企業に

とって、いまだ大きな課題だからです。

　帝人グループでも、「全新卒総合職採用者

のうち女性総合職を30％以上にする」という

目標はほぼ達成されているようですが、次の

課題は女性管理職を増やし維持することで

す。そのためにグループ内の女性管理職が意

見交換をする機会を設けているそうですが、

これは優れたやり方だと思います。今後は、女

性がこうした仕組みを活用する意欲を向上さ

せる文化や風土をつくれば、もっと女性管理

職が増えるのではないでしょうか。

　また、もっと意識的に報告していただきたい

と思ったのが、社員教育の内容です。帝人グ

ループでは、安全教育や倫理教育など、各種

の教育に注力されているようですので、その内

容を開示されることをお勧めします。立派な職

業人だけでなく、立派な社会人に育てるとい

う視点を加えるということですね。高度な知識

や技術に加えて、社会人としての常識を身に

つけることは、社員の成長やキャリアに直結し

ます。海外、こと新興国では、社員教育も企業

の重要な責任と捉えられています。

　今後も、社員のQOLを向上する取り組みに

おいて、他の日本企業をリードしていくことを

期待しています。

摂南大学副学長　経営学部教授　経営学博士

奥林 康司様
（おくばやし こうじ）
カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、ウィス
コンシン大学労使関係研究所客員フェロー、神戸大
学経営学部教授、エクス・マルセイユ第２大学客員教
授などを経て2008年から現職。『入門　人的資源管
理』（中央経済社）、『旧ソ連邦の労働』（中央経済社）、
『フラット型組織の人事制度（共著）』（中央経済社）な
ど、書緒多数。

取引先と一緒に取り組める社会貢献活動を考えてみてはいかがでしょうか

　帝人グループは、「社会と共に成長します」と

「社員と共に成長します」を企業理念に掲げて

事業活動を展開しています。この報告書では、社

会貢献活動においても「社員と共に」を重視して

いることがわかります。2011年度に新たな試み

として開始した、社員のボランティア活動を応援

する「サポートプログラム」は、そうした企業理念

に合致するものであり、大いに期待しています。

　少し残念なのは、この報告書には、帝人グ

ループの社会貢献活動の内容は紹介されて

いますが、なぜそれらに取り組むのかがあまり

説明されていません。取り組む理由を明らか

にすれば、社員の啓発や活動促進につなが

り、グループ外の人々からの応援も期待できる

と思います。

　さらに、今後期待したいことは、グループ外

のステークホルダー、特に取引先の方 と々共に

取り組めるような社会貢献活動です。取引先の

CSRを管理するためのアンケート調査は、「拡

張的CSR」の一環として極めて重要で、これを

実行していることは評価できます。そして今後は、

取引先を評価するだけではなく、「選択的CSR」

の分野で取引先と一緒に取り組んでいくことも

重要だと思います。その費用を帝人グループだ

けで負担するのではなく、取引先からの協力を

仰げば、帝人グループだけでする何倍もの拡が

りを期待できると思います。取引先と一緒に考

え、さらにNGO・NPOとの協働により新しい発

想の活動に発展する可能性もあります。

　社会貢献活動は、社員と一緒に取り組むの

であれ、取引先と一緒に取り組むのであれ、事

業の面にもプラスになるはずです。社会貢献

活動の中で、コミュニケーションが活発にな

り、チームワークを強化できるからです。　

 事業と社会貢献で社会と社員を元気にして

いただきたいと期待しています。

公益社団法人日本フィランソロピー協会理事長

高橋 陽子様
（たかはし ようこ）
高校教師、心理カウンセラーを経て1991年に日本
フィランソロピー協会に。常務理事・事務局長を経て
2001年から現職。著書に『フィランソロピー入門』
（海南書房）、『60歳からのいきいきボランティア入
門』（日本加除出版）がある。

主として社会貢献活動について

主として人財･労働マネジメントについて
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第三者審査 独立保証報告

2011 CSR

CSR CSR 2010 4 1

2011 3 31

CSR

2007 Global Reporting Initiative

2006 CSR

http://www.j-sus.org/kitei_pdf/logohuyo.pdf

ISAE 3000

2003 12 2009 12

CSR

CSR

1

 

CSR

2011 8 11

KPMG

1 2
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