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編集方針
協和発酵グループの「環境安全／サスティナビリティ

レポート2003」は協和発酵工業、協和油化、協和メ

デックスならびに2ページの国内連結生産子会社の

2002年度の実績を中心にまとめたものです。今回

のレポートでは情報開示の信頼性向上を図るため

に第三者意見をいただき掲載しました。

このレポートは環境省環境報告書ガイドライン

やレスポンシブル・ケアコードを参考に編集し、持

続可能性報告ガイドライン（GRI）の考え方も取り

入れています。企業の社会的責任（CSR）として、

企業倫理や社会／地域コミュニケーション、社員

の意欲的な取組み、製品技術の有用性などについ

ても言及しました。

また、協和発酵グループの各業種のライフサイ

クル／マテリアルバランスと環境会計情報をもと

に、LCA的な観点から環境負荷について考察を試

み、排出抑制の方向性に言及しています。

海外生産を担当する3社については、これまでの

レポートとの一貫性、排出の帰属取扱いから別途

取りまとめて本報告に記載しています。

報告書の対象範囲・期間
本レポートの環境負荷等のデータの収集・記載範

囲は2ページの国内生産、研究、販売全拠点、海外

の生産3社を対象としています。なお、2002年9月

に事業譲渡した酒類事業は2002年度データに記載

していません。

期間は国内が2002年度（2002年4月～2003年3

月）、海外が2002年（2002年1月～12月）ですが、成

果などに関しては一部2003年度、2003年の内容を

含んでいます。より詳細な関連情報は、ネット版を

ご参照いただくように簡略化しました。

http://www.kyowa.co.jp

“KYOWA BIO-INNOVATOR”。この言葉は、「ライフサイエン
ス・バイオテクノロジーを活用した医薬事業ならびにバイオプロ

ダクツ事業（アミノ酸などの機能性物質や生物の力を利用した物

質変換などの事業領域）を中心に、化学品、食品を加えた4つの事
業分野を成長させ、新しい価値の創造により企業価値の最大化を

図る」という意思を表したものです。この標語のもと、“バイオの

協和”の確立に向け邁進しています。
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21世紀の初頭10年間は社会が地球環境問題と真摯に対峙する時代といえます。20世紀の大量生産大量消

費型経済発展の後遺症として、炭酸ガスやフロンガスによる地球温暖化、難分解性化学物質の残留による

環境汚染など地球規模の環境問題が21世紀社会への負の遺産として残されています。21世紀に地球上に

生きるものの一員として、どの企業にも持続可能性の追求が社会的な責任として要求されています。

協和発酵グループは経営理念に述べているように「新しい価値の創造により世界の人々の健康と豊かさ

に貢献する」ことを旨とし、医薬事業を核として、バイオケミカル、食品、化学品と多岐にわたる事業を展

開しています。これらの事業がそれぞれの分野において業界の中で確固たる地位を得ることはもちろん

ですが、いたずらに過度な規模拡大を求めるのではなく、グローバルに見て医薬専業にはないユニークさ

を持った、存在感のあるグループを目指したいと考えています。そのためには、企業をとりまく社会の皆

様の問題意識に積極的に耳を傾け、的確な取組みを実施し、成果を説明する必要がありましょう。2002

年版からは、この環境安全サスティナビリティレポートで、協和発酵グループの環境安全の改善への取組み

をご説明するとともに、社会的側面についても報告する試みを行っています。また、グループの各事業は生

産にともなう環境負荷を明確にし、エコプロジェクト活動を通じて地球温暖化ガス排出や廃棄物のゼロエ

ミッションに向けて共通の改善目標を設定し、到達度を開示することで協和発酵グループとしての社会的

責任を果たしていきたいと考えています。事業の社会的側面にも体制を整えその改善に努めていきます。

さて、協和発酵グループの経営の基盤は安全の確保にあります。協和油化四日市工場の業種別無災害記

録達成、富士工場の第2種無災害記録など安全に関する記録が次々に生まれていることは喜ばしいことです。

さらに、関係会社も含めた協和発酵グループ全体の災害ゼロを目指して一層の努力が必要と考えています。

最後に協和発酵グループの今後の環境についての考え方を述べます。

自らの足元をしっかり固めることからすべてが始まります。環境保全についても、廃棄物削減、有害化

学物質の削減について大きな成果が出ていますが、次の課題として大気汚染物質（SOx）に焦点をあて、

燃料転換計画を遂行し削減目標を達成していきたいと考えます。

企業は常に変革が求められています。協和発酵グループ社員が力を合わせ、顧客、社会の皆様方の要請

に応える努力を継続することで、夢のある会社を目指したいと思います。

皆様方のご指導ご鞭撻をお願いする次第です。

2003年9月

協和発酵工業株式会社

代表取締役社長

VATOR

はじめに
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会社概要（2003年3月期連結ベース） 拠点

社 　 名 協和発酵工業株式会社

設 　 立 昭和24年7月1日

資 本 金 26,745百万円
（平成15年3月31日現在）

代 表 者 代表取締役会長 平田　正
代表取締役社長 松田　譲

本社所在地 〒100-8185 
東京都千代田区大手町1-6-1
（大手町ビル）
TEL:03-3282-0007

事 業 内 容 医薬品の製造、販売
各種アミノ酸及び農畜水産関連
製品の製造、販売
化学品の製造、販売
食品の製造、販売
酒精・酒類原料用アルコールの
製造、販売

健康食品用、工業用、飼料用
アミノ酸の製造・販売

飼料用リジンの製造・販売
（2003年7月末に生産を中止しました）

飼料用リジンの製造・販売

新薬研究開発

新薬研究開発

抗体医薬研究開発

協和発酵グループの事業展開

会社名 主要事業・新製品など

石油化学品などの製造

石油化学品などの製造

臨床検査試薬などの製造・販売

食パン、菓子パン等製造・販売

食パン、菓子パン等製造・販売

有機酸の製造

パン粉の製造・販売

フリーズドライ製品の製造

健康食品、金属タワシ等の製造・販売

国内生産工場・協和発酵

土浦工場 食品の製造

富士工場 医薬品の製造

堺工場 医薬品の製造

防府工場 各種アミノ酸、酒精などの製造

宇部工場 医薬品、各種アミノ酸の製造

主要連結生産子会社

協和油化（株）千葉工場

協和油化（株）四日市工場

協和メデックス（株）富士工場

その他の国内連結生産子会社

オーランドフーズ（株）千葉工場

オーランドフーズ（株）土浦工場

理研化学（株）

旭食品工業（株）（静岡）

協和エフ・ディ食品（株）（防府）

協和ハイフーズ（株）宇部工場

協和発酵研究所

筑波研究所

東京研究所

医薬総合研究所

協和発酵販売事業所

札幌支店

東北支店

東京支社

名古屋支社

大阪支社

中国支店

四国支店

九州支社

協和発酵医薬営業所

●全国56カ所

海外生産拠点

Biokyowa Inc.

Fermentaciones Mexicanas, 
S.A. de C.V. (FERMEX)

Agroferm Hungarian-Japanese 
Fermentation Industry Ltd. 
(AGROFERM)

海外研究開発拠点

Kyowa Pharmaceutical, Inc.

Kyowa Hakko U.K. Ltd.

BioWa Inc.

主な海外販売拠点

�Kyowa Hakko U.S.A., Inc.

Kyowa Hakko Europe GmbH

Kyowa Hakko U.K. Ltd.

Kyowa Italiana Farmaceutici S.r.l.

Kyowa Hakko (H.K.)  Co., Ltd.

Kyowa Hakko Industry 
(Singapore) Pte. Ltd.

Kyowa Hakko (Thailand) Ltd.

Kyowa Hakko (Malaysia) 
Sdn. Bhd.

Kyowa Hakko Pharmaceutical
(H.K.) Co., Ltd.



医薬 その他食品化学バイオ
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世界のトップレベルにある発酵と合成技術を
駆使して、さまざまな分野で高品質な製品を
生み出しています。ファインケミカル分野で
は、最近、健食用アミノ酸で人気を博してい
る各種アミノ酸や核酸及びそれらの誘導体を
国内外のお客さまに供給しています。発酵技
術はゲノム解析へと進歩し、バイオテクノロ
ジーの分野では最先端を走っています。また
世界に先駆けて、糖鎖技術を開発し、目下、
用途開発を精力的に進めています。

バイオケミカルカンパニー

中核事業の医療用医薬品事業。血圧降下剤
「コニール錠」、抗アレルギー剤「アレロック
錠」、抗がん剤など、数多くの医薬品をお届け
し、発売後も安全性や患者さん・医療機関の
ニーズについて注意深く見守り、患者さんに
適した治療を受けていただけるよう努めてい
ます。さらに世界の人々の健康に貢献する画
期的な新薬の開発をめざしています。また臨
床診断薬の分野では、子会社の協和メデック
スが酵素、抗体を利用した臨床検査薬、自動
分析装置などを開発・販売しています。

医薬カンパニー

天然調味料のトップメーカーとして、“こく味”
という新しい切り口で、新規調味料を開発、
加工食品・外食産業などお客様が抱える問題
に対し、ソリューション型ビジネスを展開し
ています。また世界で初めて冷凍・冷蔵耐性
イーストの開発に成功し、パン屋さんの深夜
早朝の作業時間の削減、消費者へのフレッシ
ュ対応に貢献しています。またパンのカビ発
生を抑えるイーストを発売、さらには、コレ
ステロールを吸収しにくくする｢コレステブロ
ック｣などの健康食品の販売を通して、みなさ
んの健康の手助けをしています。

食品カンパニー

化学品カンパニーの製品は、溶剤、可塑剤原
料、機能化学品に分類されます。溶剤は非芳
香族系の製品群で、塗料、インキ、接着剤等の
原料に、可塑剤原料はフタル酸エステル等の
原料になります。近年は電材向けの高純度溶
剤も販売しています。機能製品としては、水系
塗料用樹脂の架橋剤、オゾン層を破壊しない
代替フロン用潤滑油や合成脂肪酸、特定フロ
ン及び塩素系溶剤に代わる洗浄剤、廃棄物最
終処分場に使用されるウレタン防水シート等、
地球環境に配慮した製品の製造･販売も行っ
ています。

化学品カンパニー

焼酎の原料や清酒の原料の一部となる高品質な醸造用アルコールを製造、販売しています。また、食品用、化粧品・医薬品

用、消毒用などの工業用アルコールも販売しており、今後さらに需要が拡大される方向にあるので、注力していく分野です。

アルコール事業室

協和発酵グループは、地球企業として、そして人間企業として、自然と調和しながら、

人々の暮らしに新しい価値と豊かさをもたらすテクノロジーを追求していきます。

※ 酒類事業は、2002年9月アサヒビール（株）へ譲渡しましたので、本年度の報告に記載していません。
アルコール事業室については、本報告書では、バイオケミカルカンパニーにあわせて集計しています。



2003年版の環境安全／サステナビリティレポートはこれまでの報告書の内容に加え新たな視点から企業活動発信を目指しました。

その主なところは、●グループ全体活動の情報開示 ●事業活動の社会特性の重視 ●環境安全を中心にしたマネジメント ●アク

ションプランとその成果 ●環境排出の事業特性評価を中心に充実に努めました。

報告書の要約
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事業活動の社会特性

環境安全については行動指針の6つの要点をもとに目標を設定し活動を行っています

経営指針では基本姿勢を明確にし、事業活動の社会特性を強化しています。

● 顧客満足に軸足を置いた事業活動を進めています。

● 医薬品情報サービスの充実に努めています。

● 社会とのコミュニケーションや科学振興への社会協力を積極的に行っています。

● 企業倫理と意欲的な社員の主体性を重視しています。

● 有機化学製品製造業を代表する安全成果も上げています。

パフォーマンスの継続的改善

マネジメントシステムの拡大

第三者意見

●社長が率先する環境安全のコーポレートガバナン
スを強化していきます。

●主要3社★1を重点に連結子会社などグループ内の指
導を強め事業の社会性向上を進めています。

●環境・安全のマネジメント統合を目指して活動を開
始しました。

製品の全ライフサイクルにわたる環境配慮

●医薬、バイオケミカル、食品、化学各カンパニー
の環境排出負荷を明らかにし、環境配慮と将来の
課題に的確な対応を進めています。

アセスメント

●研究・生産の節目でリスクベースの環境安全アセ
スメントを導入し定着を進めています。

●原料や原薬のグリーン調達を強化し環境負荷・安
全性に配慮した供給プロセスを目指します。

●研究・生産の節目でリスクベースの環境安全
アセスメントを導入し定着を進めています。

製品技術開発

●環境保全型製品、社会提案型の新技術、食の安全
や品質の確保に向けた技術開発を積極的に行って
います。

製品の安全性有用性

●医薬品の有用性に向け根拠に基づいた医療（EBM）
を進めています。情報提供のオンライン化を行い
ました。

本報告書の作成段階から学識経験者やNGO有識者の参画をあおぎ、透明性の高い発信に努めました。

P.08

P.10

P.23

P.24

P.15

P.15

P.40

★1 協和発酵、協和油化、協和メデックス

省エネルギー活動

原油換算17,000 （全使用量5%相当）、
4.5億円削減の成果を得ています。

CO2排出量

1990年対比0.5%増加。前年対比で
は増産によるエネルギー増を燃料転
換で補完し0.2%と微減です。

ゼロエミッション活動

最終埋立処分量1,408トンと前年対
比28%削減しました。防府、富士工
場はゼロエミッションを達成しました。

化学物質管理

有害大気汚染12物質の排出量を前年
対比49%削減しました。化学物質使
用制限の強化を行っています。

水質汚濁防止

発生抑制、除去率向上で窒素排出量
を前年対比30%削減、リン排出量を
31%削減しました。

大気汚染物質

SOx前年対比4%増加と課題が依然
として残ります。課題対応を進めます。

P.29

P.30

P.31

P.31

P.32

P.36
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経営指針

協和発酵は経営理念のもとに、事業、顧客、株主、社員、社会、

企業倫理、環境安全の7つの経営指針とそのポイントを定め
ています（1999年3月）。その一部を社会パフォーマンス報
告（14～27ページ）にも記載しています。

環境安全の経営指針

「環境保全と安全確保に努めるとともに、

環境安全に配慮した製品を提供します」 （1999年3月制定）

1） 社長を頂点とする環境・安全・製品安全管理システムを構築するとともに、

環境保護及び人の安全確保ならびに製品安全（以下「環境・安全・製品安全」

という）を経営の最優先指針として掲げ、さらに全社員に本指針を周知徹

底して環境・安全・製品安全への意識の高揚を図り、地球的規模の視点に

立った環境・安全・製品安全活動を推進する。

2） 環境・安全・製品安全にかかわる国際的規則及び国内関係法令・条例・協

定を遵守する。また、国内外の関係機関及び所属団体が推進する環境・安

全・製品安全活動に協力するとともに自主管理基準を遵守し、監査制度を

活用し、環境・安全・製品安全管理のレベル向上に努める。

3） 事業活動における安全の確保ならびに環境への負荷の低減を図るとともに、

原料購入・製造・輸送・販売、さらには当社製品の消費者の使用・廃棄等に

おける管理状況を把握し、製品の全ライフサイクルにわたり、環境・安

全・製品安全の確保を図る。

4） 新製品、新技術開発、技術移転、新規事業展開にあたり、環境・安全アセス

メントならびに品質アセスメントを実施し、計画段階から当該技術ならびに

製品の全ライフサイクルにわたる、環境・安全・製品安全の確保に配慮する。

5） 環境保全型技術・製品開発、省エネルギーならびに省資源技術開発にも積

極的に取組み、地球規模の環境・安全に貢献する。

6） 科学の進歩に対応し、研究開発に努力するとともに、製品の有用性・安全

性の確保を厳正に行う。

環境・安全・製品安全に関する実施宣言
協和発酵は、常に生命の尊厳を第一義として「環境・安全・製品安全に

関する経営方針」を定め、環境・安全に対する幅広い配慮（レスポンシ

ブル・ケア※）と消費者に対する安全を第一とする品質保証を、日常の

事業活動において進めていくことを宣言いたします。

※レスポンシブル・ケアの定義

レスポンシブル・ケアとは化学物質製造・取扱事業者が自己
責任に基づき、化学物質の開発から製造・物流・使用・最終
消費を経て、廃棄にいたる全ライフサイクルにわたって、環
境・安全を確保することを経営方針で公約のもとに環境・安
全・健康面における事業活動改善を進めていく国際的な自
主管理活動です。

（1996年4月発信）

経営理念

ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、
世界の人々の健康と豊かさに貢献します。 （1999年改定）

安全環境基本規程 1995年10月制定 1999年9月改訂

環境保全型技術・製品開発規程 1994年4月制定 1999年6月改訂

安全管理規程 1975年5月制定 1999年7月改訂

環境管理規程 1976年3月制定 1999年7月改訂

危機対応マニュアル

（わが社のリスクマネジメント）
1986年4月作成 2002年3月改訂

大規模災害対策本部規定 1995年5月制定 2002年4月改訂

「協和発酵倫理綱領」、

「協和発酵社員倫理行動規準」
1999年1月制定

主な社内規程

環境・安全・製品安全に関する
基本理念

「ライフサイエンスとテクノロジーの進歩

を追求し、新しい価値の創造により、世界

の人々の健康と豊かさに貢献します」とい

う経営理念を基盤として、製品の研究開発

段階から製造・販売・使用・廃棄に至る全

ライフサイクルにわたり、環境の保護及び

従業員・市民の安全と健康を科学的観点か

ら配慮して事業活動を営むこと、ならびに

消費者の安全を第一とし製品の品質向上

と安全性の確保に努めることにより、豊か

な社会の実現に貢献する。

行動指針

常に生命の尊厳を第一義とし、科学に対す

る謙虚さをもって自らを厳しく律し、社会

の信頼に応えて、健康で豊かな社会の発展

に寄与する。製品・技術の開発、製造、販

売にあたっては、人と環境に対する配慮な

らびに消費者の安全を第一とし、1）から6）
の施策のもとに事業活動を推進する。

次ページにつづく

環境安全プロフィール

経営理念／環境安全、社会の経営指針

（1996年1月制定）
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全8工場認証取得

2004年までにISO14001システムを構築

2003年までに統合マネジメントシステムを確立

年間85%の会社に監査実施

エネルギー原単位を年平均1%以上削減

2010年度CO2排出量を1990年度レベル以下

2004／1998年対比50%削減

2007年度までにゼロエッミッション達成
目標250トン

2004／1996年対比97%削減

目標値 2,595トン★3

目標値 803トン★3

目標値 342トン★3

―

目標値 1,530トン★4

目標値 1,521トン★4

目標値 86トン★4

労働災害、環境保安事故ゼロ

物流の合理化、物流環境安全の確保

環境負荷低減への積極的活用

省電1%／年以上削減

コピー用紙5%／年以上削減

グリーン購入＊3の推進

カンパニー毎のマテリアルバランスの明確化

取引先の環境配慮調査の実施

「環境に配慮した容器包装の指針」の運用

環境安全アセスメント、リスクマネジメント＊6徹底

技術・製品開発の具体化

製品情報及び開示の充実

行動指針 実施項目 目　標

環境･安全･製品安全に関する基本理念に基づく6つの行動指針（5ページ）に沿ったアクションプランと目標、2002年度実績、評価を

下表にまとめました。CO2排出量は1990年対比で100.5%と目標をわずかに下回りましたが、化学品などの増産でエネルギー使用

量が増加する中で、天然ガス使用比率増加などの対策により前年対比0.2%の微減となりました。

その他の実施項目については目標達成（ ）、目標に満たないが改善（ ）と評価しました。

将来的な削減目標の明確化に向けて生産金額基準の環境負荷排出原単位を国内平均と比較した指標を2001年度から採用しています。

＊1 ISO14001：環境マネジメントシステムに係る国際基準。
＊2 OSHMS：Occupational Safety Health Management System（労働安全衛生マネジ

メントシステム）労働安全衛生のマネジメントシステムにかかる国際基準（ILO）。

＊3 グリーン購入：製品やサービスを購入する際に、必要性を良く考えるとともに環境への負荷

ができるだけ小さいものを選んで購入すること。

＊4 LCA：Life Cycle Assessment（ライフ サイクル アセスメント）製品の原料採取から製造、
使用、廃棄の全過程で環境に与える影響を分析し、製品の総合評価を行う手法。

用 語 解 説

★1 生産金額ベースの排出原単位を国内平均と比較した指標。

● CO2、大気汚染、廃棄物指標＝［協和グループの総排出量/日本の総排出量］／［協和グループの総生産金額／日本の国内純生産金額］

CO2排出量：平成12年度二酸化炭素排出量（平成15年度版環境白書）

SOx、NOx、ばいじん排出量：大気環境に係る固定発生源状況調査―平成11年度排出量（平成15年度版環境白書）

廃棄物発生量・最終埋立処分量：産業廃棄物の排出・処理状況等平成12年度実績（環境省報道発表資料平成15年1月24日）

国内純生産金額：統計資料（内閣府経済社会総合研究所）

ISO14001＊1の環境マネジメント
システム確立

ISO14001と労働安全衛生マネジメ
ントシステム（OSHMS＊2）統合

連結・非連結子会社の監査

［生産・研究部門の取組み］

• 協和エコプロジェクト（KEP）

P.29

• 有害大気汚染物質排出量

• 大気

• 水質

• 災害、事故

• 物流の環境・安全

• 環境情報システム

［事務部門の取組み］

• グリーン オフィスプラン（GOP） P.29

• LCA＊4-マテリアルバランス

• グリーン調達＊5（GP） P.29

• 容器包装対応

• 環境安全、製品安全アセスメント徹底

• 環境保全型技術、製品開発

• 消費者安全と製品有用性の確保

主要3社

連結子会社

主要3社

エネルギー原単位

CO2排出量

廃棄物発生量

最終埋立処分量

SOx

NOx
ばいじん

淡水使用量

COD
窒素

リン

行動指針 1）
マネジメントシステム
拡大

行動指針 2）
パフォーマンスの継続的
改善

行動指針 3）
製品の全ライフサイクルに
わたる環境配慮

行動指針4）
アセスメント
行動指針5）
製品技術開発

行動指針 6）
製品の安全性有用性

環境安全プロフィール

アクションプランとその実績
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2002年度実績（進捗状況） 02年度評価★2 ページ 中期目標・設定新目標

指標値1.0が全国平均の生産金額基準の排出に相当します。CO2排出量、廃棄物発生量、大気負荷排出量などの各指標は酒類事業譲

渡、増産の影響で昨年より悪化しましたが、内容的には顕著な省エネ、省資源効果をあげることができました。同じく協和エコプロ

ジェクト活動で廃棄物最終埋立処分量の削減に努め、最終処分量の指標は改善できました。さらに、発酵工場での排出抑制・運転改

善によって排水への窒素、リン排出量の指標が改善しました。協和発酵グループではエネルギー、大気、水質の改善が重要と考え、

各種活動を継続します。

＊5 グリーン調達：原材料を調達する際に、必要性を良く考えるとともに環境への負荷がで

きるだけ小さいものを選んで購入すること。

＊6 リスクマネジメント：企業経営に関係するリスクに的確に対処するために組織を指揮し

て管理する経営管理手法の一つ。

＊7 OECD：Organization for Economic Cooperation and Development、経済協力開発
機構の略。

●水質汚濁関連指標＝［協和グループの総排出量/閉鎖性海域における総排出量］／［協和グループの総生産金額／閉鎖性海域対象地域の県内純生産金額］

COD、窒素、リン：平成11年度水質総量規制地域における発生負荷量（平成14年度版環境統計集環境省総合環境政策局編）

閉鎖性海域対象地域の県内純生産金額：平成12年度県民経済計算―平成11年度純生産金額より（内閣府経済社会総合研究所）

● 淡水使用量指標＝［協和グループの総使用量／日本の総使用量］／［協和グループの総生産金額／日本の国内純生産金額］

淡水使用量：平成11年度生活用水、工業用水淡水補給量の合計（国土交通省水資源部資料）

★2 評価　 ：目標達成、 ：目標に満たないが改善、 ：目標未達

★3 法規制値の50%の値を目標としています。

★4 協定値等の50%の値を目標としています。

環境活動評価の導入

目標を継続

環境安全マネジメントシステムの導入、運用

2004年に環境、安全活動評価の導入

エネルギー原単位を年平均1%以上削減

2010年度のCO2排出量を1990年度レベル以下

発生源対策

2007年度までにゼロエッミッション達成
目標：2004年500トン、2007年250トン

2004年度までに97%削減

抜本的な低減に向けた中期計画策定、削減継続

設備管理強化・削減継続

設備管理強化・削減継続

水利用合理化を継続

発生源対策

発生源対策

発生源対策

労働災害、環境保安事故ゼロ

物流の合理化、物流の環境安全確保

環境負荷低減への積極的活用

省電1%／年

コピー用紙5%／年削減

グリーン購入の推進

LCA／マテリアルバランスによる事業評価継続

取引先との環境配慮活動強化、
環境に配慮された原材料を優先的に使用

活動継続（指針の徹底、包装合理化推進）

リスクマネジメントの徹底

環境ビジネスの社外展開

活動継続

8

8

8

9

30

30

32, 33

36

31

31

31

22

30, 38

29

29

10, 11

29

33

23, 38

24～27
30, 31

15, 16,
23

02年度指標★1

—

1.0

0.85

0.056

—

3.5

1.4

0.68

3.7

3.0

1.8

1.0

—

—

—

01年度指標

—

0.88

0.75

0.057

—

2.6

1.0

0.60

3.3

2.9

2.2

1.2

全8工場が認証取得済

システム構築中

環境安全マネジメントシステムを構築、リスクマネジメントをベー
スとした活動を開始

95%の会社に監査実施、海外監査実施

グループ全体で5.0%改善

709千トン、1990年対比0.5%増加

194千トン、1998年対比39%削減

1,408トン、前年対比28%削減
ゼロエミッション計画達成率74%

9.5トン、1996年対比97.7%削減

1,228トン、前年対比4%増加

655トン、前年対比7%増加

29トン、前年対比27%削減

54.8百万トン、前年対比9%削減

1,064トン、前年対比14%削減

564トン、前年対比30%削減

23.1トン、前年対比31%削減

主要3社の休業災害はゼロ、連結子会社1件、環境保安事故はゼロ

物流合理化燃料前年対比3%削減
化学品輸送エコタンカーの省エネ効果実証

エネルギー、廃棄物情報共有化で削減活動推進

前年対比1.3%削減

前年対比7.7%削減

コピー用紙・事務用品で70%のグリーン購入

公設研究機関との協力のもと評価を取りまとめ本報告書に開示

取引先の環境マネジメント調査強化
化学物質管理方針の強化

医薬用外箱廃止で30トン／年強の資源節約

リスクマネジメント規程改訂、個別洗い出しと対応継続、環境安全リスク
アセスメント運用の徹底、土壌汚染リスク対応実施、防災カード改定･配布

排水処理・省エネ技術の開発、世界初のマイコトキシン分析技術開
発、狂牛病分析機器設置への行政協力

医薬品の高血圧症を対象とした大規模な市販後臨床試験開始、医薬
品の適正使用情報提供のためインターネット情報充実、OECD＊7／
HPV（化学物質安全活動）への協力
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環境安全プロフィール

環境安全経営組織とマネジメントシステム

協和発酵グループは環境保全、安全･健康、保安防災ならびに製

品安全の継続的改善を図るため、ISO14001と労働安全衛生マネ

ジメントシステム（OSHMS＊2）を統合した環境安全マネジメ

ントシステムを構築し、PDCA（Plan-Do-Check-Act）サイ

クルを回すことにより、リスクマネジメント＊3をベースとした

活動を推進しています。

経営トップが定めた環境安全方針のもとに、カンパニープレジ

協和発酵、協和油化及び協和メデックスの全8工場はISO14001＊1の認証を取得済。
関係会社★1は2004年を目標にシステム構築中。
2002年度の苦情は4件で前年度（13件）より減少。苦情ゼロを目指します。

【全体組織】 

社　長 

安全環境委員会 

安全環境委員会 

【環境安全マネジメント】 

社　長 

Act

予算化 
次年度方針 

Check

事業場、関係会社 
監査の実施 

Do

リスクマネジメント 

環境安全方針 

コーポレート 

医薬カンパニー 

カンパニープレジデント 
環境安全担当役員 

重点実施事項企画 
プロジェクト企画 

事業場長（生産、研究、販売） 
関係会社社長 

環境安全事業場方針 
目的・目標、計画作成 

販売事業場 

生産・研究事業場 

海外を含む関係会社 

バイオケミカルカンパニー 

化学品カンパニー 

食品カンパニー 

アルコール事業室 

環境安全室 

環境安全推進委員会★2

環境安全推進委員会 

安全衛生委員会 

環境管理委員会 

監査結果の報告 

コーポレート役員 
カンパニープレジデント 
労組代表で構成 

コーポレート室長 
カンパニー生産部長 
労組代表で構成 

Act

是正措置 
次年度方針 

Check

内部監査 

外部システム監査 

本社監査 

Do

環境安全諸施策実施 
（KEP、GOP、 
リスクマネジメント等） 

Plan

本社 

Plan

事業場 

デント及び環境安全担当役員は重点実施事項を定め、事業場長・

関係会社社長に周知徹底します。事業場長・関係会社社長はその

方針をベースに、それぞれの方針、環境安全目的･目標、計画を

定め、活動を展開します。活動結果はカンパニー環境安全担当部

門の長ならびにコーポレート環境安全室長により監査され、その

結果は計画的に是正されるとともに、次年度の環境安全方針に

反映されます。

協和発酵グループは、社長、経営層が定めた環境安全方針のもと、ISOマネジメントシステムを確立し、PDCAサイクルを回して環

境安全活動の継続的改善を展開しています。

★1 連結及び非連結子会社を関係会社と呼びます。

★2 2003年1月環境管理委員会、安全管理委員会を環境安全推進委員会に統合しました。

用 語 解 説
＊1 ISO14001：環境マネジメントシステムに係る国際基準。
＊2 OSHMS：Occupational Safety Health Management System（労働安全衛生マネジ

メントシステム）労働安全衛生のマネジメントシステムにかかる国際基準（ILO）。

＊3 リスクマネジメント：企業経営に関係するリスクに的確に対処するために組織を指揮し

て管理する経営管理手法の一つ。
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協和発酵グループの環境安全監査は協和発酵本社が実施する

社内監査、ISO14001に基づく外部審査機関によるシステム監

査及びそれぞれの事業場が独自に実施する内部監査がありま

す。このうち協和発酵本社が実施する監査の対象、監査項目等

は下表の通りです。

監査結果は被監査責任者（当社の各事業場長、関係会社社長）、

カンパニープレジデントに報告されます。また、社長にも報告し、

経営者によるシステムの見直しに反映します。2002年度は全事

業場、関係会社（全体の95%）を対象に監査を実施しました。主

な内容は以下の通りです。

2002年度の協和発酵グループの苦情は騒音が2件、臭気1件、その

他1件、総計4件（昨年度13件）発生し、工場周辺の皆様にご迷惑を

おかけしました。内容は下記の通りで、騒音、臭気に関するもので

した。それぞれの苦情に対して速やかに対策を実施し、再発を防

止しましたが、さらに事前対策に力を入れ、苦情ゼロを目指します。

環境安全監査

苦情

協和発酵グループは環境保全、安全･健康ならびに保安防災を確

保するために、安全環境教育訓練基準を定めて、計画的に環境、

安全教育を実施しています。教育の内容は管理職教育、現場責任

者教育、新入社員・転入社員教育、技術向上教育、防災教育、場

内協力会社教育、ISO14001関連の教育等があります。教育実施

状況は本社監査の対象であり、毎年実施する事業場監査時に教

育記録を監査しています。この教育は関係会社社員も対象にな

っています。この他の教育として、隔月発行する社内報で事業場や

関係会社の環境、安全活動状況を掲載し、全員に配布しています。

環境安全教育の内容はホームページ2002年版10ページに掲載

しています。 http://www.kyowa.co.jp/mtext/env_safe.htm

環境安全教育

【協和発酵グループ共通で取り組むプロジェクト】

活 動
協和エコプロジェクト

（KEP）
グリーン・オフィス・プラン

（GOP）
グリーン調達
（GP）

内 容
●省エネルギー、省資源推進
●ゼロエミッション追求
●環境効率の向上

●事務業務の環境配慮
省電力、グリーン購入推進
再生コピー用紙使用

●環境に配慮された原材料等を優先的
に使用

目 標
●エネルギー原単位1%／年以上の向上
● 2007年を目途にゼロエミッション達成
●環境経費の有効活用

●コピー用紙5%／年以上削減
●電力使用量1%／年以上削減

●環境に配慮された原材料の優先使用
（調達への要請）

※結果は29ページ参照

【環境監査結果】

● エネルギー源の検討（防府、四日市）

● ゼロエミッションに向けた廃棄物対策強化（宇部、東京研究所）

● 排水処理の管理強化（富士、四日市）

● 立地条件を踏まえた環境配慮の推進（堺、土浦）

● 排水共同処理場のリスク管理徹底（千葉）

● マネジメントシステムの強化（関係会社）

【安全監査結果】

● 入槽（タンク内）作業時の安全対策強化（防府、宇部）

● 化学物質、危険物の管理強化（富士、堺、四日市、土浦）

● 交通安全の方針管理強化（東京支社）

● 工事時における安全責任の明確化（千葉）

● 機械安全の包括基準を考慮に入れた設備安全化の推進（全般）

● 標準作業書（SOP）の整備･改定の充実（関係会社）

苦情内容

騒 音
●レギュレータ不良による騒音（富士）

●空圧機からの騒音（土浦）

臭　気 ●製造作業所からの臭気発生（堺）

その他 ●焼却炉からの黒煙発生（富士）

監査対象 ●協和発酵全事業場（5生産事業場、2研究所、7販売事業場、本社）
● 15連結･非連結子会社（生産･エンジニアリング会社）

本社監査 ●マネジメントシステム監査

の項目 ●方針、年度方針、プロジェクトの進捗状況

●現場施設のマネジメント（遵法性、パフォーマンス、

緊急時対応 等）

監査者 ●環境安全担当役員、ISO審査員資格者、コーポレート及び
カンパニー環境安全担当者、労働組合代表

監査頻度 ●主要3社の事業場　1回／年、連結･非連結子会社　1～2回／2年
●海外子会社1回／3年

【協和発酵本社による環境安全監査】

各事業場からの近況報告 

グ リ ー ン ・ オ フ ィ ス ・ プ ラ ン取 組 みに つ いて 
協和発酵 大阪支社 神戸支店 阪神営業所 

労使一 体と なっ て推 進し て い る 環境活動 の Ｇ Ｏ Ｐ （① オフ ィ ス電力削減 

②省資源 ③グリ ー ン購入の推進 ） において、 阪神営業所で はまず目 で見 

てす ぐ結果がわかる 「②省資源」 につい てでき る こ と を考え、 実行 し ま し た。 

営業所の販売会議 GOPについ て意見交換 を し、 私た ち に何が でき るの 

かを 話 し合 いま し た。 まずは 【マ イ コ ッ プ制 】 の導入で す 。 各自がコ ッ プを 

持参し 自 分で管理 す る こ と によ り 、 プラ スチ ッ ク コ ッ プや 紙コ ッ プの使用 

を削減 す る と い う 活動で す 。 洗 う のもも ちろん自 分で行 います 。 また、 持 

参で きない人 もプラス チ ッ ク コ ッ プの使用を 1日1個に制 限 し ま し た。 結 

果と し て 、 プラス チ ッ ク コ ッ プと 紙コ ッ プのゴミ がほ とん ど無 く な り ま し た。 

次に 、 コ ピー用紙の裏面利用で す 。 コ ピー機の メイ ン ト レイをリ サイ ク ル用紙専用に設 定し、 白紙の紙が プリ ン ト アウ ト し難 

く なっ ていま す 。 また 、 プリ ンタ ーも同様に設 定 し ていま す 。 コ ピー用紙の裏面利用は個々でさ れ てい る と思いますが 、 営業所 

全体で 取 り 組むと用紙を発注 す る スパンが 長 く な り 、 省資源だけでは な く 経費削減 にもな り 一石二鳥で す 。 また 「①オフ ィ ス電 

力削減」 についても コ ピー機のパワーセー ブの設定など、 営業所全体で取 り 組ん でいます 。 

最後に 、 阪神営業所が GOPで進んでいるのは 、 所長以下全員が GOPについて理解し 、 全員参加型で活動 し ているからだと 

思います 。 

協和発酵グループ報「KYOWA PEOPLE」にて
紹介した大阪支社のグリーン・オフィス・プラン活動



教育区分 対　象
内　容

環境関係 安全・保安関係 化学物質関係

方法★ 方法★ 方法★内　容 内　容

当社及び事業場の環境・安全に係る経営方針、RC実施計画書、年度環境・安全管理方針

当社及び事業場の環境・安全に係る経営方針、RC実施計画書（事業場のみ）

事業場の規定に定める事項

入出門の心得、環境・安全上の場内厳守事項に係る教育

企業経営と環境保全

最新情報

関係法規（環境）

環境アセスメント手法

作業中の環境リスク

異常時の措置

環境意識向上教育

新入社員教育テキスト

（新規作成）

職場環境保全ルール

環境保全技術

（大気・水質・臭気等）

省エネルギー技術

廃棄物管理、再利用技術

環境監査方法

A,C

A,C

企業経営と安全衛生

安全配慮義務

最新情報

A,C

A

A,C

化学物質の総合管理

最新情報

A

A,C

B

A,B

A,B

A

B

A

A

B

A,C

A,C

A,C

A,C

関係法規（保安4法等）

安全アセスメント手法

職長教育

本質・安全化教育

安全意識向上教育

異常時の措置

KYT 手法、交通安全

新入社員教育テキストの範囲

職場の安全衛生心得

KYT手法

特別教育（安衛法）

資格取得教育

保安教育（高圧ガス法）

設備関連教育

（電気・計装・保全機械）

A,C

A,B

A,B

C

C

C

A,B,C

関係法規（化学物質関係）

化学物質リスク管理

（化学物質の適正管理手法）

化学物質の危険有害性

異常事の措置

MSDSの利用方法

左同

使用化学物質の

危険有害性と適正な

取扱い（MSDSを含む）

火災・爆発

粉塵爆発

静電気爆発

等

A

A,B

A,B

A

A,B

A,B

A,C

A,C

A,C

A,B

A

A

A

管理職教育
（本社教育を含む）

現場責任者教育

従業員教育

新入、転入

社員教育

技能工場教育

防災訓練

場内業者教育

管理職

係長

職長

新入社員

転入社員

業務上、
教育を必要と
する者

事業場の規程
に定める者

協力会社

関係会社

【環境安全教育の内容】

★ A：社内集合教育、B：職場内教育、C：社外教育

2以上の方法を示してある項目は、適切な方法の「選択」を意味する。

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A,C

A

A,C





1010

環境安全プロフィール

カンパニー別のマテリアルバランス／環境会計

協和発酵グループ主要3社のマテリアルバランス／環境会計をカンパニーごとにまとめました。各カンパニーの資源効率は数値に多

少の増減はあるものの前年と同傾向でした。一方、排出原単位は各カンパニーとも前年対比で改善が認められました。さらに、原料、

燃料の製造にともなうCO2排出量約460千トンを加えた、協和発酵の事業に由来するCO2排出量は約1,160千トンと試算されました。

★3 資源効率：生物原料、化石原料の使用量を合計した指標。

★4 燃料効率：使用エネルギーの総計を原油換算 で表示した指標。

★5 水質負荷原単位：COD、N、P排出量の合計を用いた指標。

★6 大気負荷原単位：SOx、NOx、ばいじんの排出量の合計を用いた指標標。

【カンパニー別資源効率】 やや悪化 同程度 やや改善　 改善 【カンパニー別排出原単位】 やや悪化　 同程度　 やや改善　 改善

医　薬 バイオケミカル 化学品 食　品 協和発酵

資源効率★3
トン／億円 1.9 340 1,000 240 360
トン／トン製品 3.3 1.8 0.49 0.99 0.57

燃料効率★4
／億円 19 240 350 59 150
／トン製品 33 1.3 0.17 0.18 0.24

容器包装 トン／億円 1.0 3.5 2.8 9.3 2.4
効率 トン／トン製品 1.7 0.02 0.001 0.04 0.004

淡水資源 千 ／億円 4.0 120 10 16 26
効率 千 ／トン製品 7,200 640 5.0 67 42

医　薬 バイオケミカル 化学品 食　品 協和発酵

CO2排出原単位 トン／億円 39 650 710 140 330

最終埋立 トン／億円 0.047 2.6 0.47 0.23 0.60
処分量原単位

水質負荷原単位★5 トン／億円 0.020 3.7 0.50 0.53 0.79

大気負荷原単位★6 トン／億円 0.039 4.2 0.59 0.82 0.92

各カンパニーの生産金額、生産数量あたりの原料、燃料、容器、淡

水資源使用量を資源効率として表しました。各カンパニーの資源効

率は数値について多少の増減はあるものの前年と同傾向でした。

なお、協和発酵全体の数値には酒税が売上げに上乗せされ環境・

エネルギー原単位の良好な酒類事業譲渡の影響★1が出ています。

CO2、最終埋立処分量、水質負荷、大気負荷のカンパニー別排

出原単位では全社活動の成果からそれぞれ改善が認められます。

しかし、大気負荷は部分的な改善があるものの課題として残る状

況です。

★1 第三者意見により付記しました。

カンパニー別資源効率、排出原単位

協和発酵の事業に伴うCO2排出量を、LCAデータベース★2から原

料、燃料の製造に伴うCO2排出量データを得て試算した結果、事

業エリア内外をあわせ約1,160千トンと試算されました。内訳は

エリア外の原料・燃料製造でのCO2が458千トン、協和発酵エリ

ア内の生産・配送によるCO2が706千トンです。また、生物原料

使用の多いバイオケミカル、食品カンパニーの原料製造CO2は小

さく、低環境負荷とわかりました。なお、原料インベントリーデ

ータ補足率は75％であり、補足率アップが今後の課題です。

★2 LCA試験公開データベース（2003.8.4付）産業環境管理協会（2003）

LCA実務入門-Enviromental load of 4000 social stocks 産業環境管理協会（1998）

LCA（ライフサイクルアセスメント）的な解析

重量資源効率、エネルギー効率が課題であるが排出負荷は少ない

医薬カンパニー バイオケミカルカンパニー／アルコール事業室

資源、用水／排水、廃棄物は多いが再資源化率は高い
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協和発酵全体

 

★7 環境会計の研究開発コスト、管理活動コスト、公害防止コスト、地球環境保全コスト、資源循環コスト、上下流コストなどの数字から抜粋して記載しました。

化学品カンパニー 食品カンパニー

重量資源効率は良好であるが、エネルギー使用量は多い 資源効率、エネルギー効率とも高く、排出負荷も低い

原燃料供給までの
CO2排出量
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環境保全コスト（単位：百万円）

項目 内容 金額（単位：百万円）

費用額★1投資額主な取組みの内容分類

環境安全プロフィール

環境会計

2002年度環境会計は主要3社の国内8工場・2研究所と生産部門を有する国内連結子会社5社について2002年版環境省環境会計ガイ

ドラインに沿って集計しました。下表に環境保全コスト（投資額、費用額）、効果の結果をまとめました。医薬、バイオケミカル、化

学品、食品の各カンパニーごとの環境保全費用を右図に示しました。

投資額は12億円で、廃棄物焼却炉の更新、排水処理設備の改善、

省エネルギー対応設備の新増設などを行いました。

費用額は約72億円で、その71%が環境保全施設（水質、大気）

の運転コスト、バルク生産における資源循環コストなどの事業エ

リア内コスト、20%が研究開発コスト、残りが管理活動コストと

なっています。なお、上・下流コストは酒類事業譲渡による容器

リサイクルコストや包装再商品委託料金の減少により大幅に低

下しました。

（1）事業エリア内コスト

（1）-1 公害防止コスト

（1）-2 地球環境保全コスト

（1）-3 資源循環コスト

（2）上・下流コスト＊1

（3）管理活動コスト

（4）研究開発コスト

（5）社会活動コスト

（6）環境損傷対応コスト

合　計

•排水処理設備の改善、維持管理

•排ガス洗浄塔増強、貯蔵タンクの排気対策

•排煙脱硫・脱硝設備、排ガス処理設備等の維持管理

•汚染負荷量賦課金の負担 他

•オキソ法の原料用炭酸ガスの購入、使用（協和油化）

•加熱用燃料の天然ガス化関連設備、プロセス熱交換器増強

•蒸気配管改善、ガスエアコン設置、各種設備の改善等の省エネルギー対策

•廃棄物焼却炉更新、廃棄物処理設備の維持管理及び外部委託処理

•産業廃棄物の減量化、削減、リサイクル設備の維持管理

•排ガスクーラー設置、排ガス回収・利用及び節水設備の維持管理等

•事務用品のグリーン購入推進★2

•容器包装等の低環境負荷化の推進

•容器包装リサイクル法の再商品化委託料金負担

•環境マネジメントシステムの整備、運用、各種環境負荷の測定

•環境情報公表資料の作成

•自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境改善

•環境保全に資する製品等の研究，開発

•製品等の製造段階における環境負荷の抑制のための研究開発

•環境保全活動、自然保護活動への参加、協力

•油濁賠償責任保険料

1,182

263

130

282

507

0

35

1

0

0

1,218

5,095

1,690

571

500

2,334

12

585

1,453

15

1

7,161

当該期間の投資額の総額 医薬関連工場での品質管理棟新設、医薬製剤棟拡充 等 9,488

当該期間の研究開発費の総額 新製品・技術の研究開発 31,608

（１）-3に係る有価物等の売却額 有機入り化成肥料、乾燥菌体肥料、使用済み触媒、原料容器 等 492

（１）-2、-3に係る資源節約効果額 省エネルギー、廃棄物削減、省資源、節水 1,270

★1 費用額には減価償却費、人件費、用役費、原材料費、修繕費､外注作業費、委託費等を含んでいます。

★2 グリーン購入はエコマークなど環境配慮製品の購入金額を集計しました。



【カンパニー別環境保全費用】 

生産金額に対する割合（%）★ 

環境保全費用（億円） 28.6 23.3 7.9 5.8 6.0

8.4 4.0 0.8 5.0

■ バイオケミカルC　■ 化学品C　■ 医薬C　■ 食品C　■ コーポレート他（C＝カンパニー） 

環境保全費用 

各カンパニー生産金額 

 ×100（%） ★生産金額に対する割合（%）＝ 〈集計範囲〉 協和発酵、協和油化、協和メデックス、理研化学※、 
 協和エフ･ディ食品※、協和ハイフーズ※、 
 オーランドフーズ※、旭食品工業※  
 (カンパニー別環境保全費用では※はその他に集計） 

管理基準効　果

2002年度管理目標備考（今後の対策）’01年度対比’02年度実績内容

カンパニー別環境保全費用ではバイオケ

ミカル部門、化学品部門で全体の72%を

占めていますが、バルク製品製造での目的

物の精製・製品化にともなう環境負荷対

策、副産物資源循環対策あるいは生産規

模が大きいことで費用を要しています。こ

れらに比較して原料・素材加工により製品

が得られる医薬、食品部門は環境負荷が少

なく、環境保全費用も少なくなっています。

—

1,530トン

1,521トン

86トン

2,595トン

803トン

342トン

53.1百万トン

1,064トン

564トン

23.1トン

1,228トン

655トン

29トン

96.1 ／億円製品

170 ／トン 製品

8.6万トン

194千トン

1,408トン

水質汚濁防止

•総合排水量

• COD排出量

•窒素排出量

•リン排出量

大気汚染防止

• SOx排出量

• NOx排出量

•ばいじん排出量

エネルギー原単位（原油換算）

•協和発酵、協和メデックス他
5社

•協和油化

炭酸ガスの使用量（協和油化）

廃棄物

•廃棄物発生量

•最終埋立処分量

•事務部門でグリーン オフィス プラン活動を展開、コピー用紙・事務用品でエコマーク製品等環境配慮品のグリーン購入に取り組んでいます。

•医薬用外箱廃止で資源節約、廃棄物削減を果たしています。

•バイオケミカル製品の缶包装中止、食品製品にガゼット式フィルムタイプのポリエチレン容器採用による減容化などの低環境負荷化に実績をあげています。

• ISO14001を主要3社生産事業場（認証取得済み）や2研究所で整備、運用しています。2004年度をめどに連結子会社・関係会社にシステムの横展開をしています。

•環境安全／サスティナビリティレポート(和文、英文）を発行し、主要3社のサイトレポートとともにホームページに掲載して環境安全活動状況の開示充実を進めています。

•継続して自然保護、緑化、美化、景観保持等の環境対策に努めました。

•バイオ技術活用あるいは化学品開発による環境配慮型化学製品等、環境保全型製品を継続的に提供しています。（24～28ページ参照）

•原料転換、製造プロセス改善、副産物の有効利用、排水処理技術に関する研究開発により省資源、排出削減、環境負荷の低減を進めています。

•経団連自然保護協議会基金への協力、日本レスポンシブル・ケア協議会の活動への参加や自然保護団体への支援を行っています。

•工場周辺や河川の清掃作業に参加、協力しています。

8.9百万トン減少

171トン減少

243トン減少

10.6トン減少

52トン増加

44トン増加

11トン減少

21.1 ／億円製品
悪化

6 ／トン製品 改善

0.8万トン増加

10千トン減少

553トン減少

前年対比14%削減で事業構造変化（酒類譲渡）や節水協力によります。

前年対比14%削減で、COD除去量は4,400トンでした。

発酵工場の排出負荷抑制、排水処理設備の運転条件改善で前年対比
30%削減しました。

発酵工場の排出抑制で前年対比31%削減しました。

燃料変更、低硫黄分燃料使用を継続していますが、増産による重油使
用量増により前年対比4.4%増加しました。（抜本的な対策が必要と考
えています）

増産により前年対比7.2%増加しました。

前年対比27%削減、主力ボイラーのバーナー変更等の改善によります。

協和発酵は事業構造変化（酒類譲渡）により見かけ上エネルギー原単位
は悪化しました。実質的には協和エコプロジェクトにより、発酵、油化で
それぞれ原油換算10,000 、7,000 計17,000 の省エネルギーが
達成されています。（グループで前年対比5%改善）

オキソ法によるオキソアルコール製造の原料に再資源化しています。

1998年対比39%削減。（発酵原料の転換､工程改善による発生抑制）

対前年度比28%削減、ゼロエミッション計画達成率74%。（再資源化を
継続して推進）

【効果の重要事項】
●発酵工場における排出抑制、処理設備運転条件改善等で排水への窒素、リン排出量は前
年対比で各々30%、31%削減しました。

●ばいじん排出量は主力ボイラーのバーナー変更などの改善により前年対比で27%削減し
ました。

●協和エコプロジェクト（省エネルギーや廃棄物削減活動）で、プロセス改善、設備改善、廃
棄物再資源化等を継続しています。省エネ対策によりエネルギー原単位は前年対比5%
改善しました。廃棄物最終埋立処分量はリサイクル推進で前年対比28%削減しました。

●有機入り化成肥料販売、有価物売却、省エネルギー、廃棄物削減、省資源及び節水による
資源節約効果は約18億円と評価しました。このうち、協和エコプロジェクト活動で省エ

ネルギーメリット1.2億円、省資源3.3億円の成果となりました。
●協和油化のオキソ法によるCO2使用量は8.6万トンで、CO2を回収する役割を果たしてい
ます。これは、同社のCO2排出量の20%強に相当します。

＊1 上・下流コスト：生産・サービス活動に伴い、その上流または下流で生じる環境負荷を抑

制するためのコスト。具体的には、容器包装の低環境負荷化、製品や

容器包装のリサイクル・回収・適正処理などに要するコスト。

用 語 解 説

13

エネルギー原単位を年
平均1%以上削減

（1998年対比で2004年
に50%削減）

（2007年までにゼロエミッ
ション達成、目標250トン）

やや悪化　 同程度　 やや改善　 改善
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医薬品は「情報を伴った化学物質である」といわれるように、効能・

効果、用法・用量、作用機序、副作用などのさまざまな情報に基づき、

適正に用いられて初めて製品として役に立つことができます。

これらの情報の伝達者として製薬企業の最前線に立つMR＊4

は、「患者さん中心医療への貢献」を使命とする重要な社会的役

割を担っています。

また、患者さんや医療関係者の皆様からナマの声を積極的に

収集し、真にお役に立つ医薬品の開発を促進させることも、MR

の大切な役割です。協和発酵では、MR「医療現場における会社

の代表者」と位置づけ、その後方支援を行う各部署が連携して製

品・サービス、情報提供活動に日夜努力しています。

15

社会パフォーマンス

顧客の期待に応えて／医薬事業の社会的配慮

協和発酵は、全社で組織的に顧客満足度向上のための取組みを行っています。医薬事業では、「医療現場における患者さん中心医

療への貢献」を目指し、循環器官用薬、抗アレルギー剤、中枢神経用薬、抗腫瘍剤など幅広

い領域での医薬品提供を通して、世界の人々の健康のお役に立ちたいと願っています。

協和発酵は経営指針の一つに「顧客満足を第一とし、品質・機能におい

て優れた製品・サービス・情報を提供します」とうたっています。この指

針に基づき、経営活動全体の仕組みの質（経営品質）を改善して、より

高い顧客満足度と競争力の強化を図るためのCSMAX21活動を展開

しています。CSMAX21という名称には、「CS経営を最大化（MAX）し、

21世紀の勝利者に」との意味を込めています。具体的には、経営トップ

のリーダーシップから管理職層のマネジメント、一般社員の業務に至

るまでの経営活動全体が、お客様を向いた活動となっているかどう

かを定期的にチェックし、改善していく仕組みを取り入れています。

協和発酵のお客様は各カンパニーごとに大きく異なります。しか

し、いずれもお客様が求める領域のサービスあるいは製品提供によ

り、特長ある効果や機能をお届けしてビジネスが成立するものです。

そこでは提案型のビジネス、問題解決型のビジネス等により、時代

を先取りする新しい価値をお客様とのパートナーシップのもとにお

届けするもので、お客様の要望、苦情などの速やかな社内フィード

バックによるレスポンスが重要と認識しています。

また、安全性等の情報を積極的に収集し、製品･サービス･情報に

反映するとともにお客様へ迅速に提供・開示しています。原材料を

吟味し、洗練された製造プロセスの中で品質を造り込みます。国際

標準であるGMP＊1、ISO＊2、HACCP＊3など品質保証システムを導

入し、生産･品質管理シス

テムの向上に努めます。

委託先、購入先を指導し

て製造委託品や原材料の品質を確保しています。

医家向け医薬品を製造販売している医薬事業では、医療に従事する

方々に対して、日常の訪問による医薬品情報の提供に加え、「くすり相談

室」を設置し、医薬品に関する相談や苦情や要望に的確にスピーディー

に対応できるシステムを構築しています。また、保険薬局の方々へ提

供している情報誌「薬立つ話」や患者さん用の薬のしおり「患者さん用

医薬品説明書」などは、特色ある情報として高い評価を受けています。

バイオケミカルカンパニーと化学品カンパニーは共同でホーム

ページ「Specialty Chemicals On Line」を開設し、製品規格、取扱

い上の注意事項、原料情報、保存条件、用途等の情報をお客様へ提

供するとともに、要望･質問に対して適切に情報を提供しています。

また、食品カンパニーもホームページで、製品安全情報の提供、顧

客の要望･苦情等への対応体制を整備しています。健康食品通信販

売部門では、専任電話オペレーターを配置し、商品の受注のみなら

ず、お客様の質問･要望にスピーディーに対応する体制を完備してい

ます。また、お客様へのアンケートやテレセリングによる要望の掘

り起こしも行っています。

医薬品の社会接点／医療現場の皆様との
コミュニケーション

患者さんのためにより望ましい医療を求めて

＊1 GMP：Good Manufacturing Practiceの略で品質の優れた医薬品を製造するための
国際基準です。

＊2 ISO：International  Organizat ion for Standardizat ion（国際標準化機構）
製品規格、品質管理システム、環境マネジメントシステムなどに関する国際規格の

制定と普及を目的とした国際機関、あるいはその定める基準を示すものです。

＊3 HACCP：Hazard Analysis and Critical Control Pointの略で食品の品質管理の手法
で、食品の製造工程全般を通じて危害の発生原因を分析し、重要管理事項

を定め、より一層の安全確保をはかる基準です。

＊4 MR：（Medical Representatives）医薬情報担当者。

用 語 解 説

協和発酵では、医療関係者がより質の高い、根拠に基づいた医療

（EBM: Evidence-based Medicine）が行われるよう、医家向け

医薬品の主力製品で、発売後12年を経過する降圧薬コニールに

ついて、高血圧症を対象とした大規模な臨床試験を山口大学と

共同で2003年5月から開始しました。

我が国では、これまでの降圧薬市販後の臨床試験は一般に小規

模（100例～300例程度）であり、またその試験期間も1年程度と

比較的短期間でした。しかし、海外では40,000例規模の臨床試

験も報告され、従来日本で実施されてきた臨床研究は、規模・試

験期間においてかなり物足りなさがありました。

そこで今回の試験は3年間の投与期間を設けて、カルシウム

拮抗薬コニールを基準薬として他の作用機序の異なる降圧薬

との併用で、いずれの組み合わせが有用かを検証するため実施

顧客満足度向上のための全社活動
顧客からの優秀サプライヤー賞

（Kyowa Hakko U.S.A.のスタッフ）

医薬事業の社会的配慮
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顧客の期待に応えて／医薬事業の社会的配慮

するものです。＊1アンジオテンシンⅡ拮抗薬、β遮断薬、利尿薬と

の各併用群間での有効性と安全性を、各群1,000例ずつの合計

3,000例という大規模でデータを集積、検証します。

今回この試験を行うことによって、日本における降圧薬の

EBM構築に大きな意義をもたらすのみならず、患者さんに質の

高い医薬品の提供と治療の向上が図れると、循環器専門医師か

ら大変高い評価をいただいています。

必要な医療・医薬品情報のタイムリーな提供を目指して、患者さ

んや医療関係者（医師、薬剤師、看護師など）の皆様のナマの声

を収集して、後方支援を行う部署との間に情報共有を行うため

に、ＭＲ全員はモバイルパソコンを所持し活用しています。これ

によって、協和発酵のＭＲは、時間と場所とを問わず、協和発酵

の営業支援システムにアクセスすることができます。

協和発酵医薬品情報センターでは、患者さんとそのご家族、ある

いは患者さんに最善の治療を行おうとしている医療関係の皆様

からのさまざまなお問い合わせに対応しています。

患者さんやご家族の皆様の立場に立った対応を心がけ、また

医療関係者の皆様に対しては、患者さんの治療に生かされる情

報を的確・迅速に提供するよう努めています。

協和発酵では医薬ホームページを1998年9月に開示して以来、

休祭日を問わずいつでも最新の医薬品情報が入手できるように

情報提供をしています。ま

た、2001年5月からは、パス

ワードフリーでご覧いただ

いています。内容は医療関

係者の皆様向けなので①添

付文書、②製品情報概要、③

インタビューフォームなどの

基本情報や、④抗がん剤の血

医療･医薬品情報のタイムリーな提供を

医薬品情報センター

用 語 解 説

●お問い合わせ、ご要望窓口　

個別のご質問に担当者を置いて対応していますので、下記メール、電話、

またはFAXをご利用ください。
E-Mail：di@kyowa.co.jp
フリーダイヤル：0120－850－150 FAX：03－3282－0102

●インターネット上の協和発酵医薬ホームページを通じての医薬品情報提供

医療関係者の皆様から寄せられたお問い合わせをもとに作成した医薬品

Q&Aのページを掲載しています。 URL: http://iyaku.kyowa.co.jp

基礎研究 2～3年 
目標とする新規物質（候補物質）を創製し、その中
からスクリーニングテストにより医薬品として可能
性のある化合物を選別する。 

3～5年 
非臨床試験 

GLP＊2
選別された化合物について動物を用いて、薬効薬理
作用、生体内での動態、有害な作用などを検討する。 

審査・承認 2～3年 
厚生労働大臣の諮問機関である薬事・食品衛生審
議会において審査を受け、パスしたものに、厚生労
働大臣から製造承認が与えられる。 

＊1 発売期間中 
市販後調査 

GPMSP

市販後、多数の患者さんに使用されることにより、
開発段階では見出されなかった副作用や有効性に
ついて追跡調査する。 ＊4

臨床第Ⅰ相 
試験 

臨床第Ⅱ相 
試験 

臨床第Ⅲ相 
試験 

3～7年 臨床実験 
（治験） 

少数の健康人志願者や特定のタイプ
の患者さんを対象に安全性を確かめる。 
 
同意を得た少数の患者さんを対象に、
有効で安全な投薬量、投薬の方法や
期間などを探索する。 
 
同意を得た多数の患者さんを対象に、
既存の薬剤と比べてどのような利点
があるかを確認する試験で、第Ⅱ相試
験で得られたデータを検証する。 

試験はすべて、
被験者の同意
を得て治験医
師の管理下で
行われる。 

＊3GCP

★1 日本製薬工業協会編集：製薬協ガイドﾞ2000を加筆引用しています。

管外漏出とその対策といった安全性情報、また、⑤わかりやすい

患者さん用医薬品説明書も掲載しています。2003年には、ドブポ

ン注シリンジ、デスモプレシン・スプレー10協和などの新製品情

報をいち早く掲載し、より積極的な情報提供に努めています。

薬剤師の皆様に向けての雑誌

「薬立つ話」をはじめとして、医

療関係者の皆様へのさまざまな

情報提供を行っています。

医薬品はその特性として、医療関係者の皆様や患者さんに、その

情報（医薬品情報）を十分にご理解いただいて、初めて薬として

効果を発揮します。そこで、学会支援、研究会・講演会の運営・

支援を継続して行い、医薬品普及のための活動に努めています。

学術講演会・研究会等の支援

医薬品開発までのアプローチ

新薬開発の承認プロセス★1

薬立つ話など、情報誌の発刊

医薬品情報センター

＊1 アンジオテンシンⅡ拮抗薬、β遮断薬、利尿薬：

順に、血管収縮物質アンジオテンシンⅡの受容体への結合を阻害して降圧させる薬剤、

β受容体への神経伝達物質の結合を阻害してさまざまな昇圧物質の分泌を抑制する薬

剤、体内から水分とともにナトりウムを腎臓から排泄させて降圧させる薬剤。

＊2 GLP：Good Laboratory Practice（医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施基準）医
薬品の有効性・安全性の評価のために、各種の実験動物を用いて試験する段階

で、特に安全性についてのデータの信頼性を高めるために定められた基準。



動物実験は、前述の新薬開発承認プロセスの中の臨床試験で、人

に投与される前の前臨床試験に、厳密に安全性を評価するために

行われるものです。このように動物試験や臨床試験により、安全

性と有効性の関門を通過して初めて医薬品として承認されます。

協和発酵は法律あるいは学会の指針に基づき「動物試験の倫理

基準」、事業場ごとの「動物実験指針」★2を定め、その実施、運用を

進める委員会を本社、事業場に設け、適正な動物実験を実施して

います。動物実験の回避検討、動物種選択や試験規模あるいは適

正な動物飼育管理、無用な苦痛回避など試験の安全性、倫理性、

有用性など試験研究者が配慮すべき要件を明確にし、その実施を

確認するものです。本社としてその定期的な確認を進めています。

また、具体的には、動物実験の代替法として、培養細胞等を用

いた薬効、代謝、副作用予測のための実験系を順次開発し、動物

使用数を減らす努力をしています。

★2 例えば、医薬総合研究所で

は3章12条からなる動物実験

規程を定めています。

厚生労働省が策定した“医

薬産業ビジョン”では、今後

の医薬産業の将来を示した

指針として、国際競争力の

強化がうたわれています。

協和発酵では、ここにき

て世界で通用する自社開発

パイプラインが続々と出て

きたことから、臨床開発のグローバル戦略を強力に推し進めて

います。具体的には、海外開発の前線基地として、米国のKPIと

英国のKHUKを設立。日米欧三極体制で開発を進めており、

2003年は、新しいメカニズムの抗パーキンソン病治療薬

KW6002など、開発段階で重要な局面を迎えています。

こうした新薬が1日でも早く世界中の患者さんの治療に貢献で

きるよう、開発のスピードアップを図っています。

医薬品は医師の管理のもとに処方され、量的にもその使用が限

られていますが、その環境安全配慮は課題とされていました。

協和発酵では製造工程の中間体を含めて、その処理は基本的

には焼却処分による厳しい管理をしています。また、環境に排出

される医薬原料についても自然界での消長をこれまでも検討し

ていましたが、その環境安全研究も進めています。

協和発酵から病院などの医療機関へ納入した医薬製品で使用期

限切れ品や不要品あるいは苦情品が発生した場合は、配送とは

逆のルートに沿って東日本･西日本の各拠点に集め、適正に処分

しています。

「環境安全/サステナビリティーレポート2002｣（35ページ）に記

載のように、外函廃止や材質表示など量的には限られています

が、事業者としての適切な対応を社内に義務づけています。なお、

表示による医療過誤防止に協力するため、商品名のカタカナ表

示や文字自身を大きく明示された包装デザインに変更を行うな

ど、医薬品の識別性改善への取組みを行っています。

17

適正な動物実験の実施

●第1章　総則　　　　　5条文
●第2章　動物実験施設　3条文
●第3章　動物実験　　　4条文

不要医薬品の適正処分

医薬品容器包装の適切な配慮

経営指針とそのポイント（顧客）

経 営 指 針：

顧客満足を第一とし、品質・機能において優れた製品・サービ
ス・情報を提供します。

そのポイント：

● お客さまの満足する、時代を先取りした新しい価値のある製
品・サービス・情報を創出します。

● お客さまの立場に立って考えた提案型営業を目指し、質の高
い情報と心のこもったサービスを提供します。

● お客さまの要望・苦情等の迅速な解決を図るため、顧客情報
を社内に速やかにフィードバックし、全社協力して誠意をもって
対応します。

● 安全性等に係わる情報を積極的に収集し、迅速に製品・サー
ビス・情報に反映するとともに、お客さまへの適切な情報提
供・開示に努めます。

● 原材料等を吟味し、洗練された製造プロセスの中で品質を作
り込みます。

● 国際標準であるGMP、ISO、HACCP等の品質保証システムを
導入し、生産管理・品質管理システムの向上に努めます。

● 委託先、購入先を指導し、製造委託品や原材料等の品質確
保に努めます。

KPIスタッフの打ち合わせ

医薬開発の国際的活動

＊3 GCP：Good Clinical Practice（医薬品の臨床試験の実施基準）
人を対象とした臨床試験について、薬事法上の規制だけでなく、被験者の人権、

安全性及び福祉の保護のもとに科学的かつ倫理的に適正な試験を実施し、デー

タの信頼性を高めるために定められた基準。

＊4 GPMSP：Good Post Marketing Surveillance Practice（医薬品の市販後調査の基準）
臨床試験では把握されなかった副作用や効果について情報を収集し、整理す

る監視調査のための実施基準で、市販後臨床試験も含まれる。

医薬品の環境安全配慮
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社会パフォーマンス

コミュニケーション

環境情報の開示は化学産業としても重要な責務であり、地域や社会の皆様との双方向の対応に努めています。社会との接点では協和

発酵の経営理念のもと、次代を担う若者に向けて「科学を身近に」をテーマに、社会協力を進めています。

医薬品バルクを製造する堺工場では、品質管理棟の完成に合わせ

て工場をよく知っていただくために見学会を開催しました。また

富士工場では、焼却設備の更新に合わせて近隣の自治会の皆様に

製剤工場と環境設備をご見学いただきました。各工場及び本社で

は日本レスポンシブル・ケア協議会の活動に参加しています。例え

ば2002年度は山口地区対話や消費者団体対話、学生対話などの

活動が行われました。

協和発酵グループは、1999年以来、日本語版・英語版の環境安全

レポートを毎年発行し、グループの環境安全の活動を報告してい

ます。この環境安全レポートは各事業場を通じて、関係団体・地方

自治体をはじめとした関係者の方々にご説明するとともに、広く希

望者にご提供し、読者の皆様のご意見・ご質問にも対応しています。

さらに、インターネットでは1999年からの日本語版・英語版環境安

全レポートのほかに主要な工場のサイトレポート（日本語版）を掲載

しています。また、今年は双方向のコミュニケーションとして環境安

全レポートに第三者意見を採用しています。

●（財）海外技術者研修協会（AOTS）のASEAN環境保全

研修コースに本社協力

経済産業省製造産業局化学課の要請を受けて、2002年11月、

（財）海外技術者研修協会で実施したASEAN環境保全研修コー

スで、協和発酵グループのレスポンシブル・ケア＊1の取組みに

ついて紹介しました。発酵プ

ロセスで発生する副産物は、

ほとんどが肥料･飼料に利用

されますが、その技術ならび

に用途について強い関心が寄

せられました。

●環境保安教育に 工場スタッフが協力

工場の環境安全スタッフは、地域の環境・保安教育にも貢献して

います。一例をあげると、防府工場では県の主催する環境会計導

入研修会、四日市工場では市が主催する危険物安全管理講習会

の講師として、日頃の環境安全活動の事例を紹介しました。宇部

工場も山東省派遣研修生への環境教育に協力しました。

工場見学会

環境支援活動

移動理科実験教室
（バイオアドベンチャー号）

環境安全レポート

＊1 レスポンシブル･ケア：化学物質を製造または取り扱う事業者が自己責任のもとに化

学物質の全ライフサイクルにわたって環境･安全･健康を確保す

ることを公約し、必要な対策を実施する活動。5ページ参照

用 語 解 説

協和発酵の50周年記念事業としてスタートした東京研究所のバ

イオアドベンチャー号の活動は、4年目を迎えました。この活動

は所員のボランティアに支えられ続いています。2002年度は近

隣の6カ所の小、中、高校にバイオアドベンチャー号が出動し『微

生物や遺伝子の働き』を一緒に勉強しました。

地域との対話

科学を身近に／科学振興富士工場見学会

実験って楽しいね

バイオアドベンチャー号とボランティア

堺工場見学会

http://www.kyowa.co.jp/mtext/env_safe.htm

ASEAN代表向け研修会
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医薬総合研究所（富士工場）では、2003年3月に昨年に引きつづ

き地域の小学生の皆さんを対象に春休み理科教室を開催しまし

た。今年は『化学反応の不思議』と『細胞と遺伝子の話』を聞き、

実際にたまねぎの遺伝子抽出の実験を行いました。

宇部工場では、県の主催

する夏休みジュニア科学教

室に協力しています。2002

年夏のテーマは『薬のでき

るまで』です。製剤工場で

実際の薬ができる工程を学

習しました。

春休みこども理科教室／夏休みジュニア科学教室

自然は大きなホスピタル

経営指針とそのポイント（社会）

経 営 指 針：

社会に開かれた経営に努めるとともに、国際基準の考え方を積
極的に取り入れます。

そのポイント：

● 企業活動を通じて社会と調和のある成長を目指し、社会・経済
の発展に貢献します。

● 社会とのコミュニケーションを図り情報交換、社会貢献活動など
を通じて正しい理解と信頼を得るよう努めます。

● 加藤記念バイオサイエンス研究振興財団等を通じ、ライフサイエ
ンスとテクノロジーの分野の学術・研究振興の支援を行います。

● 次世代を担う若者に人生の指針、夢や希望をもってもらえるよ
うな社会貢献活動に取り組みます。

● 広報活動は真実に基づき、公平かつ誠実に実施します。

● 海外及び国内の各地域の文化・慣習を尊重します。

● 災害時は地域社会との連携を緊密にとり、救援活動及び復
旧・復興に努めます。

自然界では食物連鎖や自然淘汰など厳しい生存競争が行われて

います。一方、動植物相互による治療行為や共生関係も多く見ら

れます。それらの現象は、より強い『生命』を維持していくため

の大切な行為や関係で、いいかえれば、自然の中に大きな総合病

院があるように見えま

す。協和発酵の企業広

告は、こういった点を取

り上げて、1991年から

32作品を放映してきま

した。

●朝日ヤングセッション（朝日新聞社主催、協和発酵協賛）

第15回朝日ヤングセッションは、作曲家・編曲家・音楽プロ

デューサーとしてグローバルに活躍されている千住明さんをお

招きして、2002年10月に開催されました。『運命と出会うため

の冒険』と題された講演では、ご自身の青少年時代の経験をも

とに、仕事として音楽を選ぶまでの悩みや迷いの道のりを、約

900名の高校生を中心とした聴衆に語っていただきました。

第5回中学生・高校生作文コンクールの

テーマ『21世紀を幸せにする科学』（毎日

新聞主催、協和発酵協賛）2003年9月30

日締切りで募集中。お問い合わせは、下記

まで。

〒100-8051
東京都千代田区一ツ橋1－1－1
毎日企画サービス

「21世紀を幸せにする科学」事務局

日本経団連が提唱している経常利益の1%以上を社会貢献活動に

支出しようとする活動に協和発酵も参加しています。また、協和

発酵は学術振興に向けた積極的な学会活動支援を日本製薬工業

協会などを通して幅広く進めています。

日本経団連1%クラブ会員

第19回加藤記念公開シンポジウムは2002

年10月に「変貌する微生物学－ゲノムから

見た微生物の可能性とその魅力－」をテー

マに経団連ホールで開催されました。国内

外の微生物ゲノム研究者から研究の現状が

紹介され活発な意見交換が行われました。

また、同財団は研究助成及び国際交流、学会

の開催助成など幅広く科学の振興に向けた事業を行っています。

教室風景

自然は大きなホスピタル

講演集には多少の残部があります。弊社、コーポレートコミュ
ニケーション室までご連絡ください。（TEL. 03-3282-0980）

青少年に向けて

シンポジウムのポスター

（財）加藤記念バイオサイエンス研究振興財団の
公開シンポジウムと研究助成
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社会パフォーマンス

企業倫理と社員の意欲的な取組み

協和発酵グループは、すべての事業活動において公正で透明な競争と取引を行う、倫理的に優れた企業を目指しています。また、社

員一人ひとりが個人の能力を発揮できる機会を提供し、公正な評価・処遇を目指しています。

協和発酵はその重要性を認識し協和発酵倫理綱領を定めて、ガ

イドラインを配布して全社員に周知徹底しています。

コンプライアンス＊1の確保はもとより、倫理の確保・高揚を図

り、広く社会の信頼を得るために、1998年に企業倫理委員会を

設置し、倫理綱領及び社員倫理行動規準を制定しました。委員

会は役員・社員の他に必要に応じて社外の弁護士、学識経験者も

加わることができます。この委員会のもとに、企業倫理室は社員

に対して職務別倫理研修の実施、ホームページの立ち上げあるい

は相談窓口としてのヘルプラインの設置等の活動により、本倫理

綱領等を社内周知していま

す。併せて、企業倫理監査の

実施並びに社内･社外ダブル

ホットラインの開設により、

コンプライアンスの確保に積

極的に努めています。

会社創業以来、労使それぞれのビジョン達成のために、労使協働

の精神で自由闊達な議論を行う多くの場が設けられています。

代表的なものとしては、労使幹部による中央経営協議会、労使役

員による毎月の経営懇談会、事業場労使による毎月の事業場経

営協議会などがあります。このような場では労働組合から経営

に関する提言が行われ、会社経営に社員の意見が採り入れられ

る仕組みが機能しています。

全役員･従業員へのアンケートによる組織風土診断を実施しまし

た。これは全社、各カンパニー･各部門単位での組織の活性度を

測定し、分析結果を従業員満足度向上のための諸施策に活用す

るものです。調査の結果、「仲良しクラブ的で他社に比べ情報共

有、長期志向の傾向は認められたが、全体としてはマネジメント

階層間の認識のギャップが大きい」などの課題が指摘され、その

改善に取り組んでいます。

著しい業績をあげた社員には社長表彰、発明報奨をはじめ各種表

彰制度（2002年のレポート18ページ参照）があります。2002年

度より発明報奨の最高額が2,000万円以上に改定されています。

企業倫理

経営指針とそのポイント（企業倫理、倫理綱領抜粋）

経 営 指 針 ：

企業倫理を重んじ社会責任を全うします。

そのポイント：

●すべての事業領域において、法令等の遵守はもとより、自主
規制を守り、倫理的にすぐれた企業をめざして、事業活動を
行う。

●もとより企業は利潤を追求する経済的主体であるが、遵法、
倫理に反しなければ得られない利益や優位性は放棄する。

●すべての事業活動において、公正、透明で自由な競争と取
引を行う。また、政治、行政、その他の関係者とは健全かつ
正常な関係を維持する。

●広く社内外のステークホルダーズ（企業の利害関係者）に対し、
信頼される企業としての説明責任を果たすべく、適時適切な
情報開示を積極的に実施する。

●市民社会の秩序や安全に脅成を与える反社会的勢力及び団
体とは会社組織として対決し、不法、不当な要求には一切応
じない。

●自立した存在として社員の人格と個性を尊重する。また、社
員の人権と安全について常に高い意識を持ち、不当な差別
を排し、良好な職場環境を確保する。

「個人の能力向上と創造性を促し、公正な評価と処遇により、働

き甲斐のある職場を作ります」を経営指針の一つに掲げ、諸施策

の展開により、従業員が心身ともに健康な職場生活を過ごせる

環境づくりを進めています。

従業員との関わり

中央経営協議会

社員満足度調査

表彰制度

＊1 コンプライアンス： 法令等を遵守し、社会的規範に従う行動をとること。

用 語 解 説

全社員に向けた経営理念と経営指針の

しおり（倫理綱領も掲載）

労使協議制
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厚生、人事、教育プログラム

経営指針とそのポイント（社員）

経 営 指 針：

個人の能力の向上と創造性の発揮を促し、公正な評価と処遇によ
り、働き甲斐のある職場をつくります。

そのポイント：

●社員の主体性と創造性を発揮させるための職場風土を醸成すると
ともに、主体性、創造性を発揮できる機会を提供するよう努めます。

●職務、専門能力及び成果に基づいて社員を評価・処遇するシステ
ムを一層徹底します。

●社員の育成プログラム、自己啓発支援制度を拡充します。

●社員の生活設計のための支援プログラムを充実させます。

●職場の安全、衛生への配慮を行います。

●社員が心身ともに健康な職場生活を過ごすことができる環境づく
りに努めます。

●高齢者、女性、障害者、外国人などが能力を発揮できるような職
場環境の整備を行います。

●社員が社会の一員として積極的に社会に役立つ行動を行うこと
ができる環境づくりに努めます。

福利厚生制度では、従業員の生活支援プログラムを拡充してい

ます。

人事制度では、公正な評価、働き甲斐のある職場づくりを進めて

います。

教育制度では、従業員の育成プログラム､自己啓発支援制度を整

備しています。

ここ数年、バイオキョウワは成長に向けエクサイティングな時を

過ごしてきました。当社は、一つの製品から多製品化へ順調に進

み、同時に、採用に能力基準を重視したシステムを導入、従業員

能力の向上を果たしています。従業員一同、地域社会での模範的

市民であり続けるとともに、確固たる利益体質の事業の継続を

願っています。

協和発酵上海事務所では、医薬カンパニーの学術支援活動、

バイオケミカル、食品カンパニー関連の情報収集も行ってい

ます。中国ビジネス拡大に伴い、本事務所の役割はますます

重要なものとなって

きており、スタッフ全

員が、毎日情報収集

に飛び回っています。

●財産形成：提携積立預金制度、財形貯蓄制度、財形持家転貸
融資制度、従業員持株会　　　　　　　　　

●社員住宅：社宅・寮完備

●医療・保健：健康保険組
合と連携して健康診断・
健康体力づくり等諸施
策を実施　他

●職務別研修：中高年管理職研修、上級管理職研修、管理職研

修、リーダー研修、監督者研修、中堅社員研修、新入社員研修

●自己啓発援助：各種通信教育、英会話受講補助

●その他：海外留学制度、海外研修制度　他

●職務分類制度：職務と能力を中心とした人事管理制度　　　　

●能力開発制度：社員が上司と面談し、仕事や職場について
話し合う制度

●アクティブチャレンジ制度：社内公募制度

●その他：リサーチフェロー制度、フレックスタイム制度、
リフレッシュ休暇制度　他

協和発酵 上海事務所長 新田明恵

バイオキョウワ社 人事課長 Kathy McLain（キャシー マクレイン）

私の業務は専門医に治験薬の臨

床試験の実施を依頼し，実施され

た臨床試験のデータを収集するこ

とです。ご多忙で時間がなかなか

取れない医師や病院スタッフの皆

様が、計画に沿って試験をスムー

ズに実施していただくためには、

試験計画の目的を手短に、しかも明確に説明することがとて

も大切です。この点はいつも苦労しているところですが、開

発した薬が承認許可され，その薬を必要とする患者さまに処

方されることにより，社会に貢献できればと思っています。

協和発酵 医薬カンパニー 臨床開発センター 澤井京子

卓球は全国トップクラス（田崎選手）

マクレイン課長（左）とスタッフ

新田所長（右から5人目）とスタッフ



（有機化学工業製品製造業、1977

年以来26年間無災害）を樹立し、

現在も継続しています。また富士

工場も第2種無災害記録（930万時間）を達成し、現在も継続して

います。なお、国内の関係会社全体では1件の休業災害が発生し、

現場対応の強化、安全監査を通して、マネジメントシステムや設

備･作業方法の安全化を図っています。

1999年以降の安全・衛生､保安関係で受けた主な表彰を左下

表に示してあります。

協和発酵グループでは法定健診はもとより、30歳以上の社員を

対象に、人間ドック、生化学検査、胃検診、大腸がん等の検診を奨

励し、疾病予防に努めています。また、心の相談、スポーツクラ

ブの利用、健康体力づくり研修等の実施により、心身の健康づく

りを推進しています。

協和発酵の販売事業場は1,067台（2003年3月）の販売車を使用

しています。全社交通安全方針のもとに、事業場ごとに交通安全

計画を作成して、当方に多少とも責任がある事故はすべて過失事

故と認識し、きめの細かい活動を展開しています。ここ数年、過

失事故が増加していましたが、2002年度は事故増加を抑えること

ができました。事業場でのトップ発信、ライン管理を維持･充実し

ながら、一層の交通安全確保に努めています。

また、販売車の45%、482台を低公害車（低排出ガス認定車）に

変更し、環境配慮を推進しています。今後車両更新時に低公害車

へ切り替え、その利用率をさらに高めます。
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社会パフォーマンス

安全・健康の確保

協和発酵グループは｢安全は経営の基盤｣と位置づけ、安全に関

する方針の徹底、新規事業開始時・設備改善時の安全アセスメン

ト制度､日常業務のリスクマネジメント等を柱に労使が一体と

なって安全・健康の確保に努めています。

主要3社の2002年度の災害度数率（発生頻度：100万のべ労働

時間当たりの休業災害死傷者数）はゼロでした。主要3社の災害

度数率の経年変化は下のグラフの通りであり、化学業界でトップ

クラスの水準です。

四日市工場は2002年7月に無災害記録が2,000万時間に到達し、

2002年12月末には無災害記録の業種別最長記録 2,034万時間

表彰の名称

労働省第二種無災害記録（930万時間）

労働省第五種無災害記録（1,800万時間）

労働省第一種無災害記録（620万時間）

消防庁長官賞（危険物優良事業場）

消防庁長官賞（危険物優良事業場）

労働大臣優良賞（安全）

通産大臣賞（高圧ガス優良製造所）

厚生労働大臣賞団体賞

消防庁長官賞（保安功労者）

献血協力団体表彰（厚生労働大臣賞）

厚生労働省第二種無災害記録（930万時間）

無災害記録の業種別最長記録を樹立

(有機化学工業製品製造)

年度

’99

’00

’01 

’02 

【1999年以降の安全に関する主な表彰】

受賞事業場

宇部工場

四日市工場

富士工場

宇部工場

富士工場

四日市工場

四日市工場

宇部工場協和会

本社

防府工場

富士工場

四日市工場

● 2002年度の協和発酵、協和油化、協和メデックス主要3社の災害度数率はゼロ。

●協和油化四日市工場は無災害記録の業種別最長記録を樹立し、継続。

●健康診断等の充実により、心身の健康づくりを推進しています。

●販売自動車の交通安全強化、低公害車化を推進しています。

1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

713 780 750 704 760人間ドック受診者（人）

1998年 1999年 2000年 2001年 2002年

101 113 118 124 102過失事故件数

1998 1999 2000 2001 2002（年度） 

2.0

1.5

1.0

0.5

0

【主要3社の災害度数率の経年変化】 

■ 協和発酵　■ 日本化学工業協会　■ 全産業 

0.4

0.1

0.3

0 0

災
害
度
数
率 

トップダウンによるマネジメントとボトムアップによる活動を調和させ、リスクアセスメントをベースにした活動の展開により、安

全･健康及び保安防災に細心の注意を払い、事業を展開しています。

業種別最長記録の盾

労働安全

労働衛生

交通安全
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社会・環境パフォーマンス

環境安全、製品安全アセスメント

環境・安全･製品安全に関する経営方針に則り、事業の環境安全、製品安全を正しく把握し、その結果に基づ

いてリスクマネジメントを徹底し、環境負荷の低減、社員の安全･健康及び製品安全の確保に努めています。

協和発酵グループは、事業の環境安全を確保するため、新規事業

開始や大きな製造設備改造、あるいはリスクが高い事業について

環境、安全及び製品安全（品質）をアセスメントする制度を定めて

運用しています。この制度は事業が提供するサービスや製品の有

用性あるいはそれが与える影響を判定する製品化手順の一つで、

研究開発段階から製造、販売･物流、使用さらには廃棄にともなう

安全確保や環境保全を厳しく追及します。

【研究･開発から使用・廃棄に至る各段階での主な評価内容】

研究･開発から使用・廃棄に至る各段階での環境安全、製品安全アセスメント

●化学品安全性の評価

協和発酵は可塑剤工業会や日本化学工業協会と協力して、製品の

安全性評価を行っています。化学物質の安全性に関する評価は

OECD＊2を中心に世界規模で行われています。協和発酵は国際化

学工業協議会（lCCA）イニシアチブのHPV＊3やLRI＊4に参加し､

HPVに関しては2製品のリーダー会社として評価作業レポートを

作成しています。また、16製品に関する協力会社として作業を行

っており、その内3製品については評価を終了しました。

● 可塑剤の安全性評価

可塑剤工業会では、欧米の可塑剤業界と連携し、2000年9月より

2年間にわたって「幼若マーモセット（キヌザル）を用いたDEHP

（ジエチルヘキシルフタレート）の長期投与試験」を第三者研究機

関に委託し、精巣への影響や体内での挙動を中心にDEHPの安全

性を総合的にチェックしています。2003年1月にその試験結果が

まとまり、結論は以下のようなものでした。

1）霊長類では、ネズミと違い、DEHPは精巣に影響を及ぼさない

2）精巣に蓄積しないなど、体内での挙動がネズミと大きく違う

今回、霊長類では精巣に影響はなく、体内の挙動もネズミとは違

うということが明らかになったため、ネズミの試験に基づく従来

のリスク評価は再考すべきと考えられます。

本試験は2003年3月、SOT＊5の第42回年次総会で発表されま

した。

化学品の環境安全評価への取組み

＊1 MSDS: Material Safety Data Sheet、化学物質等安全データシートの略。
化学品による事故を未然に防止するために、供給事業者から使用者、取扱事業

者に製品ごとに配布する安全性に関するデータシート。

＊2 OECD: Organization for Economic Cooperation and Development、経済協力開発機
構の略。

＊3 ＨＰＶイニシアティブ:
安全性データが不足している生産量の多い既存化学物質について優先順位を定め

て有害性を評価する、化学産業界の国際的自主活動。

＊4 LRI: 日欧米の化学産業界が協力して進める｢人の健康や環境に及ぼす化学物質の影響｣

に関する長期的な自主研究で、ICCAのレスポンシブル・ケア活動の一つ。

＊5 SOT: Society of Toxicology＝毒性学会の略。国際的な学会であり、毒性学では世界で
最も権威ある学会といわれている。

用 語 解 説

研究･開発段階
の評価

製造段階の評価

販売･物流段階
の評価

使用･廃棄段階
の評価

備考：
システム、規程類

環境保全

•原材料の環境影響
•プロセスの環境負荷とその除害方法
•発生する廃棄物の再資源化
•ライフサイクルアセスメント
•使用後の製品の環境影響 等

•環境負荷と除害設備の能力
•プロセスの地域に与える影響
（苦情発生の可能性とその対策）

•地域対話（重要案件） 等

•漏洩等トラブル時の対応情報
（MSDS＊1、イエローカード）

•物流の環境影響　 等

•顧客へ提供する情報の内容
（MSDS、技術情報）

•表示内容
•リサイクル　 等

•環境安全マネジメント規程（ISO14001、OSHMS）、化学物質環境安全基準、
組み換えDNA技術利用内規、環境安全アセスメント規程
http://www.kyowa.co.jp/kankyoj/er2001j28.jpg 等

製品安全（品質）

•原料、不純物の安全性
•製品の安全性及び安定性
•取扱い上の安全性

•品質の確保
（工程確立、品質保証、苦情発生防止）

•変更管理
•製造物責任対応　 等

•製品取扱い説明書整備
等

•製品情報の提供
•表示内容
•消費者の要望･苦情対応

等

品質保証規程
ISO9000s、GMP、HACCP

安全衛生保安防災

•原材料の危険有害性
•想定される副反応物の安全性
•過去の類似労働災害
•プロセスの安全性
（爆発･火災危険性、健康障害） 等

•労働災害防止施策
•プロセスの安全性
（想定される危険有害性とその安全対策の有効性評価）

•地域対話（重要案件）
•変更管理　 等

•火災発生等トラブル時の対応情報
（MSDS、イエローカード） 等

•顧客へ提供する情報の内容
（MSDS、技術情報、表示） 等

ＥＵ安全基準に適合しＣＥマークを取得した全自動

マイクロプレート免疫分析装置（協和メデックス）
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社会パフォーマンス

社会に役立つ製品や技術

協和発酵は医薬品以外にも、アミノ酸や健康食品素材などをユーザー企業の皆様と開発し、さまざまな製品を通して皆様の健康を応

援しています。ここでは素材の機能探索や製品開発について紹介します。

引用：アミノ酸バイブル（三水社） 29ページ

バイオケミカルカンパニーではアミノ酸をどのように健康に役立たせるかをテーマに研究を続けています。

健康のために

●健康分野での利用
スポーツ分野では筋肉の維持･増強、疲労回復にアルギニン、オルニ

チン、グルタミン、ロイシン、イソロイシン、バリンなどが効果を持つ

ことが多くの研究からわかってきました。これらのアミノ酸はスポー

ツ分野だけでなく、高齢者が生き生きと生活していく上で

も重要なアミノ酸といえます。また、筋肉の基礎代謝量

は大きく、ムダなエネルギーを消費してくれるので、肥

満予防にもつながります。

グルタミン、アルギニン、オルニチンは免疫機能を

高めることが知られています。激しい運動をした後

にはこれらのアミノ酸が一時的に不足しますが、

アミノ酸の摂取によって運動後の風邪ひきが少な

くなることが報告されています。

以上はアミノ酸の働きのほんの一例です。ア

ミノ酸はそれぞれが多彩な機能を持っており、

人々の生活の質を向上させますので、アミノ酸

の機能についてより深く研究を進めています。

● 医療分野での利用
手術後の栄養補給の目的でアミノ酸配合輸液が使われています。消

化されていない食物タンパク質を直接点滴することはできませんの

で、アミノ酸を使うことでタンパク質を食べたのと同じ効果を持たせ

ることができるわけです。アミノ酸輸液が生まれる前は、手術がうま

くいっても栄養補給がうまくいかず、助からなかった例も多いようで

す。アミノ酸の発酵生産の実用化後、アミノ酸配合輸液が作られ、多

くの人命が救われたことは間違いありません。

● 化粧品分野での利用
皮膚の表面を覆う角質層の天然保湿因子であるアミノ酸を利用した

化粧品が多く発売されています。特に、ヒドロキシプロリンというア

ミノ酸は今まで動物原料から作られていましたが、協和発酵の技術に

より発酵法での安全な生産が可能となり、化粧品での使用が広がって

います。ヒドロキシプロリンは皮膚の弾力性に関与するコラーゲンタ

ンパクに含まれるアミノ酸ですが、細胞の活力を増し、増殖やコラー

ゲン合成能力を高めることがわかってきました。

● 飼料分野での利用
家畜の飼料成分の主体は植物性タンパク質です。しかし、植物性タン

パク質はアミノ酸バランスが悪いため、全てのアミノ酸を効率よく利

用することができません。ここへリジンなどの足りないアミノ酸を

添加することで飼料成分をムダにすることなく、効率よく利用するこ

とができるようになります。

『アミノ酸』の研究開発 アミノ酸は生き物すべてを作っているタンパク質の構成単位で、動物も植物も

細胞の中にたくさんのアミノ酸をもっています。私たち人間に必要なアミノ酸

はほぼ20種類あり、体の約20%がアミノ酸で構成されています。

アミノ酸は生命活動のベースであり、私たちの体にはアミノ酸を上手に使い

まわす仕組みが備わっています（左図参照）。逆に、アミノ酸が不足するとさま

ざまな影響があらわれます。

近年、20種類のアミノ酸がそれぞれ異なった、実にすばらしい働きをするこ

とが次々と解明され、あわせて必要な種類の天然型アミノ酸を大量に安価に作

り出せる技術が開発されてきました。それによって、一人ひとりが自分の補い

たい、強化したいといった目的で、アミノ酸を使うことができるようになったの

です。

神谷俊一著(三水社）
協和発酵筑波研究所
主任研究員

筑波研究所研究員

〈お問い合わせ先〉
協和発酵バイオケミカルカンパニー開発部 （03）3282-0995

KYOWA
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食品カンパニーではバイオ技術と天然の原料を生かし、高コレステロール血症に対して食品素材を用いて役立ちたい

と考えています。大豆から生まれたユニークな製品「リン脂質結合大豆ペプチド（CSPHP）」について紹介します。

最近の調査によると、30歳以上の日本人のほぼ3人に1人が高コレステロール血

症であると報告されています。高コレステロール血症とは、何らかの原因によ

って血液中のコレステロールの量が多くなっている状態のことで、生活習慣や

ある種の疾患（糖尿病など）、生まれつきの体質によって起こる場合とこれらの

要因が複合的に関わっていることにより起こります。

高コレステロール血症は動脈硬化と密接な関係をもっています。動脈が硬化

してくると、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患や脳梗塞などの症状を引き

起こしてしまうリスクが高まります。

放っておくと怖い高コレステロール血症に対処するための開発が急がれます。

血中コレステロール値は、普段の生活習慣と密接な関係にあることが

明らかにされています。食品カンパニーでは、『健康』をテーマにした

食品分野の新規事業を開発する中で、高コレステロール血症という問

題を重要な課題と位置づけ、研究開発を進めてきました。そのような

中で開発されたのが、リン脂質結合大豆ペプチドです。

天然の食品素材の中でも 特に大豆が血中コレステロール値の改

善に有効だということで注目されていますが、一日に必要な摂取量

は数十グラムとされており、毎日続けて摂取することには少々困難

を伴います。食品カンパニーでは、この大豆成分を加工することに

より、大豆の栄養機能をさらに向上させることに成功しました。そ

して生まれたのが“CSPHP”という新しい食品素材です。大豆の栄

養成分のいいところを用いることにより、少ない量で手軽に食生活

に取り入れることができます。本素材を用いた特定保健用食品をは

じめとする健康志向食品も上市されており、日々の健康管理にご活

用いただいています。
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『コレステロール対応食品
素材』の研究開発

【CSPHPの製造方法】

【CSPHPの摂取効果】

CSPHP食品の試作

〈お問い合わせ先〉
協和発酵食品カンパニー食品ヘルス事業室 （03）3282-0075

BIO-INNOVATOR
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社会に役立つ製品や技術

食品産業に向けて

『新しいパン酵母』の開発 『食の安全』に分析で貢献

食品カンパニーでは、メーカーからの省力、品質保持な

どの要望に、多様な開発力でお応えしています。

●作業の改善、パンの品質向上に貢献するパン酵母『冷蔵耐性酵母』
近年、焼きたてパンのおいしさがブームになっていますが、パンメ

ーカーでは深夜や早朝に製パン作業を始めて、このニーズに対応し

なければなりませんでした。というのも、通常のパン酵母は低温で

も元気に活動するため、夕方冷蔵保存して翌朝パンを焼こうとする

と、生地が発酵しすぎて焼き色が付かない、パン酵母が疲労してパ

ンがふくらまないなどの品質不良が起こっていました。

この問題を解決できるように開発された酵母が『低温で寝ている

パン酵母 冷蔵耐性酵母』です。このパン酵母は25℃以上では通常の

酵母と同様に発酵しますが、15℃以下では3分の1以下の発酵力しか

示しません。つまり、冷蔵庫の中で酵母と生地を寝かせることができ

ます。夕方製造した生地を冷蔵庫で保存し、次の朝、25℃に戻せば通

常通り発酵し、生地の膨張も良

好で、焼成により良好な品質の

パンを製造することができま

す。冷蔵耐性酵母を使ったパン

作りではパンメーカーの深夜・

早朝労働が軽減でき、社会に貢

献できるパン酵母といえます。

● カビが生えにくいパン酵母『ダイヤイーストPBX』
パンの日持ち向上は消費者にとって重要な課題であり、特に夏場の

カビ対策は頭の痛い問題です。パン酵母はパン生地中で糖分を食べ

て炭酸ガスを発生し生地をふくらませますが、それとともに、さま

ざまな発酵成分を生成しています。このパン酵母が生成する発酵成

分に着目し、その働きを研究すると、風味に関する働き、日持ち向

上効果のある働きなどあることがわかりました。そこで、好ましい

パンの風味をかもし出し、かつ、カビの生えにくい酵母を選択する

ことで、『ダイヤイーストPBX』を開発しました。この酵母は食パン

などの比較的糖分の少ないパン生地で優れた発酵力を持ち、その上、

食パンに強制的にカビを塗布した試験で通常のパン酵母に比べカビ

の生育をおさえる効果を確認しました。食の安全に貢献するという

点でユニークなパン酵母といえます。

協和メデックスでは独自の技術を生かした分析により、

食の安全に貢献しています。

● マイコトキシンの分析
2002年5月に厚生労働省は市場に流通する小麦の安全性を確保する

ために、行政上の指導基準として、赤カビ病菌（フザリウム属）が産

生するカビ毒デオキシニバレノール（DON）の暫定基準値を

1.1mg/kgと設定しました。また、農水省でも基準値を上回る小麦

が流通しないよう生産者などに指導しています。

協和メデックスでは、カビ毒の中で有害であることが知られてい

る★デオキシニバレノール（DON）、ニバレノール（NIV）、T－2トキ

シン、HT－2トキシンの4種類の迅速な酵素免疫法を開発して、分析

の受託とキット販売を開始しました。ニバレノール（NIV）を簡単に

検出できる市販キットは世界初です。

★人がこれらのカビ毒を大量に摂取すると、悪心、嘔吐、下痢などの中毒症状が生
じることがあります。また、長期にわたる摂取による慢性毒性も世界的に問題視
されています。

● 狂牛病（BSE）の分析機器
牛肉の安全を確保するため、日本では2001年10月から狂牛病の全

頭検査が行われています。協和メデック

スの全自動マイクロプレートEIA分析装

置AP-96は、狂牛病の酵素免疫法の測

定器として、皆様の食の安全を支えてい

ます。〈お問い合わせ先は上記営業部〉
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【酵素免疫測定法の原理】

協和発酵の提案するパン酵母も製パン業界に向けた差別化商品です。作業性改善や日持ち向上などをお客様に提案し、流通の変化に

対応しています。また、協和メデックスは体外診断薬による健康・医療サービスを得意としていますが、食の安全にかかわる分析技

術も食品産業に提供しています。

バターロール
普通酵母（左）・冷蔵耐性酵母（右）

カビの接種試験
普通イースト（左）・ダイヤイーストPBX（右）

AP-96型　全自動免疫分析測定器

〈お問い合わせ先〉
協和メデックス（株）営業部マーケティンググループ （03）3297-8103
受託分析担当：ＫＭアッセイセンター （055）988-8222

〈お問い合わせ先〉
協和発酵食品カンパニー食品営業第二部 （03）3282-0077
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環境対応型化学製品

●環境にやさしい溶剤
PRTR法施行を契機に塗料やインキの溶剤であるトルエン、キシレ

ンなどの環境放出が議論されています。トルエン、キシレンに代わ

る毒性の低い、環境に優しい溶剤として、酢酸エチルや酢酸ブチル

などが選択され、使用数量が伸びています。化学品カンパニーは酢

酸エチル、酢酸ブチルの大手サプライヤーとして溶剤の環境対応に

貢献しています。

● オゾン層を破壊しない新冷媒用潤滑油原料（ポリビニル
エーテル、合成脂肪酸）

地球環境問題の中でも特にフロンによ

るオゾン層破壊への対応が強化されて

います。従来空調機の冷媒に多用され

てきたフロンガスは、オゾン層破壊効果

が著しいため新冷媒への代替が進んで

います。この新冷媒対応潤滑油の主原料

として、協和発酵のポリビニルエーテルや合成脂肪酸が使用され、こ

れがエコマーク付き冷蔵庫にも採用されています。

● 特定フロン及び塩素系洗浄剤の代替（キョーワゾール）
ハロゲン系の溶剤は難燃性、安全性から扱いやすい溶剤として使用

されてきました。今日ではその分解し難い性質が逆にオゾン層破壊

やPOPs（難分解・残留性汚染物質）、化学物質残留などの環境問

題を生じていますが、キョーワゾールは非ハロゲンであり、より安

全で環境にやさしい溶剤です。

● 処分場遮水シート（協和ウレタン防水シート）
管理型処分場では汚水の浸出防止に遮水シートが使われています。

協和ウレタン防水シートは、強靭性・柔軟性・施工容易性にすぐれ多

くの処分場に使用されてきまし

た。また、漏洩検知システム、

補修技術も高く評価され、処分

場での問題解決に効果をあげて

います。

● 水性塗料用樹脂の架橋剤（DAAM）
近年、住宅内における揮発性有機化合物（VOC）の室内濃度低減の

取組みが始まり、水系塗料が主に使われ始めています。溶剤を使わ

ない水系塗料には高品質の塗装効果を保つ樹脂が必要です。DAAM

（ダイアセトンアクリルアマイド）は、乾燥しながら架橋反応を行う

架橋剤（DAAM／ヒドラジン架橋システム）として水系塗料原料に使

用されています。

化学品カンパニーは環境配慮型工業化学製品を提供しています。

協和発酵では微生物を利用してアミノ酸を生産する独自の技術を開発しました。さら

にATPという生命科学上重要な物質の再生を得意とする微生物をつくり、それと

「ATPを使って有用物質を生合成する微生物」を組み合わせて、微量のATPを繰り返

し使用する生産技術を開発しました。この「ATP再生系を利用した有用物質生産技術」

により、それまで不可能であった複雑な化学構造を持つさまざまな製品を生産するこ

とが可能となりました。

この技術は、これまで石油からでないと造れなかった物質を、石油の代わりにデン

プンなどの再生可能な植物資源（バイオマス）を原料とし、微生物によって造る途を

切り拓いた、環境に優しい画期的な技術（グリーンバイオ）として高く評価されていま

す。さらに、バイオマスを原料として、さまざまなものをつくることができるバイオ

テクノロジーは、近年のゲノム科学の急進展により、革命的な技術進歩の時代を迎え

ています。協和発酵は、国のプロジェクトに参加し、微生物の能力を利用した環境に

優しい次世代の生産技術（ミニゲノムファクトリー、MGF）の開発に取り組んでいます。
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持続型次世代生産技術　グリーンバイオ　　

微生物の合成能力を利用した物質生産

協和発酵は環境に配慮した化学製品の提供で社会に貢献しています。また、環境面で期待される次世代グリーンバイオ技術研究も積

極的に行っています。

〈お問い合わせ先〉
協和発酵化学品カンパニー機能化学品営業部 （03）3282-0044

【ミニゲノムファクトリーのイメージ】

BIO-INNOVATOR
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環境パフォーマンス

全社共通の環境保全活動

協和発酵グループの環境保全活動は、環境影響の大きさからグループの重要課題を省エネルギー、ゼロエミッション、化学物質管理

の3点におき、全社共通の目標を持って活動を進めています。2002年度は各目標について大きな進捗が得られています。

●省エネルギー活動では、協和エコプロジェクトの成果として協

和クループ全体で原油換算17,000 （全使用量の5%）の原単

位向上が行われ、省資源活動とともに年間4.5億円のメリット

が得られました。

●ゼロエミッションへの取組みでは、富士工場、防府工場が協和

発酵グループの工場で初めてゼロエミッションを達成しまし

た。また、その他の工場でも再資源化など3R活動が定着し、

最終埋立処分量は前年対比28%（550トン）改善しました。

●化学物質管理では、化学業界が定めた優先的に排出抑制を行

う12化学物質の排出量を前年対比49%削減し、2004年の目標

を2年早く達成しました。特に、ベンゼン、ジクロロメタンは

排出量がほぼゼロとなりました。

●海外生産拠点はグループ中の排出比率が高まっています。各

拠点では再資源化に取り組み、国内以上のゼロエミッションを

達成しています。さらに、エネルギー、資源生産性向上に向け

生産品目の見直し、高純度原料使用拡大などを強化しています。

全社共通の活動

協和エコプロジェクト（KEP）

エコプロジェクト全体発表会：

2003年6月に工場・研究所の実

務担当者が集まって1年間の活

動成果と省エネ手法の共有を行

いました。会社のエネルギー原

単位は前年対比5.0%改善し、

省エネメリット1.2億円、原料削減メリット3.3億円の大きな成果が

報告されました。

協和発酵グループは1998年から、各工場

の省エネ・廃棄物削減活動を一本化した

『協和エコプロジェクト』活動を行っていま

す。2001年度に第1期の活動は終了し3年

間で3.6%のエネルギー原単位が削減さ

れました。2002年度からは工場に加え研

究所、協和メデックス富士工場を含めた活

動に範囲を拡大しています。また、各工場・研究所と本社を結ぶ環境

情報システムの完成にともない、毎月のエネルギー使用量、炭酸ガス

発生量などが簡単に集計でき、活動の精度アップに寄与しています。

主な発表内容

●燃料のLNG比率向上によるCO2排出抑制

●研究所のユーティリティー削減の取組み

●環境設備（活性汚泥処理、廃棄物焼却炉）の省エネ運転

●プロセス熱交換増強による省エネ

エコプロジェクト目標

● 2010年度のCO2排出量を1990年度以下に抑制
●エネルギー原単位を年1%削減
● 2007年ゼロミッション達成

環境情報システム入力画面

グリーン・オフィス・プラン（GOP）

協和発酵の事務部門を中心に、「グリーン・オフィス･プラン（GOP）」

で環境配慮活動として、省電力、コピー紙使用量削減、グリーン購入

推進に取り組んでいます。

販売事業場の省電力では2002年度目標の1%削減に対し1.3%削減

を達成しました。さらに、全事業場で不要電灯の消灯や電気機器の電源

オフ徹底等を進めています。コピー紙使用量は目標5%削減に対し

グリーン・オフィス・プラン目標

●省電力 1%／年以上削減 ●グリーン購入の推進

●コピー用紙 5%／年以上削減

グリーン調達（GP）

グリーン調達目標

● 仕入先企業へのISOマネジメントシステム確立要請
● 化学物質の使用制限徹底

協和発酵では使用禁止・制限物質を定め環境に配慮した製造原料供給

の要請を進めています。本年は制限リスト項目として日本化学工業協

会で検討中の15物質群を追加しました。また、研究所でも同様の方

針を徹底しています。

7.7%削減を達成しました。本社

でのコピー紙使用量増加が課題

で、コピー用紙削減、両面コピー徹底、非紙型OA機能利用を一層推進

しています。また、グリーン購入では事務用品・コピー用紙のエコマー

ク製品等環境配慮品の購入割合は70%でした。

現在、GOP活動を関係会社に拡大しています。

空調機スイッチの省エネ表
示などで前年比11%削減。

九州支社の省エネ活動



エコタンカー「千祥」は国内初の電気推進システムを備えたケミカルタン

カーです。この船ではディーゼル発電機3基が搭載されモーターでスクリ

ューを回します。また、抵抗の少ない船体構造にも工夫しています。エコ

タンカー「千祥」は年間48,000km（地球一周以上）の航海を行い、天候

や波の状況ごとの最適運転条件データ

を収集した結果、目標の15%省エネル

ギーを実証できました。この成果に対

して、日本造船学会からシップオブザイ

ヤー2002準賞を受賞しました。

国内初のエコタンカー「千祥」がシップオブザイヤー準賞を受賞
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環境パフォーマンス

環境保全活動

2002年度はアミノ酸、化学品などの増産によりエネルギー使用

量は3.5%増加しましたが、エネルギー全体に対する天然ガス使

用比率の増加などの対策をとることにより、CO2排出量は微減と

なりました。

協和発酵グループのCO2排出量は90年対比100.5%です。長

期的に見ると協和発酵の減少分が協和油化のCO2増加分を補完

している構図です。

●協和エコプロジェクトを中心とした省エネ省資源活動の成果は原単位向上17千 -原油換算、年間4.5億円のメリット。

● 2002年度のCO2排出量は709千トン。前年対比0.2%の微減。1990年対比100.5%。

● 2002年度のエネルギー使用量は323千 -原油換算。増産により前年対比3.5%増加。

地球温暖化防止への取組み

地球温暖化防止への取組みでは、強力な省エネ推進とLNG部分導入を行い、増産の中でCO2排出量は微減となりました。なお、事業

構造の変革で原単位は大幅に悪化しています。
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【CO2排出量の経年変化】 

■ 協和発酵・協和メディックス・他の連結子会社CO2　■ 協和油化CO2　 
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【エネルギー原単位の経年変化（協和発酵・協和メデックス･他の連結子会社）】 
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【エネルギー原単位等の経年変化（協和油化）】 

■ エネルギー原単位　●エネルギー原単位指数 

■ エネルギー原単位　●エネルギー原単位指数 
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物流部門の省エネルギー

2002年度のエネルギー原単位：協和発酵は前年対比21%悪化

し90年対比96%、協和油化は3.4%改善し90年対比89%。協和

発酵の原単位変化の原因は酒類事業の譲渡という大きな事業構

造にともなう変化です。

物流部門のCO2排出量は生産部門の3%弱ですが全社エコプロ

ジェクト活動の中で積極的に省エネルギーに取り組んでいます。

食品部門ではトラックから鉄道輸送への転換と長距離フェリー

の利用を行っています。また、最大の物流量がある化学品部門で

は、先進的なエコタンカーの利用、ローリー輸送から鉄道輸送へ

の転換、ISO容器（大型コン

テナー）の利用など多岐にわ

たる取組みを行っています。

2002年度はこれらのモーダ

ルシフトを推進し、物流の省

エネルギーが昨年の1.3%か

ら3%に拡大できました。

授賞式での「千祥」関係者エコタンカー「千祥」

モーダルシフトに使用するISO容器

協和発酵では日本経団連環境自主行動計画に基き、2010年度までにエネルギー原単位を
1990年度の90%にすることを目標にしています。

【エネルギー原単位の経年変化（協和発酵・協和メデックス･他の連結子会社）】

【エネルギー原単位の経年変化（協和油化）】
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千葉工場では2001年度に、早期にテーマを具体化さ

せ目標を達成させるため、製造課と技術課の管理職、

エコプロ担当者をメンバーとした「エコテーマ解決強

化委員会」を設置し、毎月ミーティングを行いました。

ミーティングでは各担当者よりすべての実行計画に

ついて進捗状況を報告してもらい、計画通り進捗して

いない項目があれば、なぜ遅れているかをメンバー全

員で考え、解決していきました。

この活動が功を奏し、2002年度は2001年度と2002

年度に実施した省資源・省エネ改善で2億円のメリッ

トをあげることができました。

改善が難しいと思われるテーマであっても、関係者

が寄り集まり、信念をもって知恵を出し合えば何とか

解決できることを実感しました。

省エネのポイントは“信念をもって知恵を出し合うこと”である。 協和油化 千葉工場 近藤 佳明

宇部工場では省エネプロジェクトを立ち上げました。

定期的に省エネパトロールや手作りポスターを掲示、

従業員全員に参画を意識づけ、着実に成果をあげ

てきました。

一例として私の所属する工務課運転係では、生物

処理設備の運転効率化に着目し、曝気ブロワーの電

力削減やリサイクルポンプ低負荷運転等に積極的に

取り組みました。昨年実績では、すでに、34万kWh

の省電力を達成したことになります。

省エネは、チームワークであり一人ひとりの取組み

が集まって初めて大きな成果となります。皆さん、明

日の明るい未来のために一緒に省エネ・アクションを

起こしましょう。

「省エネは、チームワーク」 協和発酵 宇部工場 重永 道明

● SOxは4.4%、NOxは7.2%悪化し、ばいじんは27%
の削減。

● SOx、NOxの増加は増産による重油使用量の増加が
主因です。

●ばいじんの減少は主力ボイラーのバーナー変更など
改善を行った結果です。

大気汚染防止への取組み

●窒素排出量は前年対比30%削減、リン排出量は前年
対比31%削減。

●閉鎖性海域に対する窒素・リンの排出削減に大きな改
善が見られました。

●COD排出量は前年対比14%削減ですが、酒類事業譲
渡の影響を除くと削減率は5%です。

水質汚濁防止への取組み
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【COD排出量の経年変化】 
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協和発酵では独自に開発した窒素・リン生物処理技術で排水処理

を行っています。2002年度には宇部工場の生産現場と環境部門

が協力して、排出負荷の抑制に加え、生物処理の運転条件改善を

行い、窒素排出量を年間250トン削減しています。本年もいっそ

うの削減努力を続けていきます。

2002年は工場の高稼働が続き、SOx、NOxの排出量が前年を上

回りました。その中で堺工場のガスボイラーへの転換、四日市工

場のLNGへの部分燃料転換などSOx、CO2発生量の削減を行い

ました。現在、環境負荷から燃料転換計画を立案中です。

大気・水質汚濁防止では不断の努力を続けていますが、除去技術の限界にきています。大気の課題については燃料転換などの具体化

を急ぎます。
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環境保全活動

協和発酵グループは「2007年度までにゼロエミッション達成」を

目標に掲げて、高純度発酵原料の使用やプロセス改善等による

廃棄物の発生源対策を強化しています。さらに、発生した廃棄物

のリユース、リデュース、リサイクル（3R）及び適正処分を積極

的に進めています。

最近5年間の廃棄物発生量及び最終埋立処分量を下図に示しま

すが、それぞれの削減は顕著で、2004年度目標の500トン、

2007年度目標250トンのゼロエミッションに向けて順調に推移

しています。

● 2002年度、廃棄物は193,570トン発生しましたが、再資源化や適正処分により最終埋立処分量は発生量の0.7%
の1,408トンで、前年対比28%減少。

●グループ管理目標250トン／年（2007年）への達成率74%。

●防府及び富士工場はゼロエミッション達成。

●少量廃棄物のリサイクルにもきめ細かく注力中。

ゼロミッションへの取組み

1998 1999 2000 2001 2002（年度） 

（トン/年） （トン/年） 

【廃棄物発生量と最終埋立処分量の推移】 
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【廃棄物の種類別発生数】

2007年度のゼロエミッション★1達成に向けて、プロジェクトを立ち上げて協和発酵グループ全体の廃棄物発生量の削減をはじめ再資

源化や最終埋立処分量の削減に向けて諸施策を推進しています。

2002年度の廃棄物発生量は前年対比5%減の193,570トンで

したが、その構成比は下図の通りで、廃酸（発酵母液及びプロセ

ス起源の廃酸）が全体の76%、汚泥（余剰汚泥及びプロセス起源

の汚泥）が14%並びに廃アルカリが9%で、この3廃棄物で全体の

99%を占めます。

廃酸、汚泥及び廃アルカリは以下のように再資源化あるいは

適正処分されており、廃酸は100%再資源化されています。また、

廃アルカリも再資源化または適正処分され、最終埋立て処分量

はゼロです。

汚泥のうち、防府工場の発酵工程で発生する汚泥は焼却処分

を中止し、再資源化を実現しました。しかしながら、協和発酵グ

ループ全体では汚泥のもえがら900トン強を最終埋立処分してお

り、これをゼロにすることが当面の重要な課題です。

■ 廃酸（発酵母液） 
■ 廃酸（プロセス起源） 
■ 余剰汚泥(再資源化） 
■ 余剰汚泥（処分） 
■ 汚泥（再資源化） 
■ 汚泥（処分） 
■ 廃アルカリ 
■ 廃油 
■ 事業系一般廃棄物 
■ 廃プラスチック 
■ 金属くず 
■ 紙くず 
■ その他 

もえがらを埋立処分 
している廃棄物★2

★2　現在再資源化を検討中。 

総発生量 
193,570トン 

廃棄物発生量 

193,570トン 
工場排出量 

13,880トン 
最終埋立処分量 

1,408トン 

内部再資源化量 

29,254トン 
内部減量化量 

150,436トン 
外部再資源化量 

10,808トン 
外部減量化量 

1,664トン 

（0.7%）（7.2%） 

【廃棄物の再利用・処分の全体フロー（2002年度）】

（ ）内は廃棄物発生量に対する割合

★1 ゼロエミッションは廃棄物発生をゼロにすることを意味しますが、協和発酵グループで

は３Ｒ以外に焼却による適正処分対象廃棄物も抱えています。環境リスクの大きい最終

埋立処分量を廃棄物発生総量の0.1%以下にすることを目標にゼロエミッションを推進

しています。2007年度に目標設定年度（2000年度）の発生量（25万トン）の0.1%、すな

わち最終処分量を250トン以下にすることを目標としています。



循環型社会形成には、容器包装への対応が重要な課題です。バル

ク製品の多い協和発酵グループでは容器包装の使用量は多くあり

ませんが、その環境配慮を積極的に進めています。具体的には、医

薬カンパニーでは外装の合理化やリサイクル容易な包装材料の利

用を進めています。外箱の廃止により、重量で年間30トン強の資

源節約ができ、経済的効果も年間5～7千万円になります。

バルク製品の包装にファイバードラム（FD）を使用しますが、

従来のFDは蓋や本体の一部に金属を使用しており、リサイクル

が困難でした。そこで、1996年からメーカーと共同で金属を使

用しないFDの開発を進め、強度的に優れたFDを完成し、現在で

は当社製品用のFDには全てリサイクル容易なオールファイバー

ドラムを使用しています。しかしながら、未対応の海外サプライ

ヤーもあり、その対応に苦労しています。

食品カンパニーではバッグインボックス包装の内袋を成型容

器からピロー袋容器へ変更を進めています。これにより重量で

約半分、容積で5分の1に減容化が可能です。

改良前 改良後
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●廃油→ 蒸留してリユース、リユース不可
能なものは熱回収

●廃プラスチック→ 分別回収して再原料化、不可能
なものは製鉄の原料

●金属類→ ほぼ全量リサイクル

●植物残渣→ 肥料、飼料化

●紙類→ リサイクル実施、リサイクル不
可能なものは熱回収または焼却
処分

●一般廃棄物のもえがら→ 道路の路盤材

容器包装対応

【バッグインボックス包装の内袋（成型容器とピロー袋容器の容積比較）】

防府工場では、これまで発酵、食品工場の汚泥を焼却処理してきま

したが、管理課題や、コスト削減、汚泥の有効活用等の面から処理

方法を見直し、洗浄強化や前処理を付加することで、最終的に汚

泥の肥料化を実現することができ、焼却炉を廃止しました。その結

果、重油使用量の削減及び設備停止による省エネにも貢献すること

ができました。

ゼロエミッションに向けて 協和発酵 防府工場 岩本 隆司

廃止した汚泥焼却炉

【主な廃棄物の再利用・処分】

廃棄物

廃　酸

汚　泥

廃アルカリ

発酵母液

再資源化の状況 埋立処分ゼロ

肥料、飼料として全量再資源
化（防府）

全量達成

全量達成プロセス起源
塩酸として回収し、全量プロ
セスに利用（四日市）

一部の
事業場で
達成

余剰汚泥

防府は焼却処理を中止し、全
量肥料原料に利用。富士は汚
泥のもえがらを路盤材に利
用。その他の事業場はゼロエ
ミッションに向けて活動を実
施中。

同上
プロセス起源
等

セメント原料として再資源化。
富士、土浦は全量再資源化。

全量達成プロセス起源
全体の99.6%は社内処理し
埋立て処分ゼロ。0.4%は再
資源化

ゼロエミッションを達成するには廃酸・汚泥・廃アルカリ以外

の、全体に占める割合が1%以下の廃棄物の再資源化を推進する

必要があります。そこで、協和発酵グループでは以下に示すよう

に、少量廃棄物についてもきめ細かく再資源を進めています。こ

れら少量の廃棄物の再資源化はコスト増加を伴いますが、全体の

環境経費の効率化を図り、ゼロエミッションの達成に向けて活動

を推進します。

改良前 改良後

【ファイバードラムの比較】

本体、蓋ともに
すべての材質が
紙製

鉄製の蓋と
締付リング

上下が
鉄製リング
で形成

【少量廃棄物の再資源化】
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●海外生産事業場のゼロエミッション比率はデータ集計以来8年間99.8%以上を継続しています。
●原料純度を高め廃棄物発生量の削減を進めています。

●リサイクル量は62万トン、再資源化率96%と持続型生産を確立しています。
●エネルギー使用量削減にも取り組みはじめました。

海外生産事業活動の環境特性

発酵バルク製品のグローバルリーディングカンパニーとして、協和発酵は原料供給や世界の需要家に向けてアミノ酸の海外生産拠点

を確保しています。ここでは、海外生産事業場における再資源化への取組みや米国のバイオキョウワ社の環境安全活動、地域とのコ

ミュニケーションについて紹介します。

海外生産拠点の中心に当たる同社は米国

ミズーリ州セントルイス市南部に創業して

20年になります。地域社会との長い交流

から同社はミズーリ州、ケープジラルドー

市の商工会議所から高い評価をいただい

ています。創業時の主体は原料、ユーザー

の集中する米国農業地帯の真ん中で飼料

添加用リジンなどのアミノ酸製造でした

が、現在は健康食品、工業用アミノ酸を主

体とする生産を続けています。

ここはミシシッピー河沿いに位置し米国

穀物ベルト地帯の中心にあります。コーン

からの糖質原料を使用し

てアミノ酸を生産してい

ます。副生する母液、微生

物菌体などの資源は農業

地域での再利用が確立し

農場では土質の定期的な

監視のもと適切な循環利

用が続けられています。

2003年5月には協和発酵本社との環境

安全ジョイントアセスメントを実施しまし

た。環境課題は生産プロセスの対応により

大きく軽減しました。

重大な労働災害は発生していませんが軽

度の労働災害が国内に比べ多い傾向にあ

り、削減方針を明確にして従業員意識の向

上にむけて掲示板表示や環境安全社内新

聞あるいは国内で培ったKY（危険予知）活

動などの導入を進めています。

バイオキョウワ社 BioKyowa Inc.

工場全景

環境安全ジョイントアセスメント

安全・品質方針の掲示

海外の3生産事業場では国内で培った発酵技術･環境技術により

農業生産物である糖質原料から食品、工業原料、飼料用のアミノ

酸を製造しています。糖蜜（製糖工業の副産物）のような原料使用

の再資源化技術を世界に先駆けて確立し海外でもこれを活用し

ています。

再資源化の循環再利用では濃縮･運搬でのエネルギー課題も内

在しており、持続型生産の立場から廃棄物削減、再資源化強化を

進めています。具体的には高純度な原料の使用を拡大し、なおか

つ付加価値の高い用途の拡大に応えています。バイオキョウワは

その先鞭にあたります。結果的に海外事業場全体の廃棄物発生量

は25%削減でき、再資源化率は96%に向上しました。

海外事業場のエネルギー使用量は国内全体の39%に相当しま

すが、天然ガス主体のためCO2排出量では33%相当と効率的にな

っています。エネルギー使用は1990年以降の増産によるCO2増

（約15万トン）のためエネルギー課題対応が検討され、エネルギー

使用量も削減の方向にあります。

なお、メキシコ フェルメックス社の生産は2003年7月末に中

止しました。
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【海外3事業場　エネルギー使用量、廃棄物発生量・リサイクル量】 

■ エネルギー使用量　■ 廃棄物発生量　■ リサイクル量　 
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バイオキョウワに対する地域社会の評価

バイオキョウワの環境安全品質管理室で

は、生産品質の確保はもちろん、プラント

の安全性、及び周辺地域への環境影響

等の問題について、常に細心の注意を

払っています。また、HACCP＊1の認証取

得、災害や事故の削減目標及びNPDES

の水質認可＊2等のプロジェクトにスタッフ

の総力を挙げて取り組んでいます。

私たちは、全てのお客さまにとって安

全な製品のご提供と、全ての社員が安全

な環境下で働けることを最重要課題とし

て認識しています。

環境安全品質が最重要 環境安全品質管理室長　バイオキョウワ D. Bruce Blankenship（ブルース ブランケンシップ）

御社の米国子会社であるバイオキョウワ社が20年前、家畜・家禽用飼

料サプリメントの生産拠点にケープジラルドーの地を選び、ミズーリ州に

進出した初の日本企業の一つとなられたことは、我が州の大きな喜び

であります。今や州内での事業規模が2倍に成長したバイオキョウワ社

とのパートナーシップは、私たちにとって大変実り多きものとなっています。

また、同社が現在取り組んでいる高付加価値の農業用製品の開発は、

ミズーリ州がアニマルヘルス・栄養科学の分野における主導的地位を目

指す上で、大きな力となっています。この分野は急成長しているライフサ

イエンス産業の中でも、特に重要な分野として注目を集めています。

バイオキョウワ社とミズーリ州ならびにケープジラルドーは、長年にわたっ

て密接な関係を築いてきました。それは御社の世界的なマーケティング

拠点の提供にとどまらず、ミズーリ州のグローバリゼーションを大きく後押し

しています。私たちの関係は、単なるビジネス・パートナーとしての枠を大

きく超えています。バイオキョウワ社の皆さんは良き企業市民として、ケー

プジラルドー地区の生活の質（クオリティ・オブ・ライ

フ）の向上のために時間と資源を惜しみなく注ぎ、

地域社会に溶け込んでいます。さらに、サウスイー

スト・ミズーリ州立大学への日本からの留学生派遣

のスポンサー活動を通じ、異文化間の理解を深め

る上でも多大な貢献を果たされています。バイオキョウワ社のスタッ

フのお子様もまた、小さなカルチャー大使となり、幼稚園や保育園で

アメリカ人の子供たちに日本の文化や言葉を教えてくれています。

貴国の文化に触れ、世界の多様性を知る機会を得られたことは私

たちにとって大きな幸せであり、バイオキョウワ社をビジネス・パートナー

としてこのミズーリ州に迎えられたことに心から感謝しています。

ミズーリの住民を代表し、貴社のますますの発展をお祈り申し上げます。

ミズーリ州知事　Mr. Bob Holden（ボブホールデンさん）

バイオキョウワは、ケープジラルドーの地元地域社会への貢献に積極

的に努力してこられました。そのことは、地元社会における高い評価

にも反映されています。例えば、ケープジラルドー産業雇用協会理事の

ミッチ・ロビンソン氏は次のように述べています。「バイオキョウワは地域

社会で最も優れた企業の一つとして認識されており、労使関係と労働

環境の面で高い評判を得ています。」

また、ケープジラルドー商工会議所の会頭兼CEOのジョン・メナー氏

は、「バイオキョウワは当会議所の『エクセレント・カンパニー賞

（Commitment to Excellence Award）』を2回受賞しています。これ

は同社がケープジラルドー産業界に貢献するリーダー格として認識さ

れていることを示す具体的な証しであります」と指摘しています。

さらに前出のロビンソン氏は、「バイオキョウワは、地域のさまざまな

組織に貢献する代表的企業として認識されています。同社の地元組

織に対する支援は、財政的な援助から社員の自発的ボランティアまで

多岐にわたります」と述べています。実際、バイオキョウワの社員は地

域社会のさまざまな組織や活動に対して、時間、能力、資金を積極的

に提供し、貢献しています。具体例を挙げますと、地元社会福祉団体

のエリア・ワイド・ユナイテッド・ウェイ、小児麻痺救済基金のマーチ・オ

ブ・ダイムズ（「10セントの行進」）、バレエ団のセン

トルイス・バレエ（地元学校の生徒2,500人以上が

スクールに参加）、ケープジラルドー職業訓練学

校、ケープジラルドー商工会議所、サウスイースト

ミズーリ州立大学など、数多くの組織や活動がバ

イオキョウワの支援を受けています。

バイオキョウワは、こうしたさまざまな活動や取組みを通じ、ケープジラ

ルドーの地域社会から、具体的に目に見える形で地域に貢献する企業

として認識されています。その高い評価は、バイオキョウワが引き続きケー

プジラルドーの地域社会に貢献し続けることで、さらに高まることでしょう。

前出のケープジラルドー商工会議所会頭CEOのジョン・メナー氏

は、「ケープジラルドーで評価の高い企業を挙げるとすれば、バイオ

キョウワは常にそのトップ・グループに

入る企業です」と指摘しています。

編集：ケープジラルドー市

商工会議所の広報担当

Mr. Michael Wells（マイケルウェルズさん）

工場長と環境安全品質管理室のスタッフ

ミズーリ州の紋章

ケープジラルドー市の紋章

ケープジラルドー市旧裁判所

＊1 HACCP：Hazard Analysis and Critical Control Pointの略で食品の品質管理の手法
で、食品の製造工程全般を通じて危害の発生原因を分析し、重要管理事項

を定め、より一層の安全確保をはかる基準です。

＊2 NPDESの水質認可：National Pollutant Discharge Elimination System（全国汚染物
質排出防止システム）における米国環境保護庁の排水許可。

用 語 解 説

2003年7月

2003年6月
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協和発酵グループは「化学業界が定めた優先的に排出抑制すべ

き12化学物質の環境への排出量を、2004年度に1996年対比

97%削減」を目標に、その排出抑制に取り組んでいます。2002

年度はジクロロメタンの排出をゼロ、ベンゼンもほぼゼロにす

ることができました。また、クロロホルムの回収装置の設置に

より、その排出を大きく抑制することができ、その結果12化学

物質排出量は、総計9.5トンになり、前年対比49.2%、また

1996年対比97.7%の削減となり、2004年の目標を前倒しで達

成することができました。

今後は排出量が1トンを超えるアセトアルデヒド、エチレンオ

キサイド、クロロホルムについてさらに削減対策を進めます。

12化学物質＊1（有害大気汚染物質）の排出抑制

● 2002年度の協和発酵グループの12化学物質（化学業界が定めた優先的に排出抑制すべき化学物質）の排出量は
9.5トンで、前年対比49.2%削減しました。
「2004年に1996年対比97%削減」、の目標を前倒しで達成しました。

● PRTR法第1種指定化学物質の総排出量は前年対比8%削減しました。

●ダイオキシン、PCB、フロン等は適正に管理しています。
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■ 防府工場 

■ 富士工場 

■ 堺工場 

■ 四日市工場 

■ 千葉工場 
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＊1 12化学物質：中央環境審議会において健康リスクがある程度高いと考えられる有害大気汚染物質として｢優先取組み物質リスト｣に
記載した22物質のうち、発がん性が疑われ、一定以上の製造･輸入量があり、環境中からの検出データがあることを勘

案し、化学品審議会（当時）との協議の上で選ばれた、事業者が自主管理を行うべき物質。上記の他にアクリロニトリ

ル、塩化ビニルモノマー、トリクロロエチレン、1,2－ジクロロエタン、テトラクロロエチレン及び1,3－ブタジエンがある。

用 語 解 説

協和発酵グループは化学物質について使用禁止物質、制限物質を定め、有害性の強い化学物質の使用を厳しく管理しています。研究

所から工場まで化学物質の廃棄では、その特性を把握し、適切な処理･分解を行い、環境への排出を極力抑制しています。

化学物質管理
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化学物質の環境への排出抑制は重要な活動と位置づけ、協和発酵

グループでは日本化学工業協会の方針に従い、産業界に先駆けて

調査を実施し、その結果を環境安全レポートで公表してきました。

2002年度の協和発酵グループ全体の第1種指定化学物質取扱

量、消費量、リサイクル量、環境への排出量及び処理・分解量は

下図の通りです。2002年度の取扱量は約25.5万トンで、その内

環境への排出量は44.3トンです。また、その経年変化は下図の通

りであり、2002年度の総排出量は前年対比8%削減できました。

なお物質ごとの排出量はホームページで公表します。

PRTR法第1種指定化学物質の排出抑制

協和発酵グループでは、オゾン層破壊物質であるフロンの使用

はエアコンや冷凍機の冷媒等、密閉系での使用に限られていま

す。各事業場、関係会社は設備の管理基準を定めて定期的に保守

点検を実施し、フロンの漏れ並びにその補充量を調査しています。

2002年度のフロン補充量はグループ全体で3.5トンで、前年度

（0.6トン）に比較すると増加しました。今後は関係会社への支援

を強化するとともに、オゾン層破壊係数がより低い冷媒の使用

（例えばアイスオン69L）等を積極的に進めます。

過去において使用していたPCBを用いたトランス及びコンデン

サーについては、現在地下浸透防止を施した保管倉庫に施錠し

て保管しています。全事業場の保管量は2トン弱であり、保管状

況を定期的に点検してPCBの漏れのないことを確認しています。

2001年6月にPCBの適正処理推進に関する特別措置法が成立し

ましたので、公的施設の完成を待って、無害化処理を計画的に進

めます。

2000年末までにグループ全体で17基の焼却炉を保有していまし

たが、環境安全面から焼却炉の運転を見直し、可能な事業場にお

いては焼却炉を廃止、どうしても設置が必要な事業場においては

地域の皆様の了解のもとに設備更新あるいは改造を進め、現在

では2002年12月から適用された焼却炉の設備維持管理基準に適

合する7基の焼却炉（協和発酵：3基、協和油化：4基）を稼働して

います。ハード･ソフト両面を厳しく管理することにより、いず

れの焼却炉においてもダイオキシンの排出量はダイオキシン類

対策特別措置法の基準をクリアし、その総量はグループ全体で

約200mg–TEQです。

オゾン層破壊物質の使用制限

PCB対応

ダイオキシン対応

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

97年 98 99 00 01 02

【PRTR法第1種指定化学物質排出量の推移】 

（トン） 

■ 防府工場 

■ 宇部工場 

■ 富士工場 

■ 堺工場 

■ 四日市工場 

■ 千葉工場 

■ 関連会社 

162.3

154.2

44.2

62.0

47.9
44.3

処理・分解 

場内処理 5,100t
場外処理 130t
埋立処理 0.1t 以下  
 

PRTR対象化学物質 

取扱量  255,000t

122,000t 137t

環境への排出 

大気 37t 
水域 7t 
土壌　　　0

消　費 

製　品 

リサイクル 

 

医薬総合研究所の溶媒回収装置

臭気に細心の注意を 協和発酵 堺工場 山本 哲司

排ガス洗浄装置

堺工場は周囲を民家に囲まれてい

るため、環境、特に臭気には細心の

注意を払っています。

排ガス洗浄装置の排出口には臭

気センサーを設置し、管理値を定め

て厳しく運転管理を実施しています。



物質名称 取扱量
（トン）

排出量

大気
（トン）

水域
（トン）

土壌
（トン）

合計
（トン）

消費量合計
（トン）

場内処理量
（除害処理）
（トン）

場外処理量
（移動量）
（トン）

リサイクル量
（トン）

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

43.7 

0.0 

0.0 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

77.7 

5.2 

8.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

137.0 

0.0 

5.9 

1.6 

0.0 

0.0 

30.8 

2.6 

0.0 

0.0 

9.1 

7.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

72.0 

0.0 

0.0 

0.0 

129.8

1.0 

0.0 

4,895.5 

34.4 

22.8 

13.2 

0.0 

2.2 

0.0 

0.1 

2.4 

0.0 

0.1 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

40.9 

0.0 

3.0 

83.0 

0.0 

31.6 

5,129.4 

0.0 

1.4 

51,290.8 

18,041.0 

0.0 

0.0 

5.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

816.6 

7.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

150.7 

601.4 

0.0 

396.6 

50,286.4 

278.0 

8.3 

121,883.6 

0.0

0.4 

5.2 

1.6 

16.4 

2.2 

1.7 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

0.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.9 

2.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

11.7 

44.3 

194.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

4.2 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

7.3 

104.8 

0.0 

1.0 

1.6 

16.4 

2.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.2 

0.1 

0.2 

0.5 

0.0 

0.0 

0.9 

2.6 

0.1 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

10.7 

37.0 

90.1 

【2002年度PRTR法第1種指定化学物質の取扱量、排出量、除害量、リサイクル量等】

★ フロンの冷凍機への補充量を示す

7.7 

109,372.2 

18,077.0 

39.2 

89.9 

9.8 

2.2 

2.5 

9.4 

10.3 

816.8 

85.3 

5.2 

74,460.0 

0.9★

2.6★

150.8 

642.3 

0.0 

472.1 

50,369.4 

278.0 

51.6 

254,951.6

195.9 

亜鉛の水溶性化合物

アセトアルデヒド

エチレンオキシド

キシレン

クロロホルム

コバルト及びその化合物

五酸化バナジウム

酸化ニッケル（ニッケル化合物）

1,2ｰジクロロエタン

N,Nｰジメチルホルムアミド

3,5,5ｰトリメチルｰ1ｰヘキサノール

トルエン

ニッケル

フタル酸ビス（2ｰエチルヘキシル）

フロン（CFC11）

フロン（HCFC22）

ベンジル＝クロリド

ベンゼン

ほう素及びその化合物

ホルムアルデヒド

無水フタル酸

無水マレイン酸

モノエタノールアミン

合　　計

ダイオキシン類（mg-TEQ）
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環境・社会パフォーマンス

リスクマネジメント

23ページに記載している、新製品開発手順の中で有害な化学物

質を特定し、生産への利用を制限しています。2001年には生態

系や人への悪影響を避けるため、有害性の高い化学物質や生分

解性の悪い原料を指定して、社内研究所及び仕入先さまに対して

も使用回避を要請しています。これらは協和発酵の化学物質環

境安全基準として明確化しています。また、廃棄にあたっては微

量であっても、その化学物質の特性を考慮し、リスクマネジメン

トの観点から適正処理を行い、有害化学物質の環境への排出を

厳しく規制しています。協和発酵が提供する化学物質の環境リ

スク対応では拡大生産者責任にも視点をおいて事業活動を進め

ています。

なお、ダイオキシン、PCB及びフロン対応については37ペー

ジ化学物質管理に記載してあります。

化学物質による土壌汚染リスクには細心の注意を払っています。

例えば土壌汚染を防止するためにグループが保有する4基の地下

タンク貯蔵所の漏洩自主検査を義務づけるとともに、現在では

地下タンク貯蔵所の新設を禁止しています。土壌汚染対策法＊2対

応では、協和発酵の所有する事業場の敷地内汚染について法基

準に照らしてリスク対応を進めています。関係会社も含めて事

業所の閉鎖や休止に当たって適切なリスク調査を実施していま

す。基準を超えた汚染を1事業所で見出していますが、既に適切

な対応を自治体の指導のもとに完了しています。

協和発酵グループは製造業としての社会的責任、とりわけ医薬品

等の供給責任に配慮し、東海地震発生が予測された1970年代後

半から規程類の整備、生産･物流の分散化、建物の耐震化等の地

震対策を進めてきました。富士工場の地震対応については（財）

静岡総合研究機構防災情報研究所編集･監修「東

海地震に備える企業の地震防災対策」近代消

防社刊2001で公表しています。

工場のみならず販売事業場を含めて協和

発酵グループ全体でリスクマネジメントの

一つとして地震防災に努めており、2002

年度は防災カードを改訂し、社員一人

ひとりに配布し、大規模地震発生時

の対応方法を周知徹底しています。

化学品あるいはアルコールなど大型汎用製品の物流安全を確保

するため､ 24時間の緊急連絡体制を整備しています。また自主

的にイエローカード＊3制度を導入、輸送関係者への教育に努め、

物流の環境安全確保に細心の注意を払っています。

リスクマネジメント＊1は経営の重要な課題であると認識し、緊急時における行動指針を明確にするとともに、危機対応マニュアルを

定めて、社員全員に周知徹底し、事業全般にわたるリスクの抽出を行い、その対応について積み上げを進めています。

物流の安全

大規模地震対策

＊1 リスクマネジメント：企業経営に関係するリスクに的確に対処するために組織を指揮

して管理する経営管理手法の一つ。

＊2 土壌汚染対策法：土壌汚染による人の健康被害を防止することを目的に、土壌汚染の調

査、汚染が判明した時等の対策実施等を定めた法律で、2003年2月から

施行された。

＊3 イエローカード：イエローカードとは、化学物質の道路輸送時の事故に備えて､輸送関

係者あるいは消防･警察等が事故時にとるべき措置や連絡通報を明

記した書面（カード）をいいます。

用 語 解 説

緊急時における行動指針

社会の公的な一員としての自覚と、一個人として社会に対
しどうあるべきかを行動の基本とします。

1．人命や健康についての配慮を最優先します。

2．顧客、株主、取引先、消費者、地域社会への影響の極小
化に努めます。

3．会社が一時的に不利益を被る場合でも、人道的、社会
貢献的な対応を優先します。

4．環境の保護、保全に最大限の注意を払います。

5．コーポレートガバナンスのもと、透明性の高い適時適
切な情報開示を行います。

土壌汚染リスクマネジメント

有害化学物質

わが社のリスクマネジメント
（危機対応マニュアル）

出荷時の安全指示（イエローカード使用） イエローカードの例

防災カード
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主な製品・技術開発の取組み

1970年 飼料添加アミノ酸の供給による畜肉生産へ
の協力。オキソ法によるCO2回収。

1981～86年

未利用バイオマスからの燃料油開発研究
（通産省国家プロジェクト協力）。

1993年 廃棄物最終処分場向け熱可塑性ポリウレタ
ン樹脂製の遮水シートの事業化。

フロンやトリクロロエタン代替物質用途の
洗浄剤、潤滑油原料の開発、事業化。

1996年 畜産業の環境汚染を軽減製品、飼料添加物
「フィターゼ」を開発、事業化。

1997年 アミノ酸の一種であるヒドロキシプロリン
の新製造法として、動物コラーゲンを原料
としない環境汚染の少ない技術を実用化。

1997年 医薬品や食品包装の簡易化・コンパクト化
開始。

1998年 辻製油（株）との共同研究により焼酎粕の
飼料化に成功し、事業化。

1999年 日本科学飼料協会より、飼料用アミノ酸・
酵素製品群の事業活動を通じた「環境負荷
物質低減を目的とした飼料の開発と普及」
に対して同協会技術賞を受賞。

1999年 焼酎製品のペットボトル容器を易リサイク
ル材質変更。バイオケミカルカンパニーの
金属缶を使わない包装開始。

2000年 無添加有機ワインの上市。医薬品の外函廃
止など製品包装の環境配慮。

2001年 ジクロロメタンを使用しない生産工程の開
発、生産開始。

2002年 ゼロミッション取組み強化。

オールファイバードラム出荷確立。

エコタンカー就航。

2003年 マイコトキシン分析法上市。

～1970

1970

1980

1990

2000

主な環境保全活動経緯

1964年 防府工場発酵母液をリサイクルした有機質
入り化成肥料生産開始。

1968年 防府工場廃液処理設備稼働。

1971年 四日市工場の廃液燃焼設備稼働。

1973年 協和発酵、協和油化安全環境管理体制構
築。四日市工場のアセトアルデヒド除害設
備稼働。

1975年 協和発酵、協和油化全工場の排水処理設備
稼働。四日市工場排煙脱硫設備稼働。

1977年 第1回環境庁長官賞受賞。

1979年 生物的脱窒素・脱リン排水処理プロセス
導入。

1981年 協和発酵省エネルギープロジェクト、20%
の省エネルギーを達成。

1993年 環境保全に関する経営方針策定。

1996年 レスポンシブル・ケア活動開始。

1997年 門司工場焼酎粕の再資源化を開始、海洋投
入処分中止を前倒し実現。

1998年 COD排出量大幅削減を達成。千葉工場コ
ージェネ稼働。

1999年 防府工場脱臭諸設備の完工。環境・安全レ
ポート発行。

2000年 協和発酵、協和油化8工場のISO14001認
証取得完了。四日市工場脱硝設備強化。

2001年 低NOxバーナー導入。SOx対策強化。

協和メデックス富士工場がISO14001認証
取得。

関係会社 ISO14001に準じたEMS構築開始。

2002年 廃棄物処理法対応で焼却炉の更新・廃止を
完了。

環境保全活動の歩み
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第三者意見

40

企業活動が今後10年間、どのような方向性を

もつべきか、に関する個人的見解をまず述べ

てみたい。

2002年に行われたヨハネスブルグサミットで

は、持続可能性という言葉が今後も大きな目標

であり、先進国における非持続可能な生産・

消費を改善する必要があると指摘された。我

が国はその対応として、この3月、循環型社会

形成推進基本計画を閣議決定した。基本計

画は3つの指標を採用した。最終処分量削減、

循環資源利用率向上、資源生産性向上、であ

る。これに加え、京都議定書の定める温暖化

ガスの削減、さらに、これまでも継続して行って

きた有害物質の放出量削減、そして、やや社

会的責任と関連するが、拡大製造者責任の適

用、以上の6点が今後の10年間での全ての企

業が取り組むべき目標であるように思える。

さて、環境報告書に第三者意見を書くこと

は、非常に難しいことである。なぜならば、外

部の人間にとって、細部に渡って正確な情報

を得ることは不可能である。勿論、個々の従

業員が同じ思いを持っているかどうか、知る

余地も無い。となると、第三者意見の書き手

が行うべき行為は、極めて限られている。そ

れは、企業活動の概要を理解すること、担当

者へのヒアリングによって、その企業の持つ思

いのようなものを感じること、そして報告書案

を詳細に読んで、その思いが文章や図などに

込められているかを感じること、である。

協和発酵の企業活動のうち、発酵という方

法によって製品を作る部分についてイメージ

が全く沸かなかったために、工場の見学をさ

せていただいた。発酵による製造と再結晶に

よる精製プロセスからなる工業であることが

良く分かった。

さて、見学とヒアリングの感覚を基礎に、本年

版の環境報告書を持続可能性の観点からチェ

ックしてみた。まず、最終処分量の減少は、すで

にかなり進んでいて、今後の進展がむしろ難し

い段階まできているように思える。循環資源利

用率は、化学工業という本来の業務に関して目

標になりにくいもののようである。オフィスにおける

グリーン購入が対応策のようだが、これはグリー

ンオフィスプランによって推進が図られている。資

源生産性と二酸化炭素発生の原単位は、一般

には、省資源・省エネルギーの実現と高付加価

値製品への転換によって実現される。医薬品関

係・機能性食品関係のウェイトが増加すること

は、確実に資源生産性が高まっているのだろう

と想像していた。ところが、本年度のデータは製

品価格当たりの二酸化炭素放出が大幅に悪化

しており、その理由は、酒類製造部門を他社に

譲渡したためとのこと。もう少々詳しい説明があ

っても良さそうだ。PRTR関係や優先取り組み

12物質などの化学物質の放出量は、激減して

おり改善が著しい。拡大製造者責任について

は、容器包装に対する責任よりも、製品そのも

のに対する責任が大きい業種のようである。

以上のような極めて荒い分析ではあるが、

工場見学で地道な努力を感じたことと併せ

て、かなり細かいところまで担当者の思いが

浸透しているという感触を得ることができた。

東京大学生産技術研究所教授　安井　至 先生

材料化学を専門とされる中、

15年ほど前より大型環境研究
プロジェクトを推進される立

場となる。代表的オピニオン

リーダー。鋭利な切り口をも

った研究成果が求められる現

在、環境総合研究プロジェクト

が成り立たないのがお悩みと

か。しかし、正しい政策的判

断をするには総合性が必須だ

とのお考えから、「一人で総合

性がどのぐらい実現できるか」

といった独自の試みをインタ

ーネットにて展開されている。

（http://plaza13.mbn.or.jp/
yasui_it/）
●安井先生の環境報告書に対

するご見解：最近、ヨーロッパ

を中心に、サステイナビリテ

ィ報告書なるものが発行され

るようになり、環境報告書に

置き換わりそうな勢いである。

しかし、このサステイナビリ

ティ報告書における「持続可能

性」と、現在人類が直面してい

る「持続可能性」は、同じ言葉

でありながら、全く概念が違

うと見ている。サステイナビ

リティ報告書におけるトリプ

ルボトムライン論は、むしろ

投資家に対して、企業が行っ

ているリスク管理、主として、

社会から指弾されないために

行っている防衛的な対応の状

況を示すための概念ではない

だろうか。一方、地球全体の

持続可能性実現に関しては、

企業がいかにポジティブに行

動するか、といった攻める姿

勢が求められており、その心

意気を示すには、やはり環境

面を中心とした細かい活動ま

で記述できる報告書作りが必

須だと考えている。

本年度は報告書の作成段階から有識者の先生方にご指導いただきました。いただいたご意見を協和発酵グループの環境経営の継続的

改善に結びつけるよう努力を重ねてまいります。

企業活動の持続可能性評価



「2003年環境安全／サスティナビリティレポート」

の初校、第2校と「協和発酵グループ環境安

全／サスティナビリティーレポート2002」を拝見し

て、特にサスティナビリティをタイトルに冠して2

年目という点に注目し、以下の点を今後の改

善要望として提出いたします。

（1）昨年度のレポートに比べ、「企業倫理」など

社会的パフォーマンスの内容が充実してい

る点は評価できます。ただ協和発酵グルー

プのめざすサスティナビリティのビジョンが不

明瞭です。今後はサスティナビリティのビジ

ョンに向けた体制、サスティナビリティに向

けての進捗がなるべく定量的にわかるよう

な記述を望みます。

（2）報告対象範囲について海外は別報告とあ

りますが、グループとしてサスティナビリティ

をめざすのであれば、会計と同様の連結

報告に切り替えることも検討していただき

たく思います。

（3）サスティナビリティにかかわる利害関係者

は環境より多様です。レポートの企画段階

で多様な利害関係者と意見交換をし、内

容に反映していただくプロセスをもつこと

を希望します。

（4）環境報告については、環境会計などで自己

評価や今後の対策についての記述がなされ

ているだけではなく、いままで数値が開示さ

れていなかったグラフにも数値が入るなど、

情報開示の姿勢が進んでいること随所にう

かがえ、高く評価できます。今後はマテリアル

フローや環境会計など年次推移がわかるよ

うな記述、中期計画に掲げる目標や対策

の妥当性等についての充実を望みます。

（5）グループのホームページでは、サイトレポート

など紙媒体より詳細な開示がなされていま

す。紙媒体と電子媒体の棲み分け、紙媒体

から電子媒体へのアクセス喚起を効果的に

示すような工夫を望みます。

バルディーズ研究会　運営委員 角田 季美枝さん

バルディーズ研究会は1991年
に発足した環境NGO。企業の
環境に関する社会的責任につ

いて、「市民と企業の共同作業

で」をモットーに調査研究、提

言活動を行っている。

日本で唯一のCERES（環境
に責任をもつ経済連合）メン

バー。CERESは1989年、バ
ルディーズ原則（現・セリーズ

原則）という企業の環境に関

する社会的責任を世界で初め

て原則として提唱した米国の

NGO。またサステナビリティ
レポーティング・ガイドライ

ンを提唱しているGRIの母体
組織である。

サスティナビリティのビジョン、体制を明確に
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北欧を中心に社会責任投資を重視するSTOREBRAND社（スウェーデンを本拠とする資

金運用機関）が、協和発酵の「環境、社会貢献活動」への取組みを評価し、そのSRIファン

ドへの組み込みをBest in Class として評価しました。社会的責任を果たしている製薬

企業として、評価応募52社の上位30%に認知され右の蝶マーク使用が許可されました。

（注）Best in Class：応募分野の企業のうち、評点が平均以上でかつ上位に入った企業。

STOREBRAND社 製薬企業の社会責任評価

昨年度のレポートにおける読者アンケートで、ご指摘いただいた点と
協和発酵グループの対応状況

〈レポートにおける改善すべき点〉

●本文中の語句説明、脚注の様式が統一されていないので見づらい。

⇒語句の解説については、各ページの下に脚注を掲載することで、わかりやすさ

に配慮しました。

●2001年度土壌アセスメントを行ったとあるが、その結果の記載をしてほしい。
⇒2003年に土壌汚染対策法の基準が施行され、現在、その基準にあわせた調査、

対応を進めています。

●第三者による評価意見を入れる。

⇒協和発酵グループの環境・社会活動についてのご意見を有識者の先生方より

頂戴しました。また、外部機関の評価も紹介しました。

●通り一遍のものではなく、リスクを含めて率直な取組みをいれてほしい。

⇒協和発酵グループの化学物質リスク対応は、その研究段階からの厳しい取組

みを特質としていますが、有害大気汚染物質などの排出もあって、リスク低減を

目指して一層の排出削減に取り組んでいます。

〈今後への期待〉

●製薬会社では環境保全型技術や製品開発は難しいので、この取組みの強化。

⇒協和発酵では、医薬品包装の簡素化、期限切れ・不要医薬品や製造工程から

の廃棄物の適正処分などの環境配慮を進めてきました。さらに、環境に排出さ

れる医薬原料について、環境安全面からの研究も進めています。

●29ページ廃棄物（海外工場）が増加しているので、努力を期待する。
⇒より高純度の発酵用原料を使用して廃棄物発生量の削減への取組みを進め

ています。

汚染リスク 排出・資源循環 

製品／ 
物流対策 

温暖化対策 

運営体制 

環境教育 

ビジョン 

環境経営格付機構

2002年に国の支援を得て第三者の中立的な立場から国内企業86

社について持続可能性評価として第1回の環境経営格付けを実施

しています。その評価はツリーの枝葉ごとに示される企業活動側

面を審査者と企業担当者の対話から求めるものです。協和発酵も

その社会的期待に賛同し参加し右図の評価を受けました。参加企

業の中位レベルとの結果です。いくつかの結果についてはかなり

の見解の差異がありますが第三者意見の一つとして機構の許可を

得て開示します。

..............優

..............良

..............可
落葉............不可
葉なし ........該当せず平成14年度

©K.Mita:SMRI

日経エコロジー

●持続可能性調査 2003年1月号 食品製造業編　

『調味料6社の対応度分析 企業の独自色強く
相関とれず、協和発酵などビジョン優れる』

●環境報告書 2003年5月号 倉阪智子さん　

『5つのカンパニーの結果を図示　
比較しやすさと平易さを追求』

日本経済新聞

●環境経営度調査 2002年12月10日
703社中総合43位　

【上位100社の環境経営度調査グラフ】

協和発酵（赤太線）

第三者評価
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Corynebacterium glutamicumの走査型電子顕微鏡像

グルタミン酸生産菌として1956年に発見され、その後、代謝を制御することに

より各種のアミノ酸を工業ベースで発酵生産できるようになった。2000年に

は基準野生株のゲノム全配列（3.3MB）を協和発酵東京研究所で決定した。
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