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■ 編集方針
協和発酵キリンは協和発酵工業とキリンファーマの合併により2008年10

月1日に発足しました。「協和発酵キリングループ サスティナビリティレポー

ト2008」は新会社として初めて発行するレポートです。レポートの前半部

分の今後の取り組みについては協和発酵キリングループのめざす方向を中

心に、後半部分の環境・社会の実績については協和発酵グループの協和発

酵、協和発酵ケミカル、協和発酵フーズおよびP3に記載した国内連結生産

子会社の実績を中心にまとめました。なお、会社、事業場、役職については

原則として10月1日以降の表記を用いていますが、一部、ステークホルダー

ミーティングのページなど、旧表記を用いている部分もあります。

　2008年7月に高崎工場で有識者の方々とステークホルダーミーティング

を開き、レポートのコンセプト形成や記載内容の充実をめざしました。記

載情報の信頼性向上には第三者検証を受審しました。さらにレポートの

全体像に関して有識者のご意見もいただき、掲載しました。

　本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ています。企業の社会的責任の視点から企業統治、

企業倫理、社会や地域とのかかわり、社員の意欲的な取り組み、事業の社会

性などについても記載しました。

■ 報告書の対象範囲
本レポートの記載範囲は国内の生産、販売、研究拠点、海外の生産、開発拠

点を対象としています（P3、4に記載しています）。

　2007年度の環境負荷、社会活動実績のデータの収集範囲は、協和発酵グ

ループの国内生産、研究拠点、海外生産拠点（Biokyowa、上海協和アミノ

酸、無錫協和食品、協和食品（江陰））を対象とし、国内販売事業場ではグ

リーン・オフィス・プランのデータを集積しました。従来データとの継続性

の視点から、2007年6月1日からグループに加わった第一ファインケミカル

の環境活動は分けて記載し、2008年4月1日から連結子会社となったキリン

ファーマ高崎工場のデータはP41のサイトデータにのみ記載しています。

■ 報告書の対象期間
国内は2007年度（2007年4月～2008年3月）、海外が2007年（2007年1月～

12月）、成果など一部に2008年度の内容を含んでいます。
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インターネットホームページとの連動

http://www.kyowa-kirin.co.jp/
本レポートは協和発酵キリンホームページでもご覧になれます。
ホームページの環境安全サイトレポートには、各工場の詳細データ、
環境安全への取り組みを示しています。
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特集－1

協和発酵キリンは抗体医薬の未来を拓きます。

特集－2

患者さん満足度を高めるMR活動をめざします。
（MR：医薬情報担当者）

コーポレートガバナンス

協和発酵キリンの基本的な考え方を紹介します。

社会的パフォーマンス

地域社会とのかかわり重視を継続します。

コーポレートガバナンス

医薬品を安全にお届けするための活動を紹介します。

社会的パフォーマンス

高崎工場でのステークホルダーミーティングを報告します。

環境パフォーマンス

水質汚濁防止ではリン酸回収プロセスが定着しました。
大気汚染防止ではSOx排出削減が大きく前進しました。

環境パフォーマンス

地球温暖化防止の活動と成果を特集しました。

特集－3
新素材シトルリンを健康にお届けします。
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2008年10月に協和発酵工業とキリンファーマの合併により発足した

協和発酵キリングループの社会環境活動を紹介する報告書です。



はじめに

★ 協和発酵キリングループの発足
 協和発酵キリン株式会社は、協和発酵工業株式会社とキリンファーマ株式会社
 の合併により、2008年10月1日に発足しました。

★ ビジョン
 バイオテクノロジーを基盤とし、医薬を核にした日本発の世界トップクラスの
 研究開発型ライフサイエンス企業をめざす。

■会社概要（2008年10月1日現在）

社　　　　名 ： 協和発酵キリン株式会社

設　　　　立 ： 2008年10月1日

資　  本　  金 ： 26,745百万円

代　  表　  者 ： 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

従  業  員  数 ： 連結7,917名、単体3,707名（協和発酵2008年6月30日現在）

主要連結子会社 ： 協和発酵バイオ（株）、協和発酵ケミカル（株）、協和発酵フーズ（株）

主な事業内容 ： ● 医薬事業…医療用医薬品および臨床検査試薬の製造、販売

  ● バイオケミカル事業… 医薬・工業用原料、ヘルスケア製品、農畜水産向け製品および
アルコールの製造、販売

  ● 化学品事業…溶剤、可塑剤原料および機能性製品の製造、販売

  ● 食品事業…調味料、製菓・製パン資材および加工食品の製造、販売

  ● その他事業…卸売業、物流業

■事業所

キリン
ホールディングス（株）

協和発酵ケミカル（株）

化学品

地球と共存する、環境に優しい製品づくり

を大切にしています。

協和発酵フーズ（株）

食　品

上質なおいしさと、お客様の信頼、安心

を、食の原点から追求しています。

協和発酵バイオ（株）

バイオケミカル

バイオケミカル事業は、アミノ酸を核にし

た世界トップレベルの発酵技術を駆使し、

開発・生産・販売をグローバルに展開す

ることにより、世界の人々の健康と豊か

さ・快適さに貢献する、発酵製品のリー

ディングカンパニーをめざします。

生産拠点

＜国内＞

協和発酵キリン（株）
 ● 富士工場、堺工場、四日市工場、宇部工場、高崎工場

主要連結子会社
 ●  協和発酵バイオ（株）山口事業所（防府、宇部）
  ヘルスケア土浦工場
 ● 協和発酵ケミカル（株）千葉工場、四日市工場
 ● 協和発酵フーズ（株）土浦工場

その他連結子会社
 ● 協和メデックス（株）富士工場
 ● 第一ファインケミカル（株）本社工場（富山／高岡）
 ● オーランドフーズ（株）千葉工場、土浦工場
 ● 協和エフ・デイ食品（株）（山口／防府）

研究開発拠点

＜国内＞

協和発酵キリン（株）
 ●  富士リサーチパーク（静岡／富士工場）
  東京リサーチパーク（東京／町田）
   フロンティア研究所（群馬／高崎）
   バイオ生産技術研究所（群馬／高崎工場）
  製剤研究所（静岡／富士工場）
  合成技術研究所（大阪／堺工場）

協和発酵バイオ（株）
 ●  生産技術研究所（山口／山口事業所）
  つくば開発センター（茨城／つくば）

協和発酵ケミカル（株）
 ● 四日市研究所（三重／四日市工場）

協和発酵フーズ（株）
 ● 食品開発研究所（茨城／土浦工場）

協和メデックス（株）
 ● 研究所（静岡／富士工場）

＜海外＞

協和発酵キリン（株）
 ● 麒麟鯤鵬（中国）生物薬業有限公司（中国／上海）

協和発酵バイオ（株）
 ● Biokyowa Inc.（米国／ミズーリ州）
 ● 上海協和アミノ酸有限公司（中国／上海）

協和発酵フーズ（株）
 ● 無錫協和食品有限公司（中国／無錫）
 ● 協和食品（江陰）有限公司（中国／江陰）
 ● 青島協和万福食品有限公司（中国／青島）

50.10%

子会社

100%

子会社

協和発酵キリン（株）

医　薬

医薬事業は、がん、腎、免疫疾患を中心と

した領域で、抗体技術を核にした最先端

のバイオテクノロジーを駆使して、画期的

な新薬を継続的に創出し、開発・販売を

グローバルに展開することにより、世界

の人々の健康と豊かさに貢献する、日本

発のグローバル・スペシャリティファー

マをめざします。

Bio-Chemicals
イオケミカ

Pharmaceuticals医 薬

Chemicals
品

Food

2009年4月1日に協和発酵フーズ（株）とキリンフード
テック（株）が合併し、キリン協和フーズ（株）が発足
します（食品事業統合）。

＜海外＞

協和発酵キリン（株）
 ●  Kyowa Pharmaceutical, Inc. （米国／ニュージャージー州）
 ● BioWa, Inc. （米国／ニュージャージー州）
 ● Kirin Pharma USA, Inc. (米国／カリフォルニア州）
 ●  Kyowa Hakko U.K. Ltd. (英国／ロンドン近郊）
 ● Hematech, Inc.（米国／サウスダコタ州）

販売拠点

＜国内＞

協和発酵キリン（株）
 ●  本社、札幌支店、東北支店、東東京支店、西東京支店、
  千葉埼玉支店、北関東支店、甲信越支店、横浜支店、名古屋支店、
  東海支店、大阪支店、京滋北陸支店、神戸支店、中国支店、
  四国支店、福岡支店、南九州支店
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チームワークを大切にしつつ、夢を持って挑戦するとい

う強い気持ちをもって、厳しい現実を乗り越えてグロー

バルトッププレイヤーをめざしたいと考えます。

　医薬と両輪をなす、グループの看板事業であるバイオ

ケミカル事業では、日本、米国、中国の三極体制で生産

を行い積極的なグローバル展開が進んでいます。医薬

品に加え輸液用アミノ酸や医薬品原料・中間体、医療

食などバイオテクノロジー技術を基盤にグローバルな

展開を進めます。食品事業は、2009年4月にキリング

ループのキリンフードテックとの統合により、アジア、

オセアニアでの展開も含め、キリングループの第4の柱

としての食品事業のダイナミックな戦略が描けると確

信しています。また、化学品事業についても、当社発足の

原点である発酵法によるアセトン・ブタノール生産から

スタートして、いまや国際的に関心を集める地球環境

問題に対応した化学製品を生産しており、まさに時代

の要請に応えた事業として展開を進めてまいります。

会社は社会の公器

協和発酵キリングループのCSR活動は、企業活動その

ものが社会の仕組みの中に組み込まれて、世の中の役

に立つということです。例えば、医薬事業では病気で

苦しむ患者さんを苦しみから解放し、世界の人々の健

康と豊かさに貢献するという使命感をもって仕事をし

ています。各事業における生産活動も、地域の環境を

守り、従業員を守り、地域と共存することを第一義に考

えて進めてまいりました。

　協和発酵キリングループは、常日頃申し上げている

ように、透明性の高い、公平な、そしてスピード感あふ

れる経営をめざします。社員を大切にし、株主の期待

に応え、世の中の役に立つ会社であり続けたいと思っ

ております。新会社が順調な第一歩を踏み出せるよう

皆さまのご協力とご理解を切にお願い申し上げます。

2008年10月

協和発酵キリン株式会社

代表取締役社長

協和発酵キリングループの誕生

10月1日に発足した協和発酵キリングループは、バイオ

テクノロジーを基盤とした日本発の世界トップクラスの

研究開発型ライフサイエンス企業をめざしてまいりま

す。医薬事業は抗体医薬を中心としたスペシャリティ

ファーマとして、医薬以外の事業についても新たな枠

組みの中で事業統合や連携を進めることでグローバル

トッププレイヤーをめざします。

　現在、すべてにおいて従来の延長線上では物事が考

えられなくなってきています。日本では世界最速で少

子高齢化が進み、一方、地球環境の悪化や世界的な資源

やエネルギー、そして食糧の争奪戦が始まっています。

さらに、主力事業である医薬事業を取り巻く状況も一

段と厳しさを増しています。これらの現実から目をそら

していてはグループの成長と発展のシナリオは描けま

せん。医薬事業の成否のカギを握るのは、新薬を出し

続けられるかどうか、また、海外での事業展開がはかれ

るかどうかです。まさに世界に通用する企業でなけれ

ば生き残れないのです。協和発酵キリンへの選択も、

協和発酵とキリンファーマが単独で展開する事業を統

合することによって、事業環境の変化を上回るスピード

をもった積極果敢な攻めの経営を進めるためです。

グローバルトッププレイヤーをめざして

協和発酵キリンは、協和発酵が1981年ごろからいち早

くモノクローナル抗体に着目し一貫して長い年月をか

け研究開発に取り組んだ結果、抗体医薬の領域では世

界的に優位な立場にあります。また、キリンファーマの

完全ヒト抗体を効率的に作製するKMマウス技術と協

和発酵のポテリジェントやコンプリジェントという強

活性抗体作製技術を組み合わせることにより、強活性

のヒト抗体を作製できるという先進性をより高めた会

社となりました。抗体医薬が注目を集めている今だか

らこそ、グローバルトップになるチャンスも高まります。

社長メッセージ

はじめに

協和発酵キリングループ
2008－2010年度中期経営計画 数値目標

2008年度 2009年度 2010年度 2008年度 2009年度 2010年度

4,900 4,920
5,130

医薬

バイオケミカル

化学品

食品

その他

（億円） （億円）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

570
523

633

0

100

200

300

400

500

600

700

連結売上高 連結営業利益
（のれん償却後）
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協和発酵では、抗体医薬における糖鎖の重要性に注目し、糖鎖のフコース制御技術の開

発および実用化を行ってきました。そのなかで、現行の抗体医薬はフコース修飾され

ているために最大活性を発揮できていないことが分かりました。抗体糖鎖のフコース

制御技術であるPOTELLIGENT®技術を利用した抗体医薬（KW-0761およびBIW-

8405）の第Ⅰ相臨床試験では、標的細胞に対する飛躍的に高い殺細胞活性が

確認されました。POTELLIGENT®技術は、国内外の大手製薬会社やバイオ

テクノロジー企業（Genentech社、Biogen Idec社、MedImmune社、Medarex社、

GlaxoSmithKline社、UCB社、武田薬品工業、Novartis社など）にも導出され、次

世代抗体医薬の開発に使われています。また、われわれは、抗体依存性細胞

傷害活性（ADCC）を高めるPOTELLIGENT®技術以外にも、抗体医薬の薬効

の発現に重要なもう一つの薬理活性である

補体依存性細胞傷害活性（CDC）を高める

COMPLEGENTTM技術の開発にも成功してい

ます。キリンファーマとの統合によりヒト抗体

産生マウスの医薬開発への応用も可能となりま

す。今後もこれら技術を積極的に利用することで、

より多くの治療効果の高い抗体医薬品を患者さんに

お届けしたいと思います。

キリンファーマでは、がん、腎臓疾患、免疫疾患を重点領域として、抗体医

薬、細胞医療、低分子医薬の研究開発に取り組み、抗体医薬を支える技術

として、完全ヒト抗体を産生するＫＭマウスの作製に成功しました。この

KMマウスは、大きなヒト抗体遺伝子をマウスに導入するキリンファーマ

独自の方法と、米国Medarex社の技術を融合させることで生み出した、ヒ

ト抗体産生マウスの分野では世界最高レベルの技術です。また、われわ

れは、この技術を自社内の抗体医薬開発に利用するとともに、全世界の

製薬会社やベンチャー企業などに幅広く提供しています。ヒト遺伝子

の全配列の解析など、ゲノム（全遺伝情報）科学の進歩によりヒト抗

体医薬のターゲットが広がり、今後、ヒト抗体医薬の市場

は大きく伸びることが期待されています。

　協和発酵との戦略的提携では、両社の有する

抗体技術を融合することで創薬力および抗体医薬分野で

のプレゼンスを向上させ、新規抗原の獲得機会を拡大することが期待で

きます。提携によるシナジーを最大限生かし、医薬品の効率的な創出を

めざします。

グローバル・スペシャリティファーマへの挑戦

協和発酵キリンが拓く抗体医薬の未来

特 集   1

 最先端のバイオテクノロジーで次世代の抗体医薬を開発  世界最高レベルの技術シナジーで創薬力を向上
協和発酵工業 医薬研究センター抗体研究所 所長★2  佐藤 光男
（現 協和発酵キリン 抗体研究所 所長）

キリンファーマ フロンティア研究所 所長★2  石田 功
（現 協和発酵キリン フロンティア研究所 所長）

キリンファーマ

協和発酵

協和発酵キリン 抗体技術開発 初期臨床パイプライン 後期臨床パイプライン バイオ医薬品製造 販　売

初期臨床
パイプライン

バイオ医薬品
臨床試験用／
商業製造

抗体技術開発 初期臨床
パイプラインポテリジェント

コンプリジェント

KMマウス
   EXPOCシステム★1

抗体技術開発

医薬品のバリューチェーンと合併によるシナジー効果

★1  EXPOCシステム（Express Pocシステム）：機能未知タンパクの生体機能高速探索技術

★2  2008年10月1日以前の所属、役職を示しています。
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MR1,400名体制による情報提供活動
MR=Medical Representative 医薬情報担当者

発酵製品のリーディングカンパニーとして特 集   2 特 集   3

福島第1営業所は、9名のMRで福島県の病院を担当しています。県の医療圏は7地区に

分かれていますが、人口の多い郡山市、福島市、会津若松市、いわき市にがん拠点病院や

急性期疾患を診る基幹病院が多くあるためこのエリアを中心にMR活動を行っていま

す。また県が広いため遠い病院は営業所から2時間以上かけて訪問しています。

　MRの役目は自社開発品の情報をより多くのドクターに正確に伝え、製品の効果的な

使用を通して多くの患者さんとドクターに満足していただくことです。現在、病院市

場を取り巻く状況は、訪問規制、開業に伴う勤務医の減少、過疎化の進むエリアの病

院では診療科の廃止など非常に厳しくなっています。しかし、皆で積極的に前向き

にモチベーションを上げて取り組むよう努力しています。

　MR活動をしている時にドクターとの信頼関係が今以上にアップできるチャンスが

必ずあります。そのチャンスを見逃さずにスピードを意識したMR活動を心がけ、患

者さんの満足度を高めることにより地域医療に貢献できるよう皆で頑張っていきます。

シトルリンは私たちの体の中にある遊離アミノ酸のひとつで、1930年に日本

人によりスイカ果汁から発見され、スイカに多く含まれることが知られていま

す。体の中では一酸化窒素（NO）産生にかかわり、血管拡張作用や血流促進

作用など、体の“めぐり”を改善する働きを持っています。この“めぐり”を改

善することにより、新陳代謝を促進し、冷え改善、肌質改善、血管の健康維持な

ど現代人の生活健康課題が改善されることが期待されています。

　シトルリンは、日本で食品素材として使用可能となる前から、米国で

はスポーツサプリメントとして、欧州では30年前からシトルリン–リ

ンゴ酸塩がOTC薬（一般の薬局・薬店で売られている薬）として

流通しています。日本では発売開始から日も浅く、まだなじみの薄

い素材です。“めぐり”を改善し、私たちの健康に貢献できるシトルリ

ンの良さを多くに方々に知っていただきたく、協和発酵バイオでは､

「シトルリン代謝向上研究会」に協賛し、啓発活動を行っています。

2007年10月には日本初のシトルリン配合の健康食品の販売が始

められ、今後、シトルリンが食品素材として広く人々の健康維持に貢

献することを期待しています。

「シトルリン代謝向上研究会」   http://www.citrulline.jp/

患者さん満足度を高め地域医療に貢献

営業所でのミーティング

最新資料の整理

協和発酵キリン 東北支店 福島第1営業所 所長  戸川 喜正

「発酵シトルリン協和」の供給をスタート
2007年8月、厚生労働省の通達によりL-シトルリンが国内で食品素材として使用可能

となりました。この通達を受け、2007年9月より独自の発酵技術により開発した高純

度シトルリン「発酵シトルリン協和」の供給を開始しました。

防府工場の発酵槽

H2N

CO2H

O

N
H

NH2

L-citrulline

協和発酵バイオ ヘルスケア商品開発センター  木崎 美穂
H2N

CO2H

O

N
H

NH2

L-citrulline新素材の供給で
現代人の健康改善を期待

協和発酵キリンの主要製品

持続性赤血球造血刺激因子製剤
「ネスプ®」

ヒト エリスロポエチン製剤
「エスポー®」

アレルギー性疾患治療剤
「アレロック®錠」

高血圧症・狭心症治療剤
「コニール®錠」
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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

企業倫理・コンプライアンス

コーポレート・ガバナンス（企業統治）の基本的考え方

2007年10月にキリングループとの戦略的提携を行い、

2008年10月にキリンファーマと合併し、協和発酵キリン

が発足しました。協和発酵キリンの ｢バイオテクノロジー

を基盤とし、医薬を核にした日本発の世界トップクラスの

研究開発型ライフサイエンス企業をめざす｣というビジョ

ンを実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備

し、必要な施策を実施しています。また、継続的に企業

価値を向上させるために、経営における透明性の向上と

経営監視機能の強化が重要であると認識し、コーポレー

ト・ガバナンスの充実に努めます。

　また、協和発酵キリンは、キリンホールディングスのグ

ループ運営の基本方針を尊重しつつ、自主性・機動性を

発揮した自律的な企業活動を行うとともに、引き続き上

場会社としての経営の独立性を確保し、株主全体の利益

最大化および企業価値の持続的拡大を図ります。

コーポレート・ガバナンスと内部統制の強化

協和発酵キリンの経営機関制度は、会社法で規定されて

いる株式会社の機関である取締役会と監査役会を基本

としています。2008年10月1日現在、取締役7名のうち1名

は社外取締役、監査役5名のうち4名は社外監査役で構成

されています。監査役は、監査役会で策定された監査方

針に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出

席や業務および財産の状況調査を通して、取締役の職務

執行を監査しています。また、効率的な経営判断、迅速な

意思決定を目的としたグループ経営会議の設置、執行役

員制の導入を行うとともに、経営体質の強化と経営の透

明性・健全性の向上を目的にアドバイザリー・ボード（社

外アドバイザー4名）を設置しています。

　また、業務の適正を確保するための体制（いわゆる内

部統制システム）の整備方針、整備状況を取締役会にて

定期的に確認し、体制の整備を継続して進めるとともに、

内部監査の統括機能である監査部が、監査役と連携をと

りながら、協和発酵キリングループにおける業務執行状況

を、法令定款の遵守と効率的経営の観点から監査し報告

するとともに、改善・効率化への助言・提案などを行って

います。

社内委員会によるリスク対応

経営課題に関する基本方針の審議や内在するさまざま

なリスクに対応するため、各種社内委員会を設置していま

す。委員会の活動内容は定期的に取締役会に報告されま

す。社内委員会の概要は以下の通りです。

•  グループリスク管理委員会 ： 会社経営上想定されるリス
クを把握し、全社的な視点でのリスクの評価および対応を
実現するため、グループ全体のリスク管理を審議する。

•  グループ企業倫理委員会 ： 広く社会の信頼を得るため、法
の遵守、倫理の確立・高揚を図り、企業活動の健全性およ
び適正性を審議する。

•  グループ環境安全委員会 ： 社長の諮問機関として、環境
保全と安全の基本方針を審議する。

•  グループ品質保証委員会 ： 社長の諮問機関として、品質保
証に関する基本方針を審議する。

•  情報公開委員会 ： 情報活動の基本方針および情報公開に
関する重要事項を総合的に審議する。

•  財務管理委員会 ： 効率的な財務活動およびそれに伴って
生ずるリスクを審議する。

•  情報セキュリティ委員会 ： 保有する秘密情報の保護およ
び取り扱いの基本方針を審議する。

基本方針・推進体制

協和発酵キリングループでは、法令遵守を経営上の最重

要課題と位置づけ、体制の整備や教育・啓発活動を通し

て企業倫理の確保とCSR（企業の社会的責任）に対する

意識の向上を図っています。

　「グループ企業倫理委員会」を中心に行動基準などの

ルールを制定、また、内部通報制度である「ホットライン」

を設置しました。さらに、専任組織として「企業倫理室」

を置き、グループ全体の企業倫理やコンプライアンス確保

に取り組んでいます。推進体制は以下の通りです。

ホットラインの設置・運用

ホットラインは、グループの役員、社員に限らず、臨時、パー

ト、派遣社員も利用できる制度で、万一、社内で法令や倫

理に違反する行為などが行われている、あるいは行われ

ようとしていることを発見した場合に、速やかに解決する

ために、直接、企業倫理担当役員へ通報する制度として

スタートしました。また外部弁護士や企業倫理室への

通報ルートも設置し、通報手段も増やすなど、より使い

やすくなるよう改良を重ねています。

　また、通報先などを明記した携帯タイプのカードをホッ

トライン利用対象者全員に配布したり、ポスターを社内に

掲示するなどして、ホットラインを

利用しやすい社内環境作りにも力

を入れています。

教育・啓発活動

役員を含む全員が、企業倫理の重要性を認識し、正しい

知識を身につけるため、教育・啓発活動に力を入れていま

す。現在は、以下の教育を「3本柱」とし、それぞれ年に1回、

実施しています。

• 企業倫理講演会 ： 
役員、事業場長、部長、その他希望者を対象とし、テーマに合わ
せ、弁護士、大学教授などに講師を依頼しています。また、講演
をDVDに収め、各事業場でも視聴会を実施しています。

  《2008年実施の企業倫理講演会》
  テーマ　消費者コンプライアンスと企業倫理（2月7日）
  講　師　中島経営法律事務所　浅見隆行弁護士

  テーマ　組織の品格、個人の品格（5月8日）
  講　師　昭和女子大学学長  坂東眞理子先生

• 企業倫理説明会 ： 
全役員、従業員、および一部の関係会社を対象として、事業場単
位で行う集合教育。毎年テーマを変え、企業倫理室が実施して
います。

• e－ラーニングによる教育 ： 
全役員・従業員、および一部の関係会社を対象とした、ケース
スタディ中心の教育で、昨年度は4,660名が受講しました。ま
た、自身の日常の行動を振り返ってもらうための「倫理チェッ
ク」（モニタリング）も、年に1回、このｅ－ラーニングシステムを
利用して実施しています。

　その他、各部署単位でも、関係法令やルールなどの教育

を継続して行っています。

社内ホームページの充実

社内ホームページに企業倫理室のホームページを開設

し、企業倫理に対する考え方や倫理体系、ホットラインの

紹介など、必要な情報を掲載しています。また、最近話題

になっているニュースを取り上げ、企業倫理室のコメント

などを付け加えた「企業倫理ニュース」を、月に1回、発信

しています。

執行組織

アドバイザリー・ボード監査役会

関係会社社長会

・グループリスク管理委員会
・グループ企業倫理委員会
・グループ環境安全委員会
・グループ品質保証委員会

・情報公開委員会
・財務管理委員会
・情報セキュリティ委員会

内部監査

監査

会計監査

助言

助言

社内委員会

会
　
計
　
監
　
査
　
人

顧
問
弁
護
士
・
税
理
士 

他

株　主　総　会

取締役会

社　　長

グループ経営会議
執行役員会

機能部門
事業部門
協和発酵バイオ（株）

協和発酵ケミカル（株）
協和発酵フーズ（株）
グループ各社

監　査　部

取締役会

企業倫理担当役員（企業倫理委員会委員長）

グループ企業倫理委員会
（監査役、グループ企画部長、人事部長、法務部長、
医薬営業本部長、各事業部門の企画管理担当部長、

監査部長（オブザーバー））

一般社員、嘱託・臨時・パート・派遣社員

各職場の管理職

法務部企業倫理室（企業倫理委員会事務局）

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

教育・啓発報告・相談

指示報告

教
育
・
啓
発

■ コーポレート・ガバナンス組織図

昭和女子大学学長  坂東眞理子先生による講演

ホットラインの周知ポスター
「あなたの勇気で生まれ変わる」
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株主・投資家の皆さまとのかかわり

協和発酵キリングループは、投資家向け広報活動

（IR:Investor Relations）を経営の重要課題と位置づけて、

情報の適時、適切、公平な提供に努めています。多くのス

テークホルダー（お客さま、従業員、社会、株主・投資家な

ど、企業を取り巻くあらゆる利害関係者）の皆さまに役立

てていただけるよう、ディスクロージャー・ポリシーを制

定し、グループについてのさまざまな情報の提供に努め、

誠実で透明性の高い経営をめざしています。

■ 説明会の開催

機関投資家、証券アナリストおよびマスコミの皆さまを対

象に、社長自ら業績および経営方針を説明する年次決算

注： 2008年4月1日付けで、キリンファーマ（株）との株式交換により発行済
株式の総数は576,483,555株、キリンホールディングス（株）の持株数
は288,819千株となっております。

ディスクロージャー・ポリシー

協和発酵キリンは、株主、投資家の皆さまに対し、透明性、

公平性、継続性を基本に、金融商品取引法および東京証券

取引所の定める適時開示規則に準拠した迅速かつ正確な

情報の開示を行うほか、当社の判断により当社を理解して

いただくために有効と思われる情報につきましても、タイム

リーかつ積極的な情報開示に努めます。（2008年10月改訂）

■株主構成（2008年3月末、協和発酵）

および中間決算の説明会を行っています。同説明会に出席

できない方には、協和発酵キリンの株主・投資家の皆さま

向けホームページから説明会の模様を聴取できます。また、

社長をはじめ、担当役員は、常日頃より、積極的な情報開示

に努めており、海外の投資家訪問も毎年行っています。

株主・投資家さま向けホームページ

http://ir.kyowa-kirin.co.jp/

■■  株主・投資家の皆さま向け報告書

「株主のみなさまへ」、「アニュアルレポート」
「株主のみなさまへ」（旧事業報告書）と題する報告書を年2

回、株主の方々に送付するとともに、株主以外の投資家の皆

さまにもご覧いただけるように、株主・投資家の皆さま向

けホームページに掲載しています。また、海外の投資家の

皆さまに向けた英文のアニュアルレポート（年次報告書）を

配布しています。さらにアニュアルレポートの英語版、日本

語版ともにホームページに掲載しています。

お取引先さまとのかかわり

■ グリーン調達指針

協和発酵キリンが調達する原材料、部品、事務用品、設備

などのお取引先さまを対象としたグリーン調達指針を

2008年8月に見直ししました。従来の環境経営活動評価

項目に加えて購入品の環境配慮項目に省エネルギー・省

資源への配慮、再生された材料および再生品使用比率の

高い材料の使用、廃棄処理･処分が容易である、再資源化

を容易にするための素材の使用などを加え、製品の環境

への配慮を重視しました。

決算説明会の様子（2008年4月30日）

その他法人
32.45%
（830名）

金融商品取引業者
2.22%（92名）

金融機関
29.94%
（108名）

外国人
16.83%
（344名）

個人
18.56%
（49,532名）

計 399,243,555株（50,906名）

信頼性保証本部のミッション

信頼性保証本部は、研究・開発の各種申請資料の信頼

性確保、工場で生産する医薬品の品質確保、適正使用を

めざした安全性情報の収集と適正使用情報の伝達に至

るまで、お客さまの安全と安心を提供する要の部署とし

て、製薬会社としての信頼性にかかわる重要な役割を果

たしています。グローバルな視点での医薬品の信頼性

確保がますます重要になってきており、協和発酵キリン

の信頼性保証本部のミッションとして「グローバル・ス

ペシャリティファーマに相応しい優れた品質と確かな情

報」を掲げました。

医薬品の品質と安全性の確保

医薬品を販売する製薬会社は、総括製造販売責任者を設

置し、品質管理の基準（GQP）と製造販売後安全管理の

基準（GVP）に基づいて適切に市販後の品質管理と安全

管理を行うことが薬事法で義務づけられています。薬事

法などに違反すると、業許可の取り消し、もしくは、業務の

一部または全部の停止を求められることになります。協

和発酵キリンにおいては、下図のような体制で各部門の

密接な連携のもと、医薬品の品質と安全性の確保に努め

てまいります。

グループ品質保証

協和発酵キリン株式会社
医薬

バイオケミカル 化学品 食品

信頼性保証本部

品質保証部

品質保証部門

工　場

品質保証部

品質保証部門

工　場

環境保安・品質保証部

品質保証部門

工　場

品質保証部

品質保証部門

工　場

協和発酵バイオ株式会社 協和発酵ケミカル株式会社 協和発酵フーズ株式会社

グループ品質保証・
環境安全部

厚生労働省・独立行政法人医薬品医療機器総合機構

協和発酵キリン株式会社 信頼性保証本部

総括製造販売責任者

安全管理実施部門（支店など）

安全管理実施責任者

安全管理情報収集・伝達

医療関係者（医師、薬剤師など）

安全管理統括部門

安全管理責任者

品質保証部門

品質保証責任者

品質情報など
報告・回答

品質情報
提供、指示など

製造業者
自社
他社

連携

報告指示・指導

■ 医薬品の品質・安全性を確保する体制

■ 品質保証におけるトリプルチェック体制

社会的責任投資（SRI）指標への組み入れ

協和発酵は、世界の代表的

な社会的責任投資（SRI）

指標である「FTSE4Good 

Index Series」に組み入れ

られています。

「FTSE4Good Index Series」
への組み入れ証

コーポレート・ガバナンス

医薬品を安全にお届けするために

コーポレート・ガバナンス

株主･投資家の皆さま･お取引先さまとのかかわり

協和発酵キリングループは医薬、バイ

オケミカル、化学品、食品の4つの事

業分野で構成されており、製造拠点

（工場）ごとの品質保証部門、事業分

野ごとの品質保証部門、グループ全体

のサポート部門としてのグループ品質

保証・環境安全部とトリプルチェッ

ク体制があり、品質保証システムが

健全に機能していることを確認して

います。
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社会的パフォーマンス

地域社会とのかかわり（協和発酵）

レスポンシブル・ケア（RC）地域対話

堺工場は堺・泉北会員企業6社と共同で堺・泉北地区RC

対話集会を2年ごとに開催しています。第6回対話集会は

三井化学（株）大阪工場で開催され、自治会、地区学校関

係者、行政の皆さまならびに企業関係者など約80名が参

加しました。工場見学や会員企業による環境への取り組

みの説明の後、地域の皆さまから臭気などの環境対応や

化学工場の安全性、工

場見学会対応などにつ

いての質問もあり、各

企業の環境・保安や地

域対応に対する取り組

みが紹介されました。

理科実験教室

富士工場では、近隣地区の小学4～6年生・中学生を対象

に“科学実験の楽しさを体験しよう”と題し、夏休み・春

休みを利用した「理科実験教室」を開催しています。研

究員が先生になり、たまねぎや自分の細胞を顕微鏡で覗

いたり、スライムを作ったりしました。

　実験教室が終わった後、「富士工場ものしり博士認定

証」を受け取った子供たちは、「また来たい」と笑顔いっ

ぱいでした。

バイオアドベンチャー実験室

2000年からバイオフロンティア研究所では出前理科実験

教室（バイオアドベンチャー実験室）を開催してきました。

2007年度は5つの学校・施設を訪問し、微生物の顕微鏡

観察・DNAの抽出・免疫反応

を利用した発色実験などの体

験学習を含む授業を行いまし

た。また、2007年度は従

業員の子供たちにも実

験教室を開講しました。

梅の実狩り

協和発酵フーズ土浦工場では、協和農園で管理している

梅林の梅の実狩りに近隣の皆さま総勢50名をご招待し、

大きく実った梅の実の収穫を箱いっぱい楽しんでいただ

きました。2時間ほどの地域の方々への開放でしたが、地

域とのかかわりを深める

土浦工場ならではの企画

として、今後も恒例行事と

して取り組んでいきたい

と思います。

（財）加藤記念バイオサイエンス研究振興財団

協和発酵の創業者である加藤辨三郎の遺志を継ぎ、独創

的かつ先駆的研究をめざす若手研究者を対象にバイオサ

イエンス分野の研究支援を幅広く行っています。2007年

度は28件の研究助成などを行いました。詳細はホーム

ページに掲載しています。

http://www.katokinen.or.jp/

（社）日本経済団体連合会 1%（ワンパーセント）クラブ

日本経団連が提唱する、経常利益の1%相当額以上を社

会貢献活動に支出する活動に協和発酵キリンも継続して

参加しています。2008年5月に発生したミャンマー・サイ

クロンと中国・四川大地震では、被災者救済活動支援の

ため、日本赤十字社経由で寄付を行いました。また、現地

の北京駐在員事務所や協和発酵(香港)有限公司なども同

地震への支援を行いました。

ＷＷＦジャパン

ＷＷＦは1961年に設立された約100カ国で活動する世界

最大の自然保護NGOで、森林、淡水生態系、海洋、野生動

物、地球温暖化、有害化学物質の6テーマを重点課題とし

ています。ＷＷＦの活動はすべて、一般の個人・法人から

の寄付に支えられており、協和発酵キリンも法人会員とし

て支援していきます。

点字カレンダーの配布

協和発酵は1994年から毎年、視覚障害者のための点字カ

レンダーを作成して全国の盲学校へ無償で配布する活動

を続けてきました。ハナア

ブなど12種類の家のまわり

の生き物を描いた2008

年版カレンダー

は全国の盲学校

71校に約4,000部

をお届けしました。

「トコトンやさしい発酵の本」を発刊（2008年7月）

私たちの生活のありとあらゆる場面に関係している“発酵”。

醤油や味噌といった食品から、洗剤、医薬品にいたるまで、いろ

いろなものに発酵で作られたものが使われています。協和発酵

の研究員たちがこの発酵の世界をわかりやすく解説した本が日

刊工業新聞社から発刊されました。

春のある国に
生まれてよかったと
思えますように。

花粉症と闘うあなたを、
医薬の力で応援します。
協和発酵です。

がんと闘うと決めた
あの人の心が、
折れませんように。

健康な細胞に影響の少ないがん治療を実現する
「抗体医薬」の研究開発を進めています。

私たちは協和発酵です。

企業広告（テレビCM）／「花粉症編2008」・「いつか、あの人のために編」をリリース

協和発酵は2008年1月に「花粉症編2008」、6月に「いつか、あの人のために編」のテレビCM放映を開始しました。医療

用医薬品の研究開発、製造・販売を通じて、花粉症やがんといった病気と闘う多くの人に貢献していきたいという願い

をお伝えしています。2007年の広告に起用し話題となった、竹内まりやさんの「人生の扉」をこの2本のCMでも使い、優

しさの感じられる映像をお届けしました。協和発酵キリンもこの企業姿勢を変えずに持ち続けていきます。

「花粉症編2008」 「いつか、あの人のために編」

堺・泉北地区RC対話集会
（2008年1月29日）

梅の実狩りの様子

バイオアドベンチャー号

発色実験の体験学習

春休み子供理科実験教室

いた2008

部

。
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社会的パフォーマンス社会的パフォーマンス

社員とのかかわり（協和発酵）

社員研修体系

課題・スピード達成型、事業と個人の自立型、外向、開放

型といった風土をめざし、人材育成にも力を注いでいま

す。研修体系は、図の通り、階層別研修、幹部マネジメン

ト研修、社員能力向上支援制度に大別され、これ以外に

もビジネススキルアップをはじめ、各事業別にも数多く実

施しています。人材育成は、最重要経営課題のひとつとし

て一層強化していく方針が示され、全社員を対象にした研

修プログラムのさらなる進化をめざしています。

MAP制度（Mission & Action for the Progress）

仕事のPDS（Plan-Do-See）サイクルを適正に回し、スピー

ド感を持って課題を達成していくマネジメントを強化す

るために、従来の能力開発制度を抜本的に改革し、2005

年4月より、MAP（マップ）制度というマネジメントツール

を導入しました。同制度は、①仕事のゴールを明示する、

②期待される仕事への取り組み方を明示する、③それら

の結果がどうであったか評価をきちんと説明し、上司と部

下で共有する仕組みであり、上司と部下で十分にコミュ

ニケーションをとりながら、仕事を進める上でのツールと

して活用しています。MAP制度の定着を通して、「組織と

しての成果実現」と「人材育成」の加速を図ります。

アクティブチャレンジ制度（社内公募制度）

全社員を対象に社内公募制・社内フリーエージェント

（FA）制を実施しています。求人内容および求職内容を

社内ホームページに掲載し職場のニーズと社員の希望に

マッチした人材活用を図っています。

表彰制度

著しい業績を上げた社員には社長賞、発明報奨をはじめ

各種表彰制度があります。この制度の中で環境、安全お

よび品質面で著しい貢献のあった社員も表彰されます。

次世代育成支援対策

従業員の子育てを少しでも支援したいという考えのもと

に、労働組合と共同して行動計画を作成し、順次検討、実

施しています。

● 育児短時間勤務制度の充実（2007年実施）

 ●  社内制度の積極的な周知・情報の提供・相談体制の

整備（2007年実施）

● 子育てサービス費用の援助制度（2008年実施）

● 育児休職制度の適用期間延長（2008年実施）

● 育児休職者フォローツールの導入（2008年実施予定）

障害者雇用

協和発酵の障害者雇用率は、2.02%（2007年6月）であり、

障害者雇用促進法の基準（1.8%）を満たしています。ま

た、障害者の雇用数は85名（2008年3月／重度障害者1名

につき2名分と換算）であり、障害者雇用調整金を受給す

る予定です。今後も引き続き個人の適性やライフスタイ

ルに合わせた職場環境の整備を進めていきます。

労使協議制

労使ともに、労使協議制が労使関係の基本をなすもので

あるとの共通認識に立ち、まずは十分な協議により問題

解決の努力をしようという点で一致しています。労使協

議の代表的なものとしては、会社の業務運営方針などに

ついて協議する中央および事業場経営協議会、組合員の

給与および労働条件などを協議する給与委員会があり

ます。重要な経営課題については、随時経営協議会や給

与委員会を開催し、労使間の円滑なコミュニケーションを

図っています。雇用維持のための事業の存続、発展に向

けて、労使協議の精神で取り組んでいます。

メンタルヘルス推進活動

メンタルヘルスを重視した「生き生き職場づくり施策大

綱」にもとづき、4つのケア（セルフケア、ラインによるケア、

産業医・保健スタッフによるケア、外部活用のケア）によ

り総合的な対策を2007年から推進しています。メンタル

ヘルス保持増進のため、ラインケア研修・セルフケア研修

の実施や全従業員のストレス診断を行い、従業員個人の

ストレス対策が取れるようフィードバックを行っています。

現在、社員35名が産業カウンセラー資格を取得し、メンタ

ルヘルス推進者として事業場で活動しています。その他、

メンタルヘルスホームページの開設や健康管理ファイル

を従業員へ配布しPRも積極的に行っています。

階層別研修
幹部マネジメント

研修
社員能力
向上支援制度

経営幹部

新入社員
内定者

評価者研修

新任管理職研修

被評価者研修
リーダーシップ研修
ファシリテート研修
戦略基礎研修
キャリア開発研修
ロジカル応用研修
次世代リーダーシップ研修
ロジカル基礎研修

新入社員研修

内定者研修

外部派遣研修
経営戦略研修

海外留学制度
通信教育制度
英会話制度
TOEIC受験制度

社長賞受賞記念撮影（2008年7月9日）

協和発酵キリン
人事部 給与厚生グループ  

河井 美智

本社では、「メンタル不調になる人を防ぎたい」とい

うねらいで、セルフケア説明会を16回開催しました。

一人ひとりに、ストレスとうつ病について理解を深め

てもらう、そして、心の病の予防法、早期発見する方

法、不調になってしまった後の対応方法を知ってもら

うという内容です。説明会では、性格分析（交流分

析のエゴグラム）結果に一番反応があったように思

います。今回は初年度でしたので、心の健康を守る

テクニック、心の病の兆候に早く気づく、各相談窓口

を活用していただくことなど、説明会に参加された

方が心の健康について何か気づきを感じていただけ

たらうれしく思います。

　近年「自分の健康は自分で守る」という意識が随

分と広がってきています。体と同じように、心の健康

を守るためにはどうしたらよいかを考え、一人ひとり

が心の健康を維持する方法を見つけることに積極的

に取り組んでいただければと思います。

　なお、説明会アンケートでは、「もっと早くこの説明

会を行ってほしかった」、「会社のサポート体制が手

厚いことに驚いた」という声から、「もっと深く踏み

込んだ研修にしてほしい」などさまざまなご意見を

いただきました。この生の声は、次回のラインケア

研修・セルフケア研修に役立てていきます。

　心も体も健康で、いきいき働ける職場にしましょう。

メンタルヘルス・セルフケア推進活動

中央経営協議会
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安全衛生マネジメントシステム

グループでは年度環境安全方針、目的・目標、計画を定め

て、リスクアセスメントを中心とした安全活動を展開して

います。活動の進捗状況を毎年の安全監査でチェックし、

監査結果を環境安全委員会で経営層に報告し、次年度の

活動方針に反映しています。

　2007年度は主要生産・研究事業場の環境安全担当者、

設備担当者に機械の包括的な安全基準の教育を行い、設

備設計段階でのリスクアセスメントを導入しました。本

社による環境安全監査では、設備設計にアセスメントの

結果を反映させリスク低減に取り組んでいることを確認

しました。

災害統計

2007年度の協和発酵、協和発酵ケミカル、協和発酵フー

ズ、協和メデックスの休業災害は3年連続でゼロ災害を達

成し、化学業界でトップクラスの水準を維持しています。

また、グループ会社を含む休業災害は1件でした。

 ★1 100万延べ労働時間当たりの休業災害死傷者数
 ★2 協和発酵、協和発酵ケミカル、協和発酵フーズ、協和メデックス

表彰

2006年から2007年の主な表彰、無災害記録は以下の通

りです。

2007年度
■ 中央労働災害防止協会「業種別無災害最長記録証」
 （有機化学工業製品製造業）
 協和発酵ケミカル四日市工場（2,342万時間）

2006年度
■ 厚生労働省第1種無災害記録 協和発酵防府工場（620万時間）
■ 中央労働災害防止協会「業種別無災害最長記録証」
 （有機化学工業製品製造業）
 協和発酵ケミカル四日市工場（2,276万時間）
■ 緑十字賞　協和発酵ケミカル四日市工場（個人）　

■ 厚生労働大臣優良賞（安全）協和発酵堺工場

交通安全

協和発酵および協和発酵フーズでは1,153台（2008年3月

末）の営業車を使用し、各販売事業場では全社交通安全

方針のもと交通安全活動に取り組んでいます。2007年度

の過失事故（駐車場での事故を含む）は129件で、前年対

比やや増加となりました。

　環境面では2010年に社有営業車の100％低公害車化

を目標に更新を進め、2007年度はほぼ100％が低公害車

（低排出ガス認定車）となりました。借り上げ私有車を含

めた低公害車の比率は92%です。

社会的パフォーマンス

保安防災（協和発酵）

社会的パフォーマンス

労働安全衛生（協和発酵）

事故・災害ゼロをめざして

グループでは火災、爆発事故を防止するために、リスクア

セスメントを中心とした活動に取り組んでいます。また、

万一の災害に備えて、各事業場では被害を最小限にとど

めるための防災体制を整備し、定期的に各種防災訓練を

行っています。

防災訓練（東京リサーチパーク）

2007年6月の「危険物安全週間」中、町田消防署消防隊

と合同で有機溶剤による火災発生を想定した防災訓練を

開催しました。非常ベルが鳴動後、自衛防災団発令、119

番実通報、屋内消火器による初期消火、消火栓班員による

放水などの訓練を行いました。公設消防隊到着後、煙に

まかれて屋上に逃げ遅れた所員がはしご車で次々と救出

され、救急隊員の介助を受けました。レスキュー隊の救出

訓練に続いて研究所消火栓班も参加し、屋上広告塔に向

けて一斉放水が行われ演習は終了しました。平素からの

たゆまぬ訓練の大切さを所員一同で再確認しました。

大規模地震対策

グループは製造業としての社会的責任、特に医薬品の供

給責任に配慮し、東海地震発生の可能性が示唆された

1970年代から生産･物流拠点の分散化、建物の耐震補強

などの対策を進めてきました。東南海、南海地震あるい

は首都圏直下型地震などのリスクマネジメントの一環と

して販売事業場を含む全事業場に衛星携帯電話を設置し

て、毎月訓練を実施しています。さらに、2007年から地震

発生時の従業員や家族の安否確認システムを本社に導入

して運用を始め、現在、研究所や販売事業場などへの導入

に取り組んでいます。

地震防災訓練（富士工場）

富士工場では東海地震に備えて、毎年11月に防災訓練を

実施しています。2007年度は地震発生後の建物の状況を

調査する建物簡易応急危険度判定士★1の教育を行い、建

物の変形・亀裂、内部の壁の亀裂、天井の変形や異音など

の調査の訓練をしました。建物簡易危険度判定後、防災

団本部は建物内に移動、場内全体図に火災現場、消火隊、

各隊本部、二次避難場所の位置を表示し、全体の被災状

況の把握、分析を行い

ました。今後も有事

に即した実践的な訓

練を計画しています。
★1   応急危険度判定士による講

習を受け、富士工場内で登録
したもの。

物流の安全

化学品あるいはアルコールの輸送における緊急時に速や

かに対応するために、24時間の緊急時連絡体制を整備し

ています。また、イエローカード★2 制度あるいは容器イエ

ローカード制度を導入し、物流･輸送関係者に緊急時の対

応方法を周知徹底しています。2007年度の物流時の事

故はありませんでした。
★2   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（カード）をいいます。
容器イエローカードとは石油缶のように小容量の容器で危険物を輸送する際、容器
のラベルに当該危険物の国連番号および指針番号を表示し、イエローカードの機能
を持たせたもので、日本化学工業協会が推進しています。

協和発酵キリン
堺工場 環境安全室長
（安全管理者）  
山縣 敏明

堺工場は大阪労働局が主唱している「安全管理者『安全宣

言』」を2008年5月から実践しています。この宣言は、安全

管理者自らが職場における災害防止のための目標を設定

し、それを掲示することにより、工場全体の災害防止に対す

る意識啓発を図ることを目的としています。

安全管理者『安全宣言』

 年度 2004年 2005年 2006年 2007年

 社有営業車（台） 682 666 699 698

 低公害車（台） 561 606 663 695

 導入率（%） 82.3 91.0 94.8 99.6

地震発生後の建物の調査

はしご車による救出訓練 一斉放水訓練

イエローカード確認
（協和発酵ケミカル四日市工場）

（年度） ’03 ’04 ’05 ’06 ’07

災
害
度
数
率

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0 全産業（平均）

協和発酵

日本化学工業協会（平均）
0.54

1.83

0.15

0.49

1.78

0.1

0.44

1.85

00 0

0.49 0.48

1.95 1.90

★2

実務担当者へのリスクアセスメントの教育風景

■災害度数率★1の推移
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ステークホルダーミーティング

水源の森づくり活動に寄せる期待

東：昨年からキリンファーマ高崎工場で水源の森づくり活

動を始められました。実際に参加されてどんな感想をお持

ちですか？

濱岡：当初の目的の一つですが、イベントがあると家族連れ

が来て、森林に親しむことができます。木は、実は間伐をし

た方がいきいき育って大きな木になるということを、こうい

う機会がなかったらわからなかったな、というのはあります

ね。水源の森づくり活動をどのように継続するかが課題で

あり、われわれが工夫をしなければいけないと思います。そ

の点、協和発酵と一緒になったときに新しい力が加わります

ので、協力して進められればと思います。

由良：企業の社会貢献活動としての森づくりは、本業などの

観点から必ずしも最優先課題とは思われないケースもあり

ますが、この“水源の森づくり”は企業活動に密接なテーマ

と言えます。あとは、何を目標にするのか、それに向かって

どう計画を立てるのか、継続性の視点に立てばビジネスと

同じ感覚ですよね。水源の森づくり活動は3年半と伺ってい

ますが、計画・目標と言ったときに、当事者も、それを見る側

も、できる限り数字などに具体化した方がわかりやすいし、

目標管理がしやすいと思います。

角田：この活動では、たぶん河川の上流部しか見ていないの

ではないでしょうか。上流部によく管理された山を維持する

ことが、実は「水災害適応型社会」づくりに寄与する活動に

もなってきます。水環境の保全は、たとえば、川が烏川、利根

川、東京湾と流域としてつながっていることを意識しなおす

ことからもできます。社会貢献活動は本業でないというこ

とで、評価機関からの評価が低くなる場合もあるのですが、

どちらが本当は社会に寄与しているのかを考えると、実は大

きな意義のある活動だと思います。

市橋：水源の森づくり活動の主催者としては、道具を使うとき

に参加者にけががなければとか、天気が悪かったらどうしよう

とか、複雑な思いがありますが、まずは3年半きっちりと活動

したいと思います。環境システムはPDCAを回すことによりス

パイラルアップしますので、継続することが一番の要だと思っ

ています。活動の継続も一つの評価指標ですし、参加者が増

えることや、面積が拡大することも評価指標だと思います。

上田：従来の企業の見方では、水は大量使用を抑制する面

と、水をどう汚染させないかということでしたが、水源の森づ

くり活動は、もっとポジティブな感じがします。まだ象徴的

な段階であると思いますが、こういう活動を各工場の流域で

やるという発想が社会にアピールすると思います。世界的に

見たら、水の問題は環境問題の最重要の課題となってきま

す。森林の問題に至っては、日本は戦後、森林管理に失敗し

たという背景から、地域なり企業なりが森林の保全にどう参

協和発酵では、2005年からステークホルダーミーティングを開催しており、
今年は2008年7月3日にキリンファーマ高崎工場を見学していただいた後、開催しました。

入するかについて社会が考えなければいけない時期だと思

います。

宮﨑：その点、企業・市民・行政が、三者のうちのどこかが突

出して活動するのではなく、協力することが非常に重要だと

思います。これまで国あるいは行政主体で担ってきた公共性

をみんなで担っていきましょう、という議論が最近活発に行

われています。水源の森を見学し、群馬県と財団法人の公社

と、キリンホールディングスの三者共同で事業を進めようとし

ていることは大変重要なことだと思いました。

角田：森林伐採体験は都市住民にはすごく人気がありますの

で、案外、参加したいという株主がいるかもしれません。株主

の意識変革や、企業の社会的責任を後押しする株主を育てて

いくことも非常に大事な企業の役割ではないかと思います。

本田：企業を社会的責任を意識する方向に持っていきたいと

活動をされている株主や投資家の方々の思いもあり、その中

で企業がどう進んでいくのかは大事なことです。社会貢献に

ついては、企業が地域活動の中で単独に行うこともあります

が、地域の企業と企業とのつながりや、川の上流から下流ま

で、さらに海に行って漁業と連携するというような多様な流

れがくるのかもしれません。協和発酵は素材型企業なので、

社内外に対して、企業の目標やめざすものを伝えることがあ

まり上手でない面もあったと思います。一方、消費材を扱う

キリングループは、自分たちの活動をアピールすることが上手

ですし、今後、協和発酵キリンという新しい会社の中で、社会

貢献を一緒に考えていければと思います。

工場の環境活動について

角田：合併によって、協和発酵とキリンファーマの環境マネ

ジメントシステムの相乗効果をどのようにあげていく予定で

しょうか？

東：実は、目標・目的が決まった段階で、交流はこれからです。

協和発酵ではマネジメントシステムの構築は工場主体です。

研究所のマネジメントシステムはなかなか難しいんですが、

全社統合システムとして進める方向が決まっています。協和

発酵キリンの一番の課題は、CO2をどうやって減らすかだと

思います。医薬業界は、1990年から非常に成長した産業な

ので、1990年比で削減する目標は難しい目標です。事務部門

の昼間電力を再生可能エネルギーでまかなうなど工夫してい

きたいと思います。

市橋：高崎工場は1990年から操業です。2001年にISO14001

認証を取得したときは、ボイラー更新も兼ね、燃料を重油か

らガスに切り替えました。温室効果ガスの排出抑制はこの

時からの謳い文句でした。実は、高崎の地は全国でも晴天率

が高く、プラント全部を稼働させる電力にはならないかもし

れませんが、再生可能エネルギーを少しずつ増やすことは可

能だと思います。

宮﨑：医薬品の工場では市民の方にとっては安全性が重要に

なってくると思います。ビールなどは身近な製品ですが、医薬

品となると、安全性がどうなのか、どういうふうに作られ、管

理されているのかというのが市民にわかりにくいと思います。

こちらの工場ではどのようなかたちで意識されていますか？

市橋：この高崎工場を作るときには、地域住民の方々に説明

会を実施しました。当工場は化学合成によって医薬品を作

る工場ではなく、バイオテクノロジーを応用した、動物細胞を

使って医薬品を製造する工場ですので、遺伝子組み換えを

行った動物細胞が工場外へ出るということを徹底して防いで

います。工場から出る排気については高性能フィルターを設

置し、排水についても生物の活性を無くすために、蒸気吹き

込みやアルカリ投入で、必ず不活化する工程を入れています。

廃棄物においても滅菌処理を施してから排出しています。

角田 季美枝さん
バルディーズ研究会
運営委員

市橋 肇
キリンファーマ 
高崎工場長★

濱岡 秀彰
キリンファーマ 
高崎工場 環境室長★

東 眞幸
協和発酵工業
品質保証・環境安全部長★

本田 健志郎
協和発酵工業
コーポレートコミュニケーション部
マネジャー★

上田 昌文さん
特定非営利活動法人
市民科学研究室代表

由良 聡さん
特定非営利活動法人
バプリックリソースセンター
シニアフェロー

宮﨑 文彦さん
千葉大学大学院 
公共研究センター 
COEフェロー

社会的パフォーマンス

★ ステークホルダーミーティングを開催した2008年
7月3日時点の所属、役職を示しています。
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環境パフォーマンス社会的パフォーマンス

さらに、遺伝子組み換えを行った動物細胞は、工場外の一般

の環境では生存できないというデータをご説明しました。

濱岡：工場ができ上がった後も市民の方々に定期的に見学し

ていただき、周辺の環境美化やゴミ拾いに一緒に参加するな

ど、地域住民の方 と々コミュニケーションをとっています。

グローバル・スペシャリティファーマをめざす協
和発酵キリンの課題

本田：2008年10月1日から協和発酵キリンという新しい会社

ができます。主眼は医薬事業の統合で、抗体技術などバイオ

テクノロジーを得意としている協和発酵とキリンファーマが

一緒になって、グローバル・スペシャリティファーマをめざす

ということです。また、医薬以外でもキリングループは飲料や

食品などを広く展開し、協和発酵グループもアミノ酸などの

健康食品素材や調味料事業などを得意分野としており、両グ

ループには重複する事業があります。これらの中でも食品事

業については、事業統合してシナジーをめざすことが決まっ

ています。企業は得意な分野を伸ばし、社会の中で存在価値

を訴えていかないといけないと思います。

市橋：中国には「医食同源」、韓国には「薬食同源」という言

葉があります。食と健康に貢献するというのは、協和発酵も

キリングループも同じだと思います。「医」も「薬」も「食」も

すべて日常の人間の生活にとって必要なものであり、トータ

ルに考えていく会社やグループになるというのは良いことだ

と思います。

上田：環境の話とも絡みますが、日本の食の未来がかなり不

安です。協和発酵とキリンファーマが扱っている医薬品は、

生活習慣病をどうやって克服するかを考えています。われわ

れの健康が食にかかわっていて、病気になったときには同じ

ラインの上に立って、医療の面からもケアするような発想が

とりやすい会社だと思います。大きくいえば、「環境」と「食」

と「健康」と密接に絡まっているところで活動する企業とい

うことが大きな特徴です。

市橋：いろんな要素がほどよくバランスのとれていることが

一番だと思います。人間活動によって地球環境のバランスが

崩れてきています。いかに改善するか、企業活動から生まれ

る製品も含め、人々の意識を高めながら具体的に実践するこ

とが大事だと思います。

本田：企業にとってコミュニケーションは大事です。協和発

酵キリンは、CSR活動に力を入れているキリングループの一

員として、自らのCSRの立場を明確にするとともに、より積

極的にさまざまなステークホルダーとコミュニケーションを

図っていく必要があります。

由良：CSRの項目を主要な評価基準とする社会的責任投資

において、医薬という業種に特有のポイントとしてグローバ

ルに注目されるのは、医薬倫理と医薬品へのアクセスです。

医薬倫理とは、製品の品質はもちろん、動物実験なども含め

たバイオエシックスです。医薬品へのアクセスは、エイズな

どで象徴されますが、特許が障害になって本当に医薬品が必

要な人に届いていないという問題に対して、どういう姿勢で

どのように取り組むのかということです。世界に展開する医

薬企業として、今後影響力が大きくなればなるほど、そのよう

な目で見られるようになると思います。

上田：その問題は一企業で解決できる問題ではなく、日本全

体でどういった倫理コードを設けていくのか、臨床試験での

被験者保護とか、利益相反マネジメントなどで企業の側から

も改善について積極的に提言するという流れになるのでは

ないでしょうか。

東：バイオエシックスは、医薬品開発の過程において社内体

制を整備しています。また、医薬品へのアクセスについては、

協和発酵の独自製品であるマイトマンシンやロイナーゼなど

を開発途上国も含めた、全世界に供給しています。たとえ儲

けが少ない場合でも、必要な人がいる以上は供給を続ける

使命がありますから。

角田：企業経営として割にあわなければ撤退するということも

あるなかで、国連ミレニアム開発目標の一項目を達成するため

に、グローバルな公共性を担う活動を一企業としてやっていると

言えるのではないでしょうか。

生命が持つ無限の力を利用する

バイオテクノロジー。

あらゆる生命の源である水を

大切にしています。

写真提供：鈴木 行衛氏

環境パフォーマンスでは協和発酵の
データを主に報告しています。
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地球温暖化防止のために

2007年度はグループ内で温室効果ガスを多く排出している山口事業所防府およ

び四日市工場の主力ボイラーの燃料転換が完了し、両者合わせて83,700トンの

CO2排出削減効果が得られました。2007年度は新たに第一ファインケミカルが

加わりましたが、グループ全体のCO2排出量は692,700トンで、1990年比14%削

減され、2010年目標の1990年比8％削減は達成できる見込みです。また、富士

工場には再生可能エネルギーである太陽光発電が導入され、グループ内への波

及効果が期待されます。
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■ CO2排出量の経年変化

■ エネルギー使用量の経年変化

太陽光発電装置導入

協和発酵キリン 富士工場 工務課
安沢 国夫

地球温暖化対策として注目されている太陽光発電装置は、自然

エネルギーの活用によりCO2を排出しない、クリーンエネルギー

を確保できます。太陽光発電装置を工場内で日射量が一番確保

できる製剤工場の屋上に設置し、2008年1月に発電を開始しまし

た。年間発電量は、24,000ｋＷｈ/年を期待し、富士工場電力エネ

ルギーの削減に貢献すると考えています。今後も太陽光発電に

限らず従業員の省エネ意識向上を図り、協和発酵キリングループ

のエコ活動推進を積極的に働きかけていきます。

ボイラーの燃料転換

協和発酵バイオ 山口事業所 製造部
山尾 昭博

2007年3月28日に山口事業所防府は、長年の念願であった

ボイラーの燃料転換を実現しました。従来は、建設後35年

以上経過した古いC重油焚きボイラーで蒸気を発生させ自

家発電を行っており、脱硫設備が無かったため、グループ全

体の95％以上のSOxを排出していました。防府エネルギー

サービス（HES）からの蒸気購入と新設のガス焚きパッケー

ジボイラーへの変更で排出は激減しました。写真の青い

橋は、HESからの蒸気配管を渡すための橋です。

G1ボイラーのLNG燃料転換

協和発酵ケミカル 四日市工場 管理部
伊藤 雅樹  

地球温暖化防止対策としてCO2排出量の削減に対して全社

的な取り組みが検討されるなか、四日市工場ではG1ボイラー

の主燃料をC重油からLNGへ変更することを計画し、多くの

関係部署の協力を得ながら2007年4月に実現することがで

きました。この燃料転換によって、四日市工場のCO2発生量

を重油に比べて約25％削減（年間50,000トン削減）するこ

とができました。また、クリーンエネルギーへの転換のため、

廃ガス脱硫装置等の付帯設備停止などの効果がありました。
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環境配慮型製品・技術

CO2

植物･生物

バイオ工場従来の工場

CO2

化石資源
（石油・石炭）

物
質
生
産

物
質
生
産

糖
質
原
料

植物

エネルギー消費

太　古 現　在

従来の工場の物質生産プロセスでは、化石資源由来のCO2（太古のCO2）を大量に
排出するのに対し、バイオ工場では、大気中のCO2を固定化する働きを持つ植物を原
料として使用し、CO2を繰り返し利用するため、余分なCO2を排出しません。

従来の工場とバイオ工場の物質生産プロセスの比較

「グリーンサスティナブルケミストリー」は、太陽エネ

ルギーと大気中のCO2から繰り返し再生産ができ

る作物バイオマスや農産系廃棄物を原料とする生物

化学的生産技術です。私たちは20世紀、石油・石炭

という化石資源をエネルギーや化成品原料として大

量に消費し、快適で豊かな生活を享受してきました。

しかし現在、資源枯渇による価格高騰や大気中に蓄

積してきたCO2による地球規模の気候変動に脅かさ

れています。

　近年、米国やブラジルにおいて、大規模農業により

安価で良質な糖源を大量に生産できるという優位

性に立脚し、燃料用エタノールやバイオプラスチック

原料というバイオ化学品の工業生産が現実のものと

なっています。一方、日本では、アミノ酸発酵の50年

の歴史が物語るように、「グリーンサスティナブルケ

ミストリー」の秀れた技術が培われてきました。こ

れを支えているのが、有用微生物の機能探索、微生

物の遺伝学的改良、酵素や微生物を用いた反応系

の構築などの基本技術水準の高さです。

　協和発酵では、新しいバイオ製品の創出に取り組

み、生合成経路や代謝経路を最適制御し生産性を画

期的に向上させた宿主細胞の造成、化学触媒に匹敵

する反応性と安定性を発揮する酵素の探索に成功し

ています。また、エネルギーや炭素原料を無駄なく

物質生産につなげるプロセスの研究により、化学合

成法で製造されてきた脳機能改善剤シチジルコリン

（コグニチン）をバイオ製造法に切り替え、新しいアミ

ノ酸としてオルニチンやシトルリンを世の中に送り出

すことにも成功しています。今後も、健康・環境とい

う21世紀の重要課題に応えるため、最先端のバイオ

テクノロジー技術を応用する「グリーンサスティナブ

ルケミストリー」をさらに進展させていきます。

私たちの健康で豊かな生活を支える食品や医薬品、化成品などは、農林水産業や医薬品産業、化学工業など

知的集約型モノづくり技術の上に成り立っています。人口増加による食料需給悪化、地球温暖化、環境汚染、

石油資源枯渇などの課題に直面する現在、生物機能を活用したモノづくり技術である「グリーンサスティナ

ブルケミストリー」への期待が高まっており、さらなる技術開発に取り組んでいきます。

新たな発酵バイオ技術が支える未来の地球環境

グリーンサスティナブルケミストリー
家庭用や業務用エアコン、工業用冷凍冷蔵装置の冷媒には、特定フロン（HCFC、

R-22）が使われてきました。しかし、1980年代後半からオゾン層破壊防止活動が国

際的に進められ、2010年には日本、米国で特定フロン（HCFC）が全廃される予定で

す。オゾン層を破壊しない代替フロン（HFC R-407C、R-410Aなど）を使用したエア

コン、大型冷凍機器などの急速な市場拡大とともに、コンプレッサーには代替フロン

と相溶性の高い潤滑油（冷凍機油）の供給が必要となっています。これらの需要に

応えるべく協和発酵ケミカルでは、冷凍機油原料となる合成脂肪酸（イソノナン酸お

よびオクチル酸）の生産能力を2008年度内に世界トップクラスとなる60,000トン体

制へ増強し、地球環境保全への貢献をめざします。

協和発酵バイオでは飼料添加物アミノ酸（L-リジン、L-バリン、L-アルギニンなど）や

酵素（フィターゼ、ドリセラーゼなど）の供給を通して、環境に配慮した畜産の推進

を応援しています。

http://www.kyowahakko-bio.co.jp/

オゾン層を破壊しない代替フロン(HFC)に対応した冷凍機用潤滑油原料

環境に配慮した畜産を推進する飼料添加物アミノ酸・酵素

イソノナン酸・オクチル酸

L-リジン・L-バリン・L-アルギニン
フィターゼ・ドリセラーゼ

1948 ●  日本で初めて糖蜜からアセトン・ブタノールの量産を開始。
　　これが協和発酵発展のいとぐちとなる。

1949 ●協和発酵工業（株）を創立。
1951 ● 米国メルク社から抗生物質ストレプトマイシンの製造技術を導入し、わが国で初めて量産。結核の撲滅に貢献。
1956 ●   世界で初めて発酵法によるＬ-グルタミン酸の製法を発明。アミノ酸の発酵生産のさきがけとなる。
1958 ● 発酵法によるＬ-リジンの製法を発明。
1970 ● オキソ法によるCO2回収開始。
1996 ● レスポンシブル・ケア活動開始。
2001 ●  協和発酵・協和発酵ケミカル・協和発酵フーズ・協和メデックス8工場の
　　 ISO14001認証取得完了。

 ● 堺工場のボイラー燃料を都市ガスに転換。
2002 ● 省エネ型エコタンカー「千祥」が就航。
2004 ● 全社ゼロエミッションを達成。
2005 ● 富士工場のボイラー燃料を液化天然ガスに転換。
2006 ● 防府工場のボイラー燃料を一部都市ガスに転換。
2007 ● 協和発酵ケミカル四日市工場のボイラー燃料を液化天然ガスに転換。
2008 ●太陽光発電装置を富士工場に設置。
 ●協和発酵キリン（株）発足（10月1日）。

環境保全の歩み

エコタンカー「千祥」

ストレプトマイシン

● 事業に関する出来事　 ●   研究開発に関する出来事　● 環境に関する出来事

協和発酵ケミカル

協和発酵バイオ
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環境パフォーマンス

環境安全マネジメント 環境安全・製品安全アセスメント

環境パフォーマンス

環境安全マネジメント

協和発酵キリングループでは、環境･安全･製品安全に関す

る基本方針、行動指針を2008年10月1日に制定し、環境マ

ネジメントシステムISO14001と労働安全衛生マネジメン

トシステム（OSHMS）を両輪とした環境安全活動を推進

しています。各事業場では環境安全関連法令を順守する

とともに、より厳しい自主目標値を定めて活動しています。

また、自主的な取り組みであるレスポンシブル・ケア活動

に全員参加で取り組んでいます。現在、サプライチェーン

全体に範囲を拡大した環境配慮を推進するため、事業場ご

とのISO14001から本社・生産・研究事業場のISO14001

統合認証の2009年取得を目標に活動を開始しました。

環境安全・製品安全アセスメント

協和発酵キリンでは、「環境・安全・製品安全に関する基

本方針」を定め、環境・安全に係る広い活動であるレスポ

ンシブル・ケアを推進し、製品の研究開発から、使用・廃

棄に至る各段階のアセスメント制度を

厳しく運用しています。

2007年度環境安全監査実績

2007年度に実施した環境安全監査の概要は下表の通り

です。

対　象

協和発酵、協和発酵ケミカル、協和発酵フーズの事業場 
（9工場、2研究所、7販売事業場、本社）
連結･非連結子会社（生産、工事、運輸）9社14事業場 
（海外含む）

項　目
方針の進捗状況、環境安全関連法の順守、環境安全関
連のリスクマネジメント、協和エコプロジェクトなどパ
フォーマンス改善の進捗状況など

監査員
環境安全担当役員、ISO14001審査員補有資格者、事業部
門および協和発酵ケミカル･協和発酵フーズ環境安全担
当者、労働組合代表

頻　度
協和発酵、連結・非連結子会社  1回／年、
協和発酵販売事業場  1回／2年、海外子会社  1回／3年

協和発酵、連結子会社および非連結子会社の事業場、海

外事業場のうち12社、33カ所を監査した結果、環境安全

に関連して罰則を受ける法令違反および環境事故はあり

ませんでした。主な指摘事項は右表の通りです。

■安全監査の主な指摘事項

リスクアセスメントシステムの改善（富士、宇部、堺）

酸欠危険場所の安全対策（四日市、協和メデックス）

防災関連文書の整備（協和発酵フーズ土浦）

■環境監査の主な指摘事項

省エネ対策の推進（宇部、バイオフロンティア研究所）

特定フロン使用冷凍機の計画的な更新（富士、防府）

排水異常時の遮断設備設置（富士、第一ファインケミカル）

苦情

国内外工場に寄せられた苦情は騒音振動6件、臭気3件、

ばいじん2件、排水の色1件、その他1件、総計13件でした。

工場周辺の皆さまにご迷惑をおかけしたことをお詫びい

たします。それぞれについて再発防止対策を実施しまし

た。今後も未然防止に努め、環境苦情ゼロをめざします。

化学品の安全性評価

協和発酵キリンは（社）日本化学工業協会や可塑剤工業

会と協力して、化学品の安全性評価に継続して取り組みま

す。2007年度には官民連携化学物質安全性情報収集・

発信プログラム（Japanチャレンジプログラム）について

グループ各社が積極的に取り組み、協和発酵ケミカルおよ

び子会社ジェイ・プラス、協和発酵工業および子会社第

一ファインケミカルが計4品目についてスポンサー登録し

（コンソーシアムを含む）、安全性情報の収集を行ってい

ます。さらに、欧州新化学品規制（REACH）に対しグルー

プ内連絡会を開き、情報を共有し、予備登録の準備を進め

ました。また、化学品の分類および表示に関する世界調

和システム（GHS）に対応した製品の表示ラベル、MSDS

への変更についても自主的な取り組みを続けています。

研究開発における配慮

協和発酵キリンでは、以下の点に配慮して医薬品の研究

開発に取り組んでいます。

継続的改善協和発酵キリン事業部門および機能部

門役員、協和発酵バイオ、協和発酵ケミ

カルおよび協和発酵フーズ社長、労働

組合代表で構成するグループ環境安全

委員会で環境安全活動を見直し、社会

動向を踏まえて新たな環境安全方針に

ついて審議し、社長が決定 環境保全　安全衛生･保安防災
製品安全　物流安全
地震防災　など

コミュニケーション

経営者による見直しと方針決定

協和発酵キリンによる監査、協和発酵

バイオ、協和発酵ケミカルおよび協和

発酵フーズと共同で監査を実施

協和発酵キリングループの環境安全責

任者で構成する環境安全会議を年1回開
催し、環境安全方針を周知。各事業場、

関係会社では業種、業容に応じて方針、

目的･目標、計画を定め活動を展開

環境安全会議と方針周知

活動の範囲

社 会

内部監査

■環境安全マネジメント

■環境安全・製品安全アセスメントの評価内容

協和発酵キリンの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、環境の保護および従業員・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。

環境･安全･製品安全に
関する基本方針

安全衛生・保安防災 製品安全・品質保証環境保全

●原材料の環境影響
●プロセスの環境負荷とその除害方法
●発生廃棄物の再資源化
●ライフサイクルアセスメント（LCA）
●使用済み製品の環境影響  など

●原料、不純物の安全性
●製品の安全性および安定性
●取り扱い上の安全性  など

●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
（プロセスの環境影響）
●コンプライアンス　
●地域対話  など

●品質の確保
（工程確立、製造管理、品質管理、
  苦情発生防止）
●変更管理     
●製造物責任対応
●コンプライアンス  など

●漏洩等トラブル時の対応情報
 （MSDS、イエローカード・ラベル）
●物流の環境影響  など

●顧客への情報提供（MSDS、技術情報）
●表示  ●廃棄時の安全性、リサイクル  など

●製品取扱説明書整備  など●火災発生等トラブル時の対応情報
 （MSDS、イエローカード、
   容器イエローカード）
●コンプライアンス  など

●顧客へ提供する情報の内容
 （MSDS、技術情報、表示）など

●製品情報の提供     ●表示
●消費者の要望･苦情対応  など

● ISO9001、GMP、HACCP、
  品質保証規程  など

● ISO14001、OSHMS、環境安全マネジメント規程、
  環境安全アセスメント規程、化学物質環境安全基準  など

●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）など

●労働災害防止施策
●プロセスの安全性
（健康障害、保安防災設備）
●コンプライアンス    
●機械の包括的な安全基準対応    
●変更管理　など

研究･開発段階

製造段階

販売･物流段階

使用･廃棄段階

備考：システム、規程類

•   生命倫理：ヒト遺伝子解析やヒト組織利用研究について倫

理的、科学的妥当性を確保し、試料提供者の尊厳や人権が損

なわれることを防止する目的で、社内規定を定めています。

•   臨床試験における人権配慮：人を対象とした臨床試験を開

始するにあたって、その臨床試験における被験者（患者さん）

やボランティアの人権や個人情報の保護を含む倫理性およ

び安全性や試験品質を含む科学性について、外部の医師や

医薬品開発に従事していない社員を含む委員会を開催し、そ

の妥当性を審査しています。

•   実験動物への配慮：動物実験の適正な実施のため、法律お

よび国や学術団体の指針に基づき、全社的な基本方針およ

び事業場ごとの実験指針を定めています。
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環境パフォーマンス

アクションプランと2007年度の実績（環境安全）

＊2008年度から2010年度

行動指針 実施項目 2007年度協和発酵の目標 2007年度実績、進捗状況 07年度評価★2 協和発酵キリンの中期＊目標 ページ

行動指針❶

マネジメントシステム拡大

ISO14001環境マネジメントシステム確立 協和発酵、協和発酵ケミカル、協和発酵フーズ、
協和メデックス、連結子会社でISO14001システム構築

協和発酵､協和発酵ケミカル､協和発酵フーズ､協和メデック
ス、連結子会社1社9事業場でISO14001認証更新継続､2社で
システムを構築（自主宣言）、運用中　　

ISO14001統合（協和発酵キリン）
廃棄物ガバナンスの構築 P29

ISO14001と労働安全衛生マネジメントシステム
(OSHMS)統合

協和発酵、協和発酵ケミカル、協和発酵フーズ、
協和メデックス：環境安全マネジメントシステムの運用

環境安全マネジメントシステムを運用中
関係会社でリスクアセスメントを導入中

環境安全リスクの低減（事故、違反） P29

連結･非連結子会社の監査 年間85%の会社に監査実施 連結非連結子会社の事業場監査、海外監査を実施（達成率100%） 連結対象監査カバー率100% P29

行動指針❷

コンプライアンスの確保と
パフォーマンスの継続的改善

コンプライアンスの確保 法違反ゼロ、苦情ゼロ 環境安全に関して罰則を受ける法令違反ゼロ
環境苦情13件★4（騒音振動6､臭気3､ばいじん2､排水の色1､
その他1）と増加

環境安全に関して罰則を受ける法令違反ゼロ
環境苦情の低減 P29

協和エコ指標★1

［生産・研究部門の取り組み］ 2006年 2007年

協和エコプロジェクト

・地球温暖化防止（CO2排出量） 2010年度CO2排出量を1990年度比6%削減 692.7千トン★4、1990年比14%削減
再生可能エネルギー導入に着手 0.85 0.76     ★3 2010年度CO2排出量を1990年度比8%削減★4

フロンR11使用冷凍機の計画的更新
P25,26
P39

・エネルギー原単位 エネルギー原単位を年平均1%以上削減 主要8工場で前年比1.5%増加 主要9工場でエネルギー原単位を1%／年削減

2010年度エネルギー原単位を1990年度比80%
（日本化学工業協会目標）

協和発酵､協和発酵フーズ､協和メデックス、他の連結子会社
1990年比87%、協和発酵ケミカル1990年比92%

2010年度エネルギー原単位を1990年度比80%
（日本化学工業協会目標） P25

・最終埋立処分量 ゼロエミッション継続、2006年度目標250トン以下 ゼロエミッション継続。40トン、前年比59％削減 0.006 0.002 2010年度の最終埋立処分量105トン以下 P37

・化学物質排出量削減 2007年度化学物質排出量を2003年度比50%削減 12化学物質：9.4トン、2003年比5％削減
PRTR法第1種指定化学物質：35.8トン、2003年比7%削減
揮発性有機化合物：382トン、2003年比38%削減

2010年度化学物質排出量を2003年度比
50%削減 P39

大気

・SOx 目標値：250トン以下★6 4.3トン、前年比99.5%減少 2.0 0.01 2010年度： 100トン★6以下 P38

・NOx 目標値：731トン以下★5 308トン、前年比39%減少 0.9 0.5 2010年度： 610トン★6以下 P38

・ばいじん 目標値：287トン以下★5 13.1トン、前年比34%減少 0.48 0.31 2010年度： 110トン★6以下 P38

水質

・淡水使用量 ̶ 52.2百万トン、前年比4%減少 3.2 3.0 水利用合理化を継続 P35

・COD 目標値：920トン以下★7 387トン、前年比22%減少 1.5 1.1 2010年度： 920トン★7以下 P38

・窒素 目標値：850トン以下★7 345トン、前年比16%減少 1.4 1.2 2010年度： 850トン★7以下 P38

・リン 目標値：25トン以下★7 14.6トン、前年比28%減少 1.0 0.7 2010年度： 25トン★7以下 P38

災害、事故 労働災害、環境保安事故ゼロ 休業災害は0件、連結子会社1件★4

環境保安事故ゼロ
休業災害半減2.5件以下 P19

P29

物流の環境・安全 物流の合理化、物流環境安全の確保 省エネ法特定荷主定期報告書、計画書届出、エネルギー原単位
は前年比改善（協和発酵、協和発酵ケミカル）
営業用社有車の低公害車導入率99.6%

物流の合理化、物流の環境安全確保

2010年までに営業用社有車を100%低公害車化

P20

P19

［事務部門の取り組み］

グリーンオフィスプラン（GOP） 省電力1%／年以上削減 前年対比0.3%削減 省電力1%／年以上 P40

コピー用紙10%／3年削減（対2003年度） 前年対比0.1%削減、2003年比11.9％削減 コピー用紙5%／3年削減（対2006年度） P40

2007年度グリーン購入比率70%（金額基準） コピー用紙･事務用品グリーン購入比率80% グリーン購入比率80% P40

行動指針❸

製品の全ライフサイクルに
わたる環境配慮

LCA-マテリアルバランス 事業ごとのマテリアルバランスの明確化とその解析 マテリアルバランスと環境負荷をまとめLCA解析､
資源効率･排出原単位による事業別評価継続

LCA／マテリアルバランスによる事業評価継続 P33,34

グリーン調達 お取引先の環境配慮調査の実施 グリーン調達指針の改定 環境への負荷の少ない原材料、事務用品、
設備などの調達の推進（グリーン調達推進） P14

行動指針❹

アセスメント

環境安全・製品安全アセスメントの徹底 環境安全アセスメント、リスクマネジメントの徹底 各事業場の環境安全監査で環境安全アセスメント実施
状況を確認
製品化会議で製品安全性データ取得状況をチェック

環境安全アセスメントの確実な実施
製品安全性データの取得 P30

行動指針❺

製品技術開発
環境保全型技術、製品開発 技術・製品開発の具体化 環境保全型技術製品開発実績を環境安全委員会で審議

グリーンサスティナブルケミストリー研究を継続
環境保全型技術製品開発の推進
グリーンサスティナブルケミストリー研究を継続 P27

行動指針❻

製品の安全性・有用性

消費者安全と製品有用性の確保 製品情報および開示の充実 官民連携既存化学物質安全性情報収集･発信プログラムに
ついてグループで4品目のスポンサー登録実施
欧州新化学品規制REACHに対する社内連絡会開催

スポンサー登録品目の安全性情報収集
欧州REACHの予備登録実施 P30

★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＝［グループの総排出量／日本の総排出量］／　　
［グループの総生産金額／日本の国内純生産金額］  
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－2002年
度排出量（2008年版環境統計集　環境省総合環境政策局編） 
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2005年度実績
（2008年1月20日環境省HP報道発表資料）   

国内純生産金額：統計資料（内閣府経済社会総合研究所HP）

 ●  水質汚濁関連指標＝［グループの総排出量／閉鎖性海域における総排出量］／　
［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：2004年度水質総量規制地域における発生負荷量（2008年版環
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：2005年度県民経済計算－2005年度純
生産金額より（内閣府経済社会総合研究所HP）

 ●  淡水使用量指標＝［グループの総使用量／日本の総使用量］／［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：2004年度生活用水（142億トン）、工業用水淡水補給量（111億トン）
の合計（水の利用状況　水資源部資料　国土交通省ＨＰ）

★2 自己評価　 ：目標達成、 ：目標に満たないが改善、 ：目標未達

★3 協和発酵ケミカルで温対法改正に合わせ1990年度CO2排出量を見直しました。

★4  協和発酵､協和発酵バイオ､協和発酵ケミカル､協和発酵フーズの生産･研究事業場を
対象としています。2007年6月に新たにグループに加わった第一ファインケミカルは
CO2排出量の目標と実績、苦情と労働災害の実績を加えています。

★5 法規制濃度を基準に設定した排出量の50%の値としています。

★6 ボイラーの燃料転換を考慮した値としています。

★7 事業場の自主管理値の50%の値を基本としています。
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環境パフォーマンス

環境負荷の全体像

■ 事業別資源効率
医薬事業部門 バイオケミカル事業部門 協和発酵フーズ 協和発酵ケミカル 協和発酵グループ

資源効率★6
トン／億円  1.42  315  295  628  301 

トン／トン製品  1.69  1.83  0.88  0.55  0.63 

燃料効率★7
㎘／億円  17.4  186  65  208  118 

㎘／トン製品  20.7  1.1  0.20  0.18  0.25 

容器包装効率
トン／億円  0.81  3.0  12.0  1.8  2.0 

トン／トン製品  0.97  0.018  0.036  0.0016  0.0041 

淡水資源効率
千㎘／億円  3.17  99  29  10  21 

千㎘／トン製品  3.8  0.58  0.087  0.009  0.045 

■ 事業別排出原単位
医薬事業部門 バイオケミカル事業部門 協和発酵フーズ 協和発酵ケミカル 協和発酵グループ

CO2排出原単位 トン／億円  29.7  401  136  456  254 
最終埋立処分量原単位 トン／億円  0.004  0.02  0  0.02  0.014 
水質負荷原単位★8 トン／億円  0.018  1.8  0.10  0.05  0.30 
大気負荷原単位★9 トン／億円  0.010  0.1  0.05  0.31  0.13 

★1  高崎工場のデータは含んでいません
★2  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

★3  JLCA-LCAデータベース 2004年度 2版／LCA実務入
門-Environmental load of 4000 social stocks 産業
環境管理協会（1998）

★4 オキソ法による製品へのCO2固定量
★5 省エネ法の荷主の数値を使用しました

環境研究費用
24千万円

環境マネジメント費用
12千万円

大気

生物原料

0.4千トン

化石燃料

18千㎘

容器包装

0.9千トン

化石原料

1.0千トン

排水

2,600千㎘
COD
13トン

T-N
6トン

T-P
1トン

11千万円

水質

CO2

31千トン
SOx

0.7トン

NOx
9トン

ばいじん

0.2トン

8千万円

廃棄物

13千万円

最終埋立処分量

4トン

お得意先
容器包装
リサイクル

0.5千万円

コスト
0.3千万円

淡水

3,300千㎘

配送CO2

0.2千トン

製品

900トン

★5

協和発酵 医薬事業部門

生物原料

0トン

容器包装

1.7千トン

化石原料

600千トン

配送CO2

10千トンお得意先ドラム缶

大気

排水
9,800千㎘

COD
28トン

T-N
14トン

T-P
2トン

72千万円

水質

CO2

433千トン
SOx

0.2トン

NOx
280トン

ばいじん
12トン

65千万円

廃棄物

32千万円

最終埋立処分量
22トン

冷却水排水 18,000千㎘
環境研究費用

34千万円

環境マネジメント費用
9千万円

コスト
50千万円

海水
18,000千㎘

淡水
9,700千㎘

CO2

78千トン

製品

1,100千トン

化石燃料

200千㎘

★4

★5

協和発酵ケミカル

環境研究費用
62千万円

環境マネジメント費用
10千万円

生物原料

83千トン

化石燃料

69千㎘

容器包装

1.1千トン

化石原料

35千トン

排水

37,000千㎘
COD

340トン

T-N
320トン

T-P
12トン

95千万円

水質

CO2

149千トン

大気

SOx
2.8トン

NOx
16トン

ばいじん

0.6トン

23千万円

廃棄物

25千万円

最終埋立処分量

9トン

お得意先
容器包装
リサイクル

0.1千万円

コスト
5千万円

コスト
4千万円

海水
180千㎘

淡水
37,000千㎘

配送CO2

2.7千トン

肥料

3,000トン

製品

64,000トン

★5

協和発酵 バイオケミカル事業部門

工 場

大気

水質

廃棄物

ばいじん

4トン

CO2

80千トン
SOx
2トン

NOx
10トン

最終埋立処分量

2,700トン

排水

7,700千㎘
BOD

160トン

生物原料

30千トン

化石燃料

39千㎘

化石原料

16千トン

淡水

8,000千㎘

製品
10,000トン

肥料
15千トン

海外工場（2007）

コスト
10千万円

肥料
4,400トン

環境研究費用
25千万円

環境マネジメント費用
2千万円

大気

生物原料

24千トン

化石燃料

6.1千㎘

容器包装

1.1千トン

化石原料

3.2千トン

排水

2,500千㎘
COD
8トン

T-N
1トン

T-P
0トン

8千万円

水質

CO2

13千トン
SOx

0.6トン

NOx
4トン

ばいじん

0.3トン

3千万円

廃棄物

2千万円

最終埋立処分量

0トン

容器包装
リサイクル

0.0千万円

コスト
0.1千万円

配送CO2

3.7千トン

製品

31,000トン

淡水

2,700千㎘

お得意先

★5

協和発酵フーズ

協和発酵グループ 国内工場（2007）★1

廃棄物

大気

お得意先

生物原料
110千トン

化石原料
640千トン

容器包装
4.8千トン 費用 72千万円

最終埋立処分量
35トン

★2

★5

CO2

627千トン
SOx
4トン

NOx
310トン

ばいじん
13トン

費用 99千万円
★2

排水
51,000千㎘

COD
390トン

T-N
350トン

T-P
15トン

費用 186千万円

水質
冷却水排水 18,000千㎘

★2

海水
18,000千㎘

淡水
53,000千㎘

化石燃料
290千㎘

資源投入 排出

★2

容器包装
リサイクル
0.6千万円

コスト
55千万円

★2

★4

コスト
14千万円

★2

製品合計 1,180千トン

肥料
7,400トン

環境マネジメント費用

33千万円★2

環境研究費用

145千万円★2

★5

配送CO2

17千トンレストラン病院 取引先工場

★4

CO2

78千トン

医薬事業部門
0.9千トン

バイオケミカル
事業部門
64千トン

協和発酵
ケミカル

1,100千トン

協和発酵
フーズ

31千トン

生物原料
CO2　48千トン

化石原料

CO2　360千トン

化石燃料

CO2　104千トン

マテリアル
バランスの見方

資源投入

生産・物流

リサイクル

排出

前年比／ ：やや悪化    ：同程度    ：改善 前年比／ ：やや悪化    ：同程度    ：改善

LCA解析
原燃料供給までの

CO2排出量★3

★6 資源効率：生物原料、化石原料の使用量を合計した指標
★7 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
★8 水質負荷原単位：COD、N、P排出量の合計を用いた指標
★9 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
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環境パフォーマンス

環境会計

2007年度の主な設備投資は富士工場の太陽光発電装置導入と山口事業所防府の窒素削減対策設備、協和発酵ケミカル四日
市工場排水処理設備増強でした。　

環境保全コスト（単位:百万円） 効  果

分類/主な取り組みの内容（2007年度）
2006年 2007年

内  容 ’07年度実績
’06年度対比
（%）投資額 費用額 投資額 費用額

（1）事業エリア内コスト 1,037 4,135 611 4,285

内　
　

訳

（1）-1 公害防止コスト

①水質汚濁防止

【投資】窒素削減対策設備、活性汚泥処理設備増強など

【費用】排水処理設備の維持管理

485 1,699 458 1,880

•総合排水量

•COD排出量

•窒素排出量

•リン排出量

 46.4百万㌧

387㌧

345㌧

  14.6㌧

6%減少

22%減少

16%削減

28%減少

②大気汚染防止、その他

【投資】 フレアースタック関連設備更新など

【費用】 排煙脱硫・脱硝設備、排ガス処理設備、悪臭対策

 設備などの維持管理、汚染負荷量賦課金の負担

238 556 24 440
•SOx排出量  

•NOx排出量    

•ばいじん排出量

4.3㌧

308㌧

13.1㌧ 

99.5%減少

39%減少

34%減少

（1）-2 地球環境保全コスト

【投資】太陽光発電設置、冷凍機更新

【費用】 オキソ法原料用炭酸ガスの購入・使用、省エネ設

備の維持管理

264 580 87 563

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

•協和発酵ケミカル

•CO2排出量

•CO2使用量（協和発酵ケミカル）

64.3㎘/億円-製品 

183ℓ/㌧-生産量

650千㌧

78千㌧ 

9%増加

0.5%改善

11%削減

14%減少

（1）-3 資源循環コスト

【投資】脱水機などの整備

【費用】 節水設備、廃棄物リサイクル・処理設備の維持管

理、廃棄物の外部リサイクル・委託処理

50 1,300 42 1,402
•淡水使用量

•廃棄物発生量   

•最終埋立処分量 

52.2百万㌧

125千㌧   

40㌧

4%削減

20%増加

 59%減少

（2）上・下流コスト
【費用】 事務用品のグリーン購入費用、容器包装リサイ

クル法の再商品化委託料金

0 42 6 39

（3）管理活動コスト
【費用】 環境マネジメントシステム運用、各種環境負荷

監視、環境情報公表資料作成、事務所および周

辺の自然保護、緑化、美化、景観保持など

100 436 17 464

（4）研究開発コスト
【費用】 環境保全型製品などの研究、開発および製造

段階の環境負荷を抑制するための研究開発

4 1,322 6 1,456

（5）社会活動コスト
【費用】環境保全活動、自然保護活動への参加、協力

0 14 0 13

（6）環境損傷対応コスト
【費用】油濁賠償責任保険料

0 1 0 1

合  計 1,141 5,950 640 6,258

項目／内容（2007年度）
2006年 2007年

金額（単位：百万円） 金額（単位：百万円）

当該期間の投資額の総額
機能性製品製造設備拡充など

13,237 12,633

当該期間の研究開発費の総額
新製品・技術の研究開発

33,036 32,413

（1）-3に係る有価物などの売却額
乾燥菌体肥料、使用済み触媒、副生油などの売却

63 109

（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、節水の効果

1,317 2,780

海外ジョイントアセスメント

環境パフォーマンス

集計範囲： 協和発酵（富士工場、堺工場、医薬四日市工場、山口事
業所防府、山口事業所宇部、バイオフロンティア研究所、
ヘルスケア商品開発センター、ヘルスケア土浦工場、本
社）、協和発酵ケミカル（千葉工場、四日市工場）、協和メ
デックス（富士工場）、協和発酵フーズ土浦工場、オーラ
ンドフーズ（千葉工場、土浦工場）、協和エフ・デイ食品。
工場内研究所も含みます。

対象期間： 2007年度　2007年4月1日から2008年3月31日
 （2006年度も同様）

•環境省環境会計ガイドライン（2005年版）に準拠し集計しました。

• 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、委託費などを含んでいます。

• 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。

ジョイントアセスメント

Biokyowa社は1984年に設立され、海外工場としては協

和発酵グループの中で最も古い工場です。2008年9月3

日に環境と安全についてチェックリストをもとにジョイ

ントアセスメントを行いました。環境方針および安全方

針を掲げ、アメリカの環境安全に関する法基準を遵守す

るように幅広い活動を展開しています。また、環境安全

部署の指導のもと独自のプログラムを展開し、自主的な

活動も行っています。環境および安全の現状と将来の

課題についてお互いに理解を深めた有意義なジョイント

アセスメントとなりました。

安全活動

Biokyowa社はアメリカの労働安全に関する法律に基づ

いて高いレベルの安全活動を展開しています。安全パト

ロール、安全教育、安全会議などを実施し、4年前より自

主的な安全プログラムを展開しています。設備面におい

ても、機械設備の安全ガードや危険表示などの各種表示

が適切に実施されており、特にロックアウトは1,000カ所

以上に展開しています。また、2006年より休業災害ゼロ

を継続し、高いパフォーマンスを示しています。

環境活動

Biokyowa社では生産量の増加に対応するため、廃液処

理設備の散気管を全面的に更新し能力向上と安定運転

に努めています。また、アミノ酸発酵廃液の生物処理か

ら発生する余剰汚泥は窒素・リン成分が豊富に含まれ、

工場周辺の飼料作物栽培農家では良質の肥料となって

います。

無災害日数の掲示

排水処理槽

肥料散布

ロックアウト（安全への配慮）
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水質汚濁防止への取り組み

2007年度は前年度から継続して発酵工場では生産設備

の高稼働が続きました。しかし、瀬戸内海沿岸にあり水

質総量規制の対象である山口事業所防府では、事業場

長の指示のもと、製造・研究・工務・品質保証・環境安

全の各担当部署が一体となった排水負荷削減プロジェ

クトを組織し、2007年3月から原因究明と対策の実施を

行いました。具体的には、廃液処理工程では運転条件最

適化によるCOD・窒素除去率の向上、アミノ酸製造工

程では排出されるアンモニア量を最小限にする設備改

造とプロセス変更、また、糖蜜系排水は有効利用に回す

量を増やすなどの対策を行いました。この事業場の努

力により、グループ全体の水質汚濁物質排出量は対前年

比でCOD22%、窒素16%、リン28%削減できました。ま

た、山口事業所防府では ｢三田尻湾クリーン作戦｣とい

う海をきれいにする活動も続けています。

リン酸の回収と再資源化

2007年度は前年度山口事業所防府に設置した発酵排水

からのリン酸回収設備が通年で稼働し、脱水ケーキとして

510トン（P2O5 59トン）を回

収しました。回収された脱

水ケーキのリン分析値の平

均は12.7%であり、リン鉱石

に匹敵する濃度です。今後

は脱水ケーキの乾燥プロセ

スを確立し、リン酸原料とし

ての用途拡大を行います。

大気汚染防止への取り組み

2007年度はグループ全体で790トン放出していたSOxが

4.3トンと劇的に改善されました。この理由は山口事業所

防府の脱硫設備を持たないボイラーを廃止したためです。

また、NOxについても重油からガスへの燃料転換により、

重油に含まれる窒素成分由来のNOxが低減され前年比

40%削減を達成しました。2007年度の大気汚染物質排

出量は2001年度比でSOx0.4%、NOx50%、ばいじん33%

まで低減されています。協和エコプロジェクト活動の中

で2001年度の堺工場ボイラー燃料転換から進めてきた、

ガスボイラー導入による大気汚染物質の排出削減活動は

2007年度に初期の成果を得てほぼ終了したといえます。

今後残る長期的課題は、各工場に電力の再生可能エネル

ギー化（太陽光発電など）を検討することと考えます。三田尻湾クリーン作戦（山口事業所防府）

環境パフォーマンス

水質汚濁・大気汚染防止

中期目標
COD排出量 920㌧ 以下（2010年度）

窒素排出量 850㌧ 以下（2010年度）

リン排出量 25㌧ 以下（2010年度）

SOx排出量 100㌧ 以下（2010年度）

NOx排出量 610㌧ 以下（2010年度）

ばいじん排出量 110㌧ 以下（2010年度）

環境パフォーマンス

ゼロエミッション

中期目標 2010年度の最終埋立処分量105トン以下★

ゼロエミッション活動

2007年度の廃棄物最終埋立処分量はグループ全体で40

トンと2007年度目標125トン以下を達成しました。前年

度比でも58%低減でき、協和エコプロジェクト活動の中

でゼロエミッションが各事業場に定着したといえます。

また、廃棄物発生量は山口事業所防府で排水の着色度低

減のため糖蜜系排水を汲み上げたため排水区分から廃

棄物扱いとなり増加しましたが、糖蜜系廃棄物に含まれ

るカリ成分や有機成分のリサイクル率は増加しています。

今後は、ゼロエミッション活動で得られた各事業場の廃

棄物処理の手法を、新たにグループに加わった第一ファ

インケミカルに横展開したいと考えます。また、各事業

場では産業廃棄物から有価物への転換を試みています。

例えば、廃フレコン、パレット類、廃溶剤、古紙など分別強

化と有効利用先の確保により、有価での引き取り量が増

加しています。

■廃棄物の再利用・処分の全体フロー（2007年度）

廃棄物発生量

125,493トン
工場排出量

13,446トン
最終埋立処分量

40トン

内部再資源化量

10,747トン
内部減量化量

101,300トン
外部再資源化量

11,748トン
外部減量化量

1,658トン

廃棄物リサイクルガバナンス

企業にとって廃棄物リサイクルガバナンス構築の重要性

が増しています。廃棄物処理委託契約時の監査に加え、

定期的な委託先の監査が環境安全業務に求められます。

協和発酵キリンでは2009年度を目標に、監査チェックリ

スト、定期監査頻度の統一、監査の相互乗り入れなど事

業場の負担が少なく、かつ、有効性のあるガバナンスシス

テム構築を検討しています。

廃棄物の再利用・処分の全体フロー

グループ全体の廃棄物発生量は前年に比べ増加していま

すが、内部減量化により工場排出廃棄物量は低減できま

した。廃棄物発生量に対する埋立処分の比率は0.03%と

低い値です。

■廃棄物発生量と最終埋立処分量の推移
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PCB（ポリ塩化ビフェニル類）対応

過去に使用した変圧器、コンデンサー、安定器は地下浸

透防止を施した倉庫に施錠し、保管しています。なお、

低濃度PCB油の増加は絶縁油入端子箱の開放に伴

うものです。各事業場では、日本環境安全事業（株）に

処理の予約を行っています。

コンデンサー・変圧器 104基
照明安定器 3,638個
低濃度PCB油 869ℓ

（2008年3月末現在）

★ グループでは再資源化以外に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。2006年度
廃棄物発生量10.5万トンの0.1％以下、すなわち最終埋立処分量を
105トン以下にすることを2010年度の目標としています。

脱水機

回収リン酸カルシウム
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12化学物質の排出抑制

化学業界が定めた優先的に排出抑制すべき12化学物質★1

の2007年度の環境排出は9.4トンでした。この数字は前

年に比べ増加していますが、クロロホルムの排出量につ

いて、より正確性を期するために低濃度の気液平衡を用

いて再計算した結果によるものです。

PRTR法★3第1種指定化学物質の排出抑制

2007年度はグループ内のPRTR法第１種指定化学物質取

扱量は前年の225千トンから264千トンに増加しました

が、排出量は35.8トンと微増でした。増加の要因も前述の

クロロホルム排出量推計方法の見直しが大きなものです。

また、グループでは（社）日本化学工業協会で定めた481

物質について、毎年、環境中への排出量を把握しています。

土壌汚染リスクマネジメント

グループ内では土壌汚染対策規程（2004年制定）に基づ

き、土地の売買や規制物質の使用中止にあたり調査を実

施しています。2007年度は土地の売買に伴う自主的な土

壌汚染対策を1カ所で実施しました。

オゾン層破壊防止への取り組み

グループの15事業場では大型冷凍機の計画的な更新を進

めています。2007年度に放出された特定フロン類の量は

1.71トンと前年比14%削減されました。

環境パフォーマンス

化学物質排出削減

■PRTR法第1種指定化学物質取扱量・排出量（2007年度）

総排出量
382トン

259

74

22
27

メタノール
アセトン
PRTR法対象物質
酢酸エチル他

揮発性有機化合物（VOC）の排出削減

グループでは大気汚染防止法対象設備のVOC排出状況

を県に報告するとともに2010年度までに必要な対策を

進めます。また、法対象設備以外にも排出量の多いメタ

ノールを中心にプロセス・設備面の改善を継続します。

2007年度のグループ全体の排出量は382トンとやや減少

しました。

政令
指定番号 物質名称 取扱量

（トン）
大気排出量
（トン）

水域排出量
（トン）

土壌排出量
（トン）

1 亜鉛の水溶性化合物 1.0 0.0 0.8 0.0

11 アセトアルデヒド★1 47,621.3 0.9 1.1 0.0

12 アセトニトリル 3.3 0.0 0.0 0.0

16 2-アミノエタノール 39.5 6.9 0.8 0.0

26 石綿 1.2 0.0 0.0 0.0

42 エチレンオキシド★1 18,874.0 1.2 0.2 0.0

43 エチレングリコール 65,792.4 0.1 0.0 0.0

63 キシレン 21.2 8.2 0.0 0.0

85 クロロジフルオロメタン★2 0.7 0.7 0.0 0.0

95 クロロホルム★1 127.1 4.2 0.0 0.0 

99 五酸化バナジウム 1.8 0.0 0.0 0.0 

100 コバルト及びその化合物 9.0 0.0 0.9 0.0 

116 1,2-ジクロロエタン★1 4.0 0.0 0.0 0.0 

172 N,N-ジメチルホルムアミド 35.8 0.2 0.0 0.0 

217 トリクロロフルオロメタン★2 1.0 1.0 0.0 0.0 

223 3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール 2,860.9 0.2 0.0 0.0 

227 トルエン 15.3 1.2 0.0 0.0 

232 ニッケル化合物 17.2 0.0 0.0 0.0 

272 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル） 71,931.0 1.4 0.0 0.0 

297 ベンジル=クロリド 150.8 0.1 0.0 0.0 

299 ベンゼン★1 3,869.7 1.8 0.0 0.0 

310 ホルムアルデヒド★1 253.2 0.0 0.0 0.0 

312 無水フタル酸 51,905.4 0.2 3.7 0.0 

合　　計 263,536.8 28.3 7.5 0.0 

179 ダイオキシン類（mg-TEQ） 60.6 54.5 1.0 0.0 

中期目標 2010年度化学物質排出量50%削減
（対2003年度）

■ 揮発性有機化合物の排出量
    （2007年度）

■PRTR法第1種指定化学物質排出量の推移

0
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60
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70
（トン）

関係会社
千葉工場
四日市工場
堺工場
富士工場
宇部工場
防府工場

（年度） ’00 ’01 ’02 ’03 ’05’04

62.0

47.9
44.3

38.4
35.6 37.5

’06 ’07

32.8
35.8

■ 焼却・埋立とリサイクル化の量と比率

環境パフォーマンス

全社共通の環境保全活動

協和エコプロジェクト（KEP）

グリーン・オフィス・プラン（GOP）

第一ファインケミカルの環境活動

グループの生産・研究事業場では地球温暖化防止とゼロエミッ

ションについては、協和エコプロジェクトが中心となって活動を

進めています。2008年も6月に社内報告会を行いました。

2007年6月にグループに加わった第一ファインケミカルは、富山

県高岡市に本社工場があり、有機合成技術に加えて酵素を用い

たキラルテクノロジーを得意とし、医薬品原薬やビタミンバルク

の製造を行っています。環境面ではISO14001の認証を1999年

に取得し、省エネ委員会や環境委員会など、マネジメントサイクル

のPDCAを回す仕組みを持っています。排水管理では小矢部川

へのBOD排出削減を目的とし、2006年12月にバイオアタック設

備の導入を行うなど環境設備の増強を積極的に行っています。

第一ファインケミカルの環境面の課題は、温室効果ガス（2007年

排出実績42,300トン-CO2）の排出削減、および産業廃棄物排出

量の削減とリサイクル率の向上です。2007年度から余剰汚泥を

乾燥し、道路ののり面向け土壌改良材へ利用することをはじめ

汚泥減容化技術の適用など対策を検討しています。

グループの本社・支店・営業所・工場・研究所

を中心に、労働組合、総務部門と協力して事務

部門の環境配慮活動に取り組んでいます。

グリーン・オフィス・プラン目標
● 省電力 1%／年以上削減　　
● コピー用紙 5%／3年削減（対2006年度）
● 2008年度グリーン購入比率80%

エコプロジェクト目標
● 2010年度全社CO2排出量1990年度比8%削減
● エネルギー原単位１%／年削減
● 2010年度全社最終埋立処分量105トン以下

ノーマイカー運動

CO2排出量を少しでも削減するため、マイカー

通勤を控え、相乗り、徒歩や自転車、公共交通

機関などを利用する「ノーマイカー運動」を

2006年5月からからスタートしました。2007

年度はCO2削減量7,611kg（杉の木換算：543本）の成果をあげること

ができました。年々従業員一人ひとりの意識が高まってきています。

協和発酵バイオ
山口事業所宇部 環境安全室
榎本 恵子

0
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1,000
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2,000

2,500

3,000
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20
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80

100（%）（トン）

3,036

998

3,167

1,446

2,594

1,924

2005 2006 2007

25%
31%

43%

焼却・埋立
リサイクル化

リサイクル化率

協和エコプロジェクト報告会の様子

★1 化学業界が定めた12化学物質に含まれる物質　
★2 フロンの冷凍機への補充量

★3  PRTR法： 特定の化学物質の環境への排出量等の把握および管理の改善の促
進に関する法律
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環境パフォーマンス

サイトデータ

所 在 地

電 話 番 号

敷 地 面 積

主 な 事 業

ISO 14001
認証取得日

静岡県駿東郡長泉町下土狩1188
055-986-7600
65,000m2

医薬品

2000年5月29日

「全員参加で富士山や黄瀬川の自然と調和した環境づくりを目指します」の
スローガンのもと ISO14001活動を推進します。

項目 
2006年度 2007年度

実績 実績 対前年比 

エネルギー原単位 （㎘※／m2床面積） 0.209 0.213 102%
SOx排出量 （トン／年） 0.12 0.24 200%
NOx排出量 （トン／年） 3.0 2.9 98%
ばいじん排出量 （トン／年） 0 0 —
総合排水量 （百万トン／年） 2.5 2.5 98%
COD排出量 （トン／年） 2.6 4.3 165%
窒素排出量 （トン／年） 3.3 4.9 151%
リン排出量 （トン／年） 0.25 0.49 196%
廃棄物発生量 （トン／年） 630 625 99%
最終処分量 （トン／年） 0 0 —

※原油換算

❶協和発酵キリン（株）富士工場・富士リサーチパーク

所 在 地

電 話 番 号

敷 地 面 積

主 な 事 業

ISO 14001
認証取得日

大阪府堺市堺区高須町1-1-53
072-223-5554
21,000m2

医薬品

2000年11月27日

「歴史ある堺の伝統ある工場として、環境との調和で明るい未来を」を
スローガンに、ISO14001活動を推進します。

項目 
2006年度 2007年度

実績 実績 対前年比 

エネルギー原単位 （㎘※／m2床面積） 0.157 0.138 87%
SOx排出量 （トン／年） 0 0 —
NOx排出量 （トン／年） 0.47 0.40 85%
ばいじん排出量 （トン／年） 0 0 —
総合排水量 （百万トン／年） 0.073 0.064 87%
COD排出量 （トン／年） 3.1 3.1 98%
窒素排出量 （トン／年） 0.5 0.4 75%
リン排出量 （トン／年） 0.10 0.12 118%
廃棄物発生量 （トン／年） 382 332 87%
最終処分量 （トン／年） 5 4 78%

※原油換算

❷協和発酵キリン（株）堺工場

所 在 地

電 話 番 号

敷 地 面 積

主 な 事 業

ISO 14001
認証取得日

群馬県高崎市萩原町100-1
027-353-2011
125,000m2

医薬品

2001年11月26日

緑と水に恵まれた群馬県にふさわしい環境先進工場を目指すとともに、
社会・地域との共生を積極的に推進します。

項目 
2007年度

実績

エネルギー原単位 （㎘※／億円－製品） 10.5
SOx排出量 （トン／年） 0
NOx排出量 （トン／年） 1.35
ばいじん排出量 （トン／年） 0.07
総合排水量 （百万トン／年） 0.18
COD排出量 （トン／年） 0.36
窒素排出量 （トン／年） 0.38
リン排出量 （トン／年） 0.05
廃棄物発生量 （トン／年） 170
最終処分量 （トン／年） 2.2

※原油換算

❸協和発酵キリン（株）高崎工場

所 在 地

電 話 番 号

敷 地 面 積

主 な 事 業

ISO 14001
認証取得日

山口県防府市協和町1-1
0835-22-2511
694,000m2

バイオケミカル、アルコール、
医薬品、食品

1999年7月26日

山口事業所防府は、社会に有用な製品を、環境と調和した生産システムを
用いて創り出し、汚染の予防に努めます。また安全衛生活動を実行し安全
な工場、安心な職場づくりを目指します。

項目 
2006年度 2007年度

実績 実績 対前年比

エネルギー原単位 （㎘※／億円－製品） 180 187 104%
SOx排出量 （トン／年） 784 2.2 0.3%
NOx排出量 （トン／年） 196 14.5 7%
ばいじん排出量 （トン／年） 9.7 0.6 6%
総合排水量 （百万トン／年） 18 19 102%
COD排出量 （トン／年） 302 234 77%
窒素排出量 （トン／年） 322 273 85%
リン排出量 （トン／年） 10 3.5 34%
廃棄物発生量 （トン／年） 62,255 77,842 125%
最終処分量 （トン／年） 11 6 55%

※原油換算

❺協和発酵バイオ（株）山口事業所防府

所 在 地

電 話 番 号

敷 地 面 積

主 な 事 業

ISO 14001
認証取得日

山口県宇部市藤曲2548
0836-22-5500
479,000m2

 バイオケミカル、医薬品

2000年9月11日

「環境と開発の調和したまちづくり」を目指した宇部市の重要な一員として、
スローガンに「水と緑に囲まれた21世紀ハイテク公園工場」を掲げ、環境保
護に努め、自然と調和した地球に優しい環境を形成し、持続的発展が可能
な社会の構築に努めます。

項目 
2006年度 2007年度

実績 実績 対前年比

エネルギー原単位 （㎘※／億円－製品） 58 49 83%
SOx排出量 （トン／年） 4.1 0.8 19%
NOx排出量 （トン／年） 2.2 2.1 95%
ばいじん排出量 （トン／年） 0.04 0.02 43%
総合排水量 （百万トン／年） 23 20 86%
COD排出量 （トン／年） 143 113 79%
窒素排出量 （トン／年） 71 52 73%
リン排出量 （トン／年） 7.8 8.4 108%
廃棄物発生量 （トン／年） 6,196 5,901 95%
最終処分量 （トン／年） 3.0 3.4 113%

※原油換算

❻協和発酵バイオ（株）山口事業所宇部（協和発酵キリン（株）宇部工場含む）

所 在 地

電 話 番 号

敷 地 面 積

主 な 事 業

ISO 14001
認証取得日

東京都町田市旭町3-6-6
042-725-2555
31,071m2

医薬品（基礎研究）

̶

東京リサーチパークでは、全員参加で環境保全活動の推進、向上に努め、
著しい環境側面に対しては、継続的な負荷低減活動を展開してまいります。

項目 
2006年度 2007年度

実績 実績 対前年比 

エネルギー原単位 （㎘※／m2床面積） 0.083 0.084 101%
SOx排出量 （トン／年） 0 0 —
NOx排出量 （トン／年） 0.05 0.05 100%
ばいじん排出量 （トン／年） 0 0 —
総合排水量 （百万トン／年） 0.012 0.009 75%
COD排出量 （トン／年） 0.23 0.12 52%
窒素排出量 （トン／年） 0.15 0.00 0%
リン排出量 （トン／年） 0.02 0.00 0%
廃棄物発生量 （トン／年） 71 68 96%
最終処分量 （トン／年） 3 0.2 7%

※原油換算

❹協和発酵キリン（株）東京リサーチパーク

1

2

9

8

3

4

11 10
7

協和発酵バイオ（株）
山口事業所防府

協和発酵バイオ（株）
山口事業所宇部

協和発酵キリン（株）
富士工場・富士リサーチパーク

協和メデックス（株）
富士工場

協和発酵キリン（株）
堺工場

協和発酵フーズ（株）
土浦工場
協和発酵ケミカル（株）
千葉工場

協和発酵ケミカル（株）
四日市工場

第一ファインケミカル（株）
本社工場

協和発酵キリン（株）
高崎工場

協和発酵キリン（株）
東京リサーチパーク

55556

サイトレポートの詳細データについては、ホームページをご覧ください。

      http://www.kyowa-kirin.co.jp/

サイトデータの事業所名は2008年10月1日現在の名称を使用しています。
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環境パフォーマンス

所 在 地

電 話 番 号

敷 地 面 積

主 な 事 業

ISO 14001
認証取得日

三重県四日市市大協町2-3
059-331-0624
320,000m2

化学品、医薬品

2000年7月23日

四日市工場では、環境の継続的改善を工場運営の最重要課題のひとつと位
置づけ、四日市コンビナートの中にあって、地域社会から信頼される工場と
するため、ISO14001活動を積極的に推進します。

項目 
2006年度 2007年度

実績 実績 対前年比 

エネルギー原単位 （ℓ※／トン－製品） 187 185 99%
SOx排出量 （トン／年） 0.4 0.0 0%
NOx排出量 （トン／年） 265 237 90%
ばいじん排出量 （トン／年） 7.5 8.7 116%
総合排水量 （百万トン／年） 2.80 2.72 97%
COD排出量 （トン／年） 9.5 9.9 104%
窒素排出量 （トン／年） 2.4 2.6 108%
リン排出量 （トン／年） 1.2 1.2 98%
廃棄物発生量 （トン／年） 32,720 38,499 118%
最終処分量 （トン／年） 21 19 89%

※原油換算

❼協和発酵ケミカル（株）四日市工場（協和発酵キリン（株）四日市工場含む） 主要財務データ（協和発酵、連結ベース）

所 在 地

電 話 番 号

敷 地 面 積

主 な 事 業

ISO 14001
認証取得日

千葉県市原市五井南海岸11-1
0436-23-9111
215,000m2

化学品

2000年11月27日

千葉工場では、環境の継続的改善を工場運営の最重要課題のひとつと位置
づけ、京葉臨海中央地区コンビナートの中にあって、地域社会からも信頼さ
れる工場とするため、ISO14001活動を積極的に推進します。

項目 
2006年度 2007年度

実績 実績 対前年比 

エネルギー原単位 （ℓ※／トン－製品） 176 179 102%
SOx排出量 （トン／年） 0.3 0.2 67%
NOx排出量 （トン／年） 30 41 137%
ばいじん排出量 （トン／年） 2.1 3.3 157%
総合排水量 （百万トン／年） 1.83 1.86 102%
COD排出量 （トン／年） 18 18 101%
窒素排出量 （トン／年） 11.4 11.7 103%
リン排出量 （トン／年） 0.6 0.8 133%
廃棄物発生量 （トン／年） 685 826 121%
最終処分量 （トン／年） 43 3 7%

※原油換算

❽協和発酵ケミカル（株）千葉工場

所 在 地

電 話 番 号

敷 地 面 積

主 な 事 業

ISO 14001
認証取得日

茨城県稲敷郡阿見町阿見4041
029-888-8001
188,000m2

食品

2000年3月21日

協和発酵フーズ土浦工場は事業の2本柱である調味料事業、パン資材事業
の主力製造工場であることならびに食品の研究所を有する工場であること
を認識し、継続的環境負荷低減活動を推進します。

項目 
2006年度 2007年度

実績 実績 対前年比 

エネルギー原単位 （㎘※／億円－製品） 34.4 37.4 109%
SOx排出量 （トン／年） 0.5 0.5 97%
NOx排出量 （トン／年） 3.2 3.8 121%
ばいじん排出量 （トン／年） 0.24 0.27 114%
総合排水量 （百万トン／年） 0.6 0.6 104%
COD排出量 （トン／年） 7.7 4.5 59%
窒素排出量 （トン／年） 0.7 0.6 95%
リン排出量 （トン／年） 0.05 0.12 230%
廃棄物発生量 （トン／年） 1,055 741 70%
最終処分量 （トン／年） 0 0 —

※原油換算

❾協和発酵フーズ（株）土浦工場（協和発酵バイオ（株）ヘルスケア土浦工場含む）

所 在 地

電 話 番 号

敷 地 面 積

主 な 事 業

ISO 14001
認証取得日

静岡県駿東郡長泉町南一色600-1
055-988-6000
24,000m2

生化学分野、免疫分野、医療用機器、
受託分析、受託製造

2001年11月26日

富士工場は、富士山麓に立地する工場として、きれいな空気と水、そして緑
を大切にし、自然を維持する環境づくりを目指して、工場施設を管理し活動
します。

項目 
2006年度 2007年度

実績 実績 対前年比 

エネルギー原単位 （㎘※／億円－製品） 14.0 15.5 111%
SOx排出量 （トン／年） 0.59 0.44 75%
NOx排出量 （トン／年） 6.2 5.6 90%
ばいじん排出量 （トン／年） 0.12 0.18 150%
総合排水量 （百万トン／年） 0.08 0.09 115%
COD排出量 （トン／年） 0.04 0.04 100%
窒素排出量 （トン／年） 0.02 0.01 50%
リン排出量 （トン／年） 0.01 0.01 100%
廃棄物発生量 （トン／年） 68 67 98%
最終処分量 （トン／年） 0 0 —

※原油換算

●１０協和メデックス（株）富士工場

財務データ

財務データ
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’03

’07

’06

’05
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’03

348,838

392,119

354,274

353,440

358,963

26,836

39,390

30,699

25,535

33,507

10,017

23,477

12,694

16,273

17,932

’07

’06

’05

’04

’03 29,206

34,109

33,342

32,876

28,762

6,294

6,073

5,756

5,800

5,960

’07’06’05’04’03（年度）

（%） 8.78.4 8.0
9.3 9.4

32.5%

20.4%

25.4%

10.2%

11.5%

50.9%

24.7%

18.3%

4.0%
2.1%

（単位：百万円）（年度）

（単位：百万円）（年度）

（単位：百万円）（年度） （単位：百万円）（年度）

（単位：人）（年度末）

医薬
バイオケミカル
化学品
食品
その他

医薬
バイオケミカル
化学品
食品
その他

■ 売上高 ■ 売上高構成比（2007年度）

■ 営業利益 ■ 営業利益構成比（2007年度）

■ 当期純利益 ■ 研究開発費

■ 従業員数 ■ 研究開発費売上高比率

参考： 2007年12月期におけるキリンホールディングス（株）の事業の種
類別セグメント「医薬」（キリンファーマ（株）および連結子会社）
の連結売上高は69,909百万円です。

参考： 2007年12月期におけるキリンホールディングス（株）の事業の種
類別セグメント「医薬」（キリンファーマ（株）および連結子会社）
の連結営業利益は13,001百万円です。

参考： 2008年6月30日現在の従業員数（2008年4月1日よりキリンファー
マ（株）が協和発酵の連結子会社となりました。）は7,917人です。

高血圧症・狭心症治療剤（コニール®錠4）の自主回収について
2007年9月から2008年2月までコニール®錠4の自主回収を行いました。患者さまをはじめ医療機関、関係各位に大変ご迷惑とご心配を
おかけしましたことを深くお詫び申し上げます。なお、本件に関する健康被害は報告されておりません。再発防止に努めてまいります。
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コミュニケーション

第三者意見

これまで第三者意見を5年連続して書かせていただいた。今回は、企業の態勢が変

わったこともあって、何か激変があるかと想像したが、実際には、ほぼ、これまでの努

力の延長線上にある様子で、一安心した。

　ご説明いただいた多くの事柄のうち、個人的な今年の目玉は、山口事業所のボイ

ラーの燃料転換のように思えた。これまで使っていた古いＣ重油焚きボイラーをや

め、隣接するコンビナートからの20気圧の蒸気の供給を受けるために、パイプ用の橋

を建設したことである。

　供給側の熱源は、発電用のボイラーのようで、これまで廃熱として捨てられたもの

である。バイオプロセスが主体であれば、通常の化学工業よりも、やや低温の200℃

程度の熱源でも有効に活用できるため、これまでの無駄な廃熱がまさに有効活用が

できることになった。

　四日市工場では、C重油をLNGに燃料転換することによって25％ものCO2排出量

の削減に成功しているが、もともと廃熱だった熱を有効活用することは、「もったいな

い」精神そのものであって、しかも効果も大きい。

　話を伺って心配なことは、これでほぼ燃料転換の余地もなくなったとのこと。今後、

CO2排出量を低下させようとすると、富士工場で行っているような太陽光発電装置と

か、場合によっては、燃料電池の導入とか、確かに先端的には見えるのだが、投資効率

が余り良くない対応策しか残っていないことである。

　すなわち、もう「環境対応も頭打ち状態」、まで来ているのである。有害化学物質

の排出にして同様で、頭打ちのように思える。COD・窒素・リンの排出量削減も頭

打ちのように見えたが、その中で、2007年に山口事業所で、リン酸回収設備が稼働し

始めたのは、非常に有意義だと判断した。

　地球上のリンの資源はきわめて脆弱であるにもかかわらず、肥料などに使われたリ

ンは最終的に海に流れ出している。海から陸にリンを戻すには、魚やプランクトンを

捕獲して肥料にする以外にはない。リンを海に流すのは、資源面からみても正解と

は言えず、回収装置の設置が望ましいのである。

　ステークホルダーミーティングのページをみると、水源の森作りが始まったようで

ある。これは、太陽光発電と同様、CO2の排出量削減が頭打ちになったときにとりう

る最後の対応でもあって、いよいよ、協和発酵キリンの環境活動も、行き着くところま

で行き着いたというのが、今回の最大の感想である。今後も、今までの方針を継続

し、活動を粛々と行っていただくのが、もっとも重要なことである。

東京大学名誉教授
国際連合大学名誉副学長

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://www.yasuienv.net

 

第三者検証  意見書

検証風景

コミュニケーション
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