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CSRはパーキンエルマーのビジネス戦略の根幹を成すもので
す。CSRに対する主要ステークホルダー（利害関係者）の関
心も高まっており、我が社の従業員は、CSRを通じて日々の
業務で使命を果たすことに全力で取り組んでいる企業の一員
であることを誇りにしています。お客様は、環境への影響を
最小限に抑える革新的な製品の開発に専心する企業と協働し
ようとします。また、アナリストは、長期的に持続可能なア
プローチを通じてより良い未来を創るために貢献している 
パーキンエルマーのような企業に投資することを望んでい 
ます。

2011年、パーキンエルマーはOperational Excellence（オペ 
レーショナル・エクセレンス）、Employee Engagement 
（従業員の参加）、Product Innovation（プロダクト・イノ
ベーション）という3つの主要部門における持続可能性目標
の達成に向けて、大きく前進しました。まず、目標としてい
た2013年より2年も早く、温室効果ガスの排出量を11%削
減を実現しました。また、「For the Better Days」という全
世界的なボランティアプログラムを始動し、私たちが暮らし
仕事をする地域社会のひとびとの健康と健全な環境づくりに

About this Report －このレポートについて－

本レポートは、パーキンエルマーにとって3度目となります。Global Reporting Initiative（GRI）ガイドラインに沿って作成されて 
おり、このガイドラインにもとづき、我が社は「アプリケーションレベルB」を自己宣言いたします。このレポートには国連グロー
バルコンパクト（UN Global Compact）の原則も織り込まれています。

本レポートでは、我が社のビジネスアプローチが、持続可能なより良い未来の実現にどのように貢献しているかをご説明します。 
我が社の事業をスナップショットとしてご紹介し、CSR戦略を支える主要項目の達成に向けた進捗具合をご説明します。

本レポートでは2011年のPerkinElmer, Inc.の事業や活動を重点的にご紹介しますが、2011年以前のデータも含まれています。特に 
明記されていない限り、1月1日～12月31日までの間、直接の測定にもとづく様々な内部情報ソースの情報をまとめたものです。 
データは内部監査済みですが、独立した第三者監査人による証明を受けたものではありません。第三者によるレポートデータの検証
については毎年検討していますが、今回はこれを採用しないことに決定しました。

CSRレポートおよびプログラムに対する皆さまからのフィードバックをお待ちしております。 
質問やご意見は、csr@perkinelmer.comまでお寄せください。

貢献しました。さらに、エコデザインの原則を製品開発プロ
セスに取り入れました。

パーキンエルマーは、長年、ひとびとの生活を豊かにするお
手伝いをしてきました。この伝統は、お客様と社会のニーズ
に応えるために、革新的な技術の開発に専心してきた優秀な
人材が継承し、推し進めてきたものです。パーキンエルマー
は、世界中のひとびとの健康と生活の向上を目指し、CSRの
使命をさらに推し進めてまいります。このレポートは、我が
社の努力の成果と今後に向けた数々の機会を詳しくご紹介し
たものです。

Robert F. Friel
ロバート F・フリエル
Chairman and Chief Executive Officer
PerkinElmer, Inc.

Dear customers, shareholders, and colleagues,
I am pleased to introduce our 3rd annual Corporate Social Responsibility Report. 
－パーキンエルマー CSRレポートへようこそ－ 
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WHO WE ARE －パーキンエルマーについて－
パーキンエルマー（NYSE:PKI）は、ひとびとの健康と安全を
改善し、それを取り巻く環境に貢献することに積極的に取り
組んでいるグローバル企業です。マサチューセッツ州ウォル
サムに本社を置き、世界 150カ国以上で事業活動を展開して
おり、カナダ、フィンランド、オランダ、ドイツ、インド、
中国、シンガポール、英国、米国に、製造施設・研究開発施
設があります。

パーキンエルマーは、ひとびとの健康と環境を脅かす要因を
特定したり予防するソリューションを通じて、より効果的な
診断方法や治療の研究を支援し、私たちを取り巻く食品・水・
消耗品や、私たちが暮らし、仕事をする場所を汚染から守る
ことに専心しています。

2010年末に IDS事業部を売却したことから、我が社の事業
規模が変更されました。2011年には 9社を買収したことに

より、早期診断、DNA塩基配列決定、インフォマティック
ス分野の強化と、重点的な成長分野の技術知識、リーダーシッ
プの強化が期待されています。

PerkinElmer at a Glance －パーキンエルマー概要－

■ 1937年創立 
■ 米国マサチューセッツ州ウォルサムに本社
■ 2011年度の収入：約$19億
■ 株式銘柄記号：PKI（NYSE）

■ 全世界に約7,000名の従業員（2011年12月31日付け）

■ 世界150カ国以上で事業活動を展開
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オペレーショナル・エクセレンス（Reduce －削減－）：
我が社では、従業員にとって安全で健康的な労働環境を維持し
ながら、事業による影響を削減するため、環境・健康・安全管
理システムを採用しています。

職場と地域活動（Engage －参加－）：
戦略的フィランソロピーと関与の文化を育成することによっ
て、地域貢献とボランティア精神を通じて、地域社会のイニシ
アチブへの従業員の参加を促進します。

プロダクト・イノベーション（Improve －改善－）：
環境と社会への配慮を企業の研究・設計部門に取り入れ、製品と
サービスが負う責任をライフサイクル全体で強化します。

パーキンエルマーは、企業全体で、社会的に責任のある考え方
と事業方法を企業文化として育成するため、これらの重点項目
の下に結集し、部門を横断したグローバルなチームを結成しま
した。

CSR戦略の定期的な見直しと更新の一環として、各部署で、主
要競合相手とお客様の CSRプログラムの評価を第三者コンサル
タントに依頼し、マネージャー面接を行い、より広範な部門の
社内ステークホルダーを対象に意識調査を実施しました。この
調査では、（1）ガバナンス、（2）サプライチェーン、（3）事業
展開、（4）製品およびサービス、（5）ステークホルダーとの関
係および情報伝達、という 5分野でのベストプラクティスに照
らし合わせて、パーキンエルマーのプログラムを評価するよう
依頼しました。このプロセスを通じて、3つの主要分野の重要
性をあらためて確認し、さらに精緻化することができました。

perkinElmer’s CSR Strategic Focus areas － CSRに関する戦略的主要分野－

パーキンエルマーは、ステークホルダー関与に向けた取り組みとして、我が社の事業・製品・サービスがひとびとの健康と環境の
改善にどのように貢献できるかということを軸に、方針を決定しています。ステークホルダーと協力し、国連グローバルコンパク
ト（UNGC）の原則を念頭に取り組む中で、我が社は Operational Excellence（オペレーショナル・エクセレンス）、Workplace 
And Community（職場と地域活動）、Product Innovation（プロダクト・イノベーション）を 3つの重点分野として位置づけています。

パーキンエルマーでは、社内ステークホルダーの部門横断的
委員会である CSRリーダーシップ委員会と、経営陣から成る
CSR執行委員会を通じて、全社的な情報伝達と協力体制を推進
しています。CSRリーダーシップ委員会と分科委員会が戦略と
導入に関する推奨事項を作成し、CSR執行委員会の評価と承認
を経て決定されます。

STRATEGY, LEADERSHIP,
AND GOVERNANCE

－戦略、リーダーシップ、
　　　　　ガバナンス－

CSR Goals －CSR目標－
2011年、パーキンエルマーは CSRの目標達成に向けて大きく前進しました。

2011年の成果を踏まえ、2012年は、従業員、地域社会、サプライヤーの積極的な参加を促すことで、パーキンエルマーの
使命にとってCSRがいかに重要であるか、意識の向上を図ります。課題と目標に応じて、研修、チーム形成、意識調査とい
う形で参加を促し、具体的な成果を達成するために必要な場合は別のコミュニケーション方法を活用します。

達成済み 進行中

目標 2011年の達成状況
パーキンエルマーの全世界の温室効果ガス排出量を、2013年までに
対 2009年比で 10%削減する

目標を上回る成果を達成。2011年、温室効果ガス排
出量を 11%削減

2012年までに地域活動プログラムへの従業員の参加を 25%まで
引き上げる

従業員の参加率 12%を達成
（25%達成に向けて進行中）

環境に関する指令（RoHS、REACH、Dodd-Frank）への製品の順守を
徹底する

サプライヤーによる RoHSおよび REACHへの順守状
況の評価を開始。ソフトウェアソリューションによる 
順守状況の追跡をパイロットテスト中

エコデザインの原則を新製品のデザインに取り入れる
エコデザインの原則に照らし合わせた、製品評価
トールゲイト（チェックポイント）プロセスの
テストを完了

全世界規模で我が社の施設が環境に及ぼす影響を評価、管理、削減する GHG追跡ソフトウェアプログラムを入手、導入完了
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United Nations Global Compact
－ 国連グローバルコンパクト －

パーキンエルマーは、国連グローバル
コンパクト（UNGC）に 2008年から
参加している企業として、人権、労働
基準、環境、腐敗防止に関する UNGC
の 10原則を順守、支援、推進するこ
とに尽力しています。こうした努力の
一環として、システム・方針・プロセ

スの改善を通じて、この原則の範囲で社会的・環境的な問題
の解決に向けて努力を続けており、進捗状況については、進
捗報告（Communication on Progress：COP）に詳細に記
載して提出しました。2011年の CSRレポートにはこの情
報を盛り込み、2ページの目次に、各原則への具体的な対応

策がこのレポートのどこに開示されているかを索引で示しま 
した。

2011年、パーキンエルマーは、UNGCの 10原則を支援するマ
サチューセッツ州の 5社のうちの 1社として、United Nations 
Association of Greater Boston（UNA-GB）から表彰されました。
国連のビジネス原則に取り組み、持続可能な開発を実現するた
めに、良き企業市民として行動し、倫理的なリーダーシップと
経営管理に則って事業・戦略を展開しているコミュニティリー
ダーとして、Global Corporate Citizenship Honor Rollが与え
られました。

Customer Collaboration　－お客様とのコラボレーション－
パーキンエルマーは、世界中のお客様と協力し、エネルギー源の多様化、水質改善を通じた環境
の改善と、ラボラトリーの生産性向上に取り組んでいます。我が社は、バイオディーゼルの世界
的な拠点であるブラジルのペトロブラス研究センターに、高品質バイオディーゼル燃料の研究開
発を推し進めるための専門技能、知識、分析ソリューションを提供しています。  

Stakeholder Engagement －ステークホルダー・エンゲージメント－
ステークホルダーの見解に対する我が社の理解が深まるほど、そのニーズにより的確に対応できるようになります。我が社で
は、次の表に示す方法で、ステークホルダーの積極的な参加を促すことによって、トレンドやリスク、チャンスについて価値あ
る見識を得るとともに、パーキンエルマーに対するステークホルダーの期待をより良く理解する努力をしています。パーキンエ
ルマーは、今後もステークホルダーからのフィードバックを企業戦略や優先課題に取り入れてまいります。

PerkinElmer Key Stakeholders & Engagement Highlights －パーキンエルマーの主なステークホルダーとその取り組み－

STakEhOldER ENGaGEmENT 2011 －取り組み－ ExamplES －例－

Employees ■ 社内ウェブサイト（CSRポータル） ■ 四半期ごとの全従業員向けウェブキャスト
－従業員－ ■ 定期的な情報伝達（Eメール、ビデオ、ミーティング） ■ 従業員会議

 ■ 従業員意識調査 ■ CSRポータル

 ■ 業績評価（個人、360度評価） ■ CSRニュースレター

 ■ 首脳陣のブログ ■ 年次従業員意識調査

 ■ ソーシャルネットワーク ■ LOR（Leadership Organizational Review）プロセス
  ■ 「For the Better Day」イベント
  ■ グリーンチーム

Customers ■ 定期的な情報伝達（Eメール、口頭） ■ 顧客CSR情報の依頼
－お客様－ ■ ウェブサイト PerkinElmer.com ■ サプライヤー監査および自己評価

 ■ お問い合わせへの対応 ■ 環境セミナー

 ■  顧客意識調査 ■ ブランド意識調査

 ■  製品開発

Suppliers ■ 定期的な情報伝達（Eメール、口頭） ■ サプライヤー評価および監査
－サプライヤー－ ■ サプライヤー評価および監査 ■ RoHSおよびREACHコンプライアンスレター

 ■ サプライヤーの意識調査 ■ サプライヤーの行動規範

 ■ 製品開発 

Investors/Analysts ■  四半期ごとの報告 ■ 四半期ごとの収支報告
－投資家・アナリスト－ ■ 定期的な電話会議 ■ 機関投資家へのプレゼンテーション

 ■ 定期的な情報伝達 ■ 年次報告

 ■ プレゼンテーション ■ 投資家・アナリスト会議（JPモルガンヘルスケア会 
   議、バークレイズキャピタル2011グローバルヘルス 
   ケア会議、Robert W. Baird 2011成長株会議など）

Communities ■  従業員によるボランティア活動 ■ World Water Monitoring Day
－地域社会－  ■ 「For the Better Days」 
  ■ STEMプログラム

 ■ 寄付―助成金および現物寄付 

 ■ 災害救援 ■ 現地事業所の災害計画 
  ■ 自然災害支援のための迅速対応プロセス

 ■ 非営利的関与 ■ 指導教育

 ■ 企業としてのスピーチ ■ 四半期ごとの従業員会議

Governments ■ 規制の順守 ■ 規制機関による検査
－行政機関－ ■ 政策立案プロセス ■ 製品評価と承認
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Supporting Newborn Health －新生児の健康－

パーキンエルマーは、新生児特定集中治療室（NICU）で治療を受けている新生児を持つ家族を支
援する非営利団体であるMiracle Babies, Inc.と協力し、未熟児出産後に採取した臍帯血および臍
帯組織幹細胞を最大限に活用する方法の発見を促進しています。臍帯血には 80種類もの難治性疾
患の治療に役立つ可能性があるとされており、間充織幹細胞である臍帯組織は再生治療における効
果が有望視されています。

「臍帯血と臍帯組織幹細胞の治療効果には、未熟児の難病治療で満たされていないニーズを解消で
きる可能性があります」̶ Morey Kraus氏（ViaCord®、Chief Scientific Officer）
現在、パーキンエルマーの臍帯血バンクサービスでは、出産間近な家庭を対象に、新生児や家族の
医療に役立てることができるよう、新生児の臍帯血と組織幹細胞の保管サービスを提供しています。

Rewarding Scientific Achievement －科学分野の研究成果を表彰－

パーキンエルマーでは、毎年、学界のソートリーダーシップと先駆者的研究を讃え、ガスクロマト 
グラフィー分野での革新者であり、パーキンエルマーにも長年貢献した偉大な Leslie Ettreと
Marcel Golayにちなんだ 2つの賞を贈って表彰しています。

2011年の Leslie Ettre賞は、ブリガムヤング大学で分析化学の博士過程に在籍する Dan Li氏に
よるポータブルガスクロマトグラフィー質量分析（GC/MS）を用いたバクテリアとバクテリアの
内包子の検出が受賞しました。

2011年のMarcel Golay賞は、分離科学における長年の功績を讃え、タスマニア大学の Paul 
Haddad教授に贈られました。現在同教授は、無機イオン、金属錯体、低分子量有機種に重点を 
置いた小分子の分離研究を進めています。

■      American College of Medical Genetics Foundationとの協力を通じ、 
 フォーラムに参加することで医学界の主要な方向性を理解し、パー 
 キンエルマーのコーポレートリエゾンとなる次世代の遺伝子学者を 
 勧誘

■ 食品安全性応用栄養学共同研究所（Joint Institute for Food Safety and  
 Applied Nutrition）を通じて、全国食品安全計画と国際食品規格計画 
 に貢献

■ Hunters Hope Foundation、Cares Foundation、Boomer Esiason  
 Founda  tion、およびジェフリーモデル基金を通じて、州の新生児ス 
 クリーニングプログラムに参画

■ 米国周産期学会（Society for Maternal Fetal Medicine）とのパートナー 
  シップを通じて、あらゆる産婦人科治療の水準向上を図り、医療従 
 事者に教育・資格研修プログラムを提供

Industry Collaboration －業界内のコラボレーション－  

パーキンエルマーは、業界が直面しているビジネス・技術上の課題は単独では克服できないことを理解しています。様々な連合組織、企業
間提携、協会に参画することにより、業界標準の開発に影響を与え、ベストプラクティスの共有、ステークホルダーの懸念事項への対応、
方針開発の協力、共通の問題の解決に向けて、政府、学会、産業界の同業者が意見を交換し合い、リソースを最大限に活用できるよう努力
しています。たとえば、以下のような形で協力が行われています。

■ Genetic Allianceとの協力を通じ、新生児スクリーニングテストの教育 
 と方向性を指導

■ イリノイ工科大学Institute of Food Safety and Healthとの協力を通じ 
  て、食品安全、食品防御、栄養研究に関する知識ベースを作成

■  Save the Babies through Screening Foundationと協力し、新生児スク 
  リーニングの法的・財政的な支援を確保

■ Association of Analytical Communities Internationalを通じて、分析法 
 およびラボラトリー品質保証プログラムとサービスの開発、使用、 
 協調を促進
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Governance－ガバナンス－
強力なガバナンスを実現するには、全社規模でのリーダーシッ
プ、参加、支援が不可欠です。パーキンエルマーの取締役会と
経営幹部は、ガバナンスと適切な業務遂行について重役・従業
員を指導するため、方針の文書化、ガイドラインおよび研修を
含む体系的なアプローチを確立しました。

Board of Directors－取締役会－

パーキンエルマーは株式公開上場企業です。2011年、取締役会
は 9名で構成されていましたが、2012年に 2名が引退し 1名
が新たに選出されたことから、現在は 8名で構成されています。
取締役会は、パーキンエルマー全体の戦略的方向と管理に関す
る責任を負いますが、日常業務に関する責任は経営幹部が負っ
ています。年次株主総会収集通知書（Proxy Statement）でご案
内した通り、パーキンエルマーでは、株主の皆様からのご意見
やご要望を伺い、検討するプロセスを確立しました。取締役は、
株主によって毎年選出され、「指名およびコーポレートガバナン
ス委員会」が、取締役の経験・特質・技能の豊富さを評価した
Board Performance（取締役パフォーマンス）を毎年検証してい
ます。取締役会の会長は、最高経営責任者であるロバート・フ

コーポレートガバナンスガイドライン — パーキンエルマーの
コーポレートガバナンスガイドラインは、取締役会と経営幹部
に関するガバナンス方針と手続きを定めたものです。ガイドラ
インには、最高経営責任者と取締役会の会長が同一人物である
場合に独立した主任取締役（lead director）を選出する際の規
定も含まれています。

業務遂行基準（Standards of Business Conduct） — パーキン
エルマーの業務遂行基準（SoBC）は、個人および企業として
の行動の指針となる価値観と原則を定めたものです。すべての
従業員はこの基準について 15カ国語で用意された研修を受け
ます。腐敗・贈賄防止に関する新たな指令が発布されたことを
受け、2011年にはこの重要なコンプライアンス領域に関する
研修を追加しました。理解と順守の徹底を図り、お客様、ベン
ダー、サプライヤー、政府官公庁と取引を行うすべての従業員
には、このオンライン研修の受講が義務づけられています。ま
た、基準に定められている通り、倫理ホットラインを使って、
世界中のすべての従業員が匿名で違反の疑いを報告できるよう
になっています。倫理ホットラインへの報告事例はすべて、倫
理委員会が調査・対応を行います。

  

リエルが務めています。ニューヨーク証券取引所上場規則に従
い、ロバート・フリエルを除くすべての取締役は独立取締役です。

2012年の取締役委員会と取締役の略歴と一覧表は、ホームペー
ジでご確認いただけます。

パーキンエルマーの取締役会は、主に監査委員会を通じて、事
業上のリスク、財政的リスク、法規制関連のリスク、戦略的リ
スク、および評判に関わるリスクを含め、我が社に影響を及ぼ
す可能性があるリスクを監督する役割を担います。監査委員会
は、企業のリスク管理に関する責任を負い、取締役会に定期的
に報告する義務があります。

役員報酬はインセンティブプランを通じてパフォーマンスに関
連付けられています。インセンティブプランについては、株主
総会収集通知書の中に詳しく説明されています。
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コンプライアンス委員会 ̶ パーキンエルマーは、世界中に事
業を展開する上で、適用される規則や規制の順守に努めていま
す。このような努力の一環として、経営幹部の代表で構成され
るコンプライアンス委員会を設けています。コンプライアンス
委員会は、世界中の部門レベルのコンプライアンスリーダーか
ら規制順守報告書を定期的に受け、取締役会の監査委員会に報
告します。

内部監査 ̶ 内部監査グループは、統制環境の評価と強化、財
務報告の信頼性向上、企業経営の改善を目的とした評価を行い、
独立した客観的な保証を提供します。監査グループは、取締役
会の監査委員会に定期的に報告を上げています。

公共政策 ̶ 国および地方政府と協力して政策立案プロセスに
参画することは、我が社の事業の重要な一部になっています。
我が社が関与するセクターに世界的な影響を与える数々の政策
について思慮深く建設的な提言を行うため、包括的な意見交換
の機会を希求しています。

リスク管理 ̶ パーキンエルマー社内のすべてのリーダーは、
担当する事業・部門について、年間事業リスク評価を行います。
このプロセスで特定された事業上のリスクは、社会的・環境的・
倫理的リスクとともに、上級管理職の部門横断的な会議で検証
の上、優先順位が決定されます。その結果は取締役会の監査委
員会が検証し、定期的にモニタリングして、最大のリスクを軽
減するために適切なリソースを配分します。

リスク管理原則の一環として、パーキンエルマーは、リオ宣言
の第 15原則の予防的アプローチに賛同しています。リスクを
特定・評価・管理するための科学的根拠にもとづくプロセスを
活用し、このプロセスに沿って意思決定を行うとともに、製品
や事業運営にも応用しています。

災害復旧 ̶ パーキンエルマーでは、従業員、お客様、パート
ナー、主要ステークホルダーの皆様に災害の影響が及ぶのを最
小限に抑えるため、回復機能を持つ包括的な災害復旧プログラ
ムを保守しています。IT部門では、一般的な障害（インターネッ
トに接続できない、ハードウェア障害など）や破壊的障害によ
り良く対処するため、世界中の主要データセンター向けに詳細
な災害復旧計画（DRP）を開発しました。ITE（IT Effectiveness）
グループは、ITインフラ部門や各事業部門を含む様々なチーム
と協力し、パーキンエルマーの事業が中断されるような事態が
起こった場合でも、確実にサービスを切り替え、データを復旧
できるようにするための計画を調整・テスト・保守しています。

サプライヤー — 高品質で価格競争力のある部品・成分・原材
料を遅滞なく入手することは、パーキンエルマーにとって極め
て重要です。地域・地方のサプライヤーや世界的なサプライヤー
の参与を得て、我が社の「業務遂行基準」に沿った関係を構築
しています。サプライヤーとの契約には、地域・地方・国が定
める環境・健康・安全・労働に関する法的要件の順守を定めた
サプライヤー行動規範が常に盛り込まれています。また、この
契約には人権要件も組み込まれています。調達プロセスの一環
として、直接のサプライヤーに対して自己評価テストを実施し、
パーキンエルマーの供給管理担当者がこれを評価しています。
予測される事業上・技術上のリスクにもとづき、サプライヤー
に対する監査も実施しています。

2011年、直接のサプライヤーに対して、EUによる体外診断
用（IVD）医療機器（2016年 7月策定予定）と産業モニタリ
ング・制御機器（2017年 7月策定予定）における有害物質
の使用制限（RoHS指令）への順守に関する意識調査を開始し
ました。この調査の一環として、サプライヤーに対して、EU
の化学物質登録評価許可規則（REACH）によって高懸念物質
（Substances of Very High Concern：SVHC）として規定され
ている化学物質の存在を調査しています。

同様に、電子機器の製造に使用する金属については、コンゴ共
和国などの紛争地域で採掘され、人権侵害・不法な事業・紛争
の継続の資金源として利用される可能性のある金属の原産地を
判別するため、サプライチェーンに関するプログラムを開始し
ました。サプライベースとの協力により、問題を解決し、調達
を変更する必要があるかどうかを判断します。
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OPERATIONAL EXCELLENCE
－オペレーショナル・エクセレンス－

地球環境の保護に役立つ製品をお届けすることは、我が社の事
業の根幹であるだけではなく、事業活動による現地環境への直
接的な影響を軽減することにもつながります。パーキンエル
マーでは、事業所独自の環境管理システムを使用し、一連のパ
フォーマンス指標にもとづいて事業活動と関連する影響をモニ
タリングすることにより、改善できる箇所を特定し保護プロ
ジェクトの効果を評価しています。以下は、我が社の取り組み
の一例です。

■ 環境管理に包括的で体系的なアプローチを採用する。
■ 事業間でベストプラクティスを共有する。
■ 主要な環境パフォーマンス指標を使って、事業をモニタリン 
 グする。
■ 定期的に事業を監査する。
■ 定期的な環境管理評価を実施する。

Sustainable Manufacturing and Operations
－持続可能な製造－
パーキンエルマーは、事業活動による環境への影響を削減する
ことに全力で取り組み、以下のツールやプロセスを通じて、エ
ネルギー効率の高い施設の運営と、資源保護・汚染防止に関す
る対策の立案・実施に取り組んでいます。

■ 環境・衛生・安全（Environment, Health and Safety：EHS） 
 リスク評価・管理のための様々な方針と手順を備えた、EHS 
 管理システムを実施する。

■ あらゆるレベルの個人の責任を強調することにより、方針と 
 手順の効果的な実施を推進する。

■ 手順の順守に必要なツール・研修・リソースを従業員に提供 
 し、我が社およびお客様の施設において、合理的な予防措置 
 を実施する。

■ 多様な経営指標を活用し EHSパフォーマンスを監視する。

■ 従業員主導の自発的な「グリーンチーム」を通じて、各事業 
 所で独自のイニシアチブとプロジェクトを立ち上げ、導入 
 する。

パーキンエルマーでは、現地事業所を
中心とした環境管理プログラムを通じ
て、地域のニーズや問題点に対応しや
すい管理システムの構築を推進してい
ます。我が社の事業所の多くは、国際標準化機構の ISO 14001
認証を取得しており、認証待ちの事業所も数多くあります。ま
た、環境プログラムの一環として、様々なコンプライアンス、
適正評価、管理システム監査を実施しています。2011年は 9
件の監査を実施し、すべての是正措置が完了するまで管理を行
いました。ISO 14001認証済み事業所の一覧は、こちらをご
覧ください。

「我が社の EHSプログラムは、規制順守を徹底し、安全・健康・
環境の保護に関するアプローチを改善し続けることを目的として
います。 OHSAS 18001基準に則し、 PDCAサイクル （計画・
実行・評価・改善） を活用して、 職場の健康と安全管理シス
テムを推進しています。 また、 パーキンエルマーが事業活動に
よって環境に及ぼす影響を効果的に管理していることを知りたい
というお客様の関心にお応えし、 多くの事業所が第三者による環
境管理システムの認証を得ています」

̶  Arthur "Chip" Wallace（Global EHS Director） 
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新たに会社を買収することにより、環境管理システムを統合する責任が生じます。パーキンエルマーでは、適正評価の一環として、
新事業所における環境対策をベストプラクティスに照らし合わせて評価し、適切な場合は我が社の環境対策に統合しています。さ
らに、事業所によっては、新事業所をパーキンエルマーの環境データ収集・モニタリング活動に組み込む責任も生じます。このレ
ポートの環境パフォーマンスデータと関連する正規化因子については、2011年後半に買収した Caliper Life Sciences, Inc.（Caliper）
のデータと総収入は除外されています。Caliper事業所のデータは今後のレポートに反映される予定です。

パーキンエルマーでは、全世界の事業の約 70%に相当する製
造施設、研究開発施設、大規模経営関連施設で、電力使用量、
燃料使用量、水使用量、温室ガス排出量、有害廃棄物排出量な
どの主な環境パフォーマンス測定を実施しています（2011年
11月に買収した Caliperを除く）。モニタリングプログラムに
新施設を追加するかどうかについては、毎年検討を行っており、
2011年、パフォーマンス測定プログラムに新しく追加された
施設はありません。

本レポートの 2007 - 2011年環境パフォーマンスデータは、こ
の 4年間で売却・買収した事業所のデータを削除・追加し、調
整してあります。また、この 4年間で、ベースラインから開発

した目標も調整され、新たなベースラインが設けられています。
1年ごとの比較を行うため、環境データを生産指数に対して正
規化することも検討しましたが、我が社の製品は多岐に渡るた
め、製造や事業のアウトプットにもとづく代表的な正規化ファ
クターを特定できておりません。したがって、毎年のデータの
変化を比較するための代表的なファクターとして、収益を選択
いたしました。

Promoting Alternate Energy Transportation 
 －代替エネルギーによる交通手段－

2011年後半、パーキンエルマーは、ホプキントンの事業所、ホプキン
トン市、マサチューセッツ州の市エンジニア、Hopkinton Sustainable 
Green Committee、マサチューセッツエネルギー資源局（Massachusetts 
Department of Energy Resources）と協力し、2012年前半、パーキン 
エルマーのホプキントン事業所（前 Caliper）に電気自動車のサービス・充
電ステーションを 2カ所設置するための助成金を 20万ドル獲得しました。 
このプログラムは、代替エネルギーを使う代替交通手段を奨励することを 
目標にしており、充電ステーションに必要な電気料金はパーキンエルマーが
負担しています。これらの充電ステーション80カ所のうち、2つがマサチュー
セッツ州にあります。ステーションの最新情報については次の CSRレポート
でもご報告いたします。
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Energy Use  －エネルギー消費－
一般に、パーキンエルマーの事業所は、現地の電力会社が供給
する電力で運営されています。コネチカット州シェルトンおよ
びイリノイ州ダウナーズグローブの事業所では、ピーク需要の
時間帯に自社の非常用発電機を稼働して、送電網への負荷を減
らすプログラムに参加しています。

12

図2：全世界での燃料油および天然ガス使用量

エネルギーモニタリングプログラムの一環として、各事業所の燃料使
用量を追跡調査しています。ボイラーその他の事業所機器の運転に
は、燃料油と天然ガスを使用しています。図2は、我が社の事業所にお
ける2007年から2011年の燃料使用量を示したものです。2009年とそ
れ以前は、コネチカット州シェルトンの事業所が、我が社の全世界の
燃料油使用の約99%を占めていました。2010年、この事業所では、
燃料油を使うボイラーを天然ガスボイラーに交換したことによって、
燃料油使用が大幅に減少しました。燃料を切り替えたことで、2010年
から2011年にかけて、天然ガス消費量が53万7,000サームから83万
8,000サームに増えていますが、同じ期間に、化石燃料の使用による二
酸化炭素排出量は45%減少しています。今後も、施設機器の交換時に
は、より燃料効率の高い選択を行う予定です。
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図1：全世界での電気使用量

図1は、2007年から2011年までの世界全体での実質の電力使用量と
正規化した使用量です。2011年には、生産高が拡大された3つの地域
で総電力使用量が増えていますが、複数の事業所で省エネプロジェク
トが成功しています。たとえば、カリフォルニア州サンタクララの水
生産工場では、生産量を20%拡大したにもかかわらず、チラーの運用
構成を変更したことにより、2011年に90万kWhの節電に成功しまし
た。ほかの事業所でも、より高効率の照明を取り付け、自動制御装置
をアップグレードし、照明を使っていない場所では自動消灯機能が動
作するよう設定しました。2011年は、収益の拡大に伴い、正規化した
電力使用量が大幅に減っています。
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Greenhouse Gas Emissions  －温室効果ガスの排出－
パーキンエルマーは、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（Carbon Disclosure Project）と、米国EPAグリーン電力パー
トナーシップ（Green Power Partnership）に積極的に参加しています。

全体的な温室効果ガス（GHG）データの収集と管理プロセスを促進するため、全社規模でGHGデータ管理ソフトウェアの使用を開
始しました。これにより、全社的なGHGデータの収集・管理を拡大し、事業所ごとに特定の事業に意義のあるデータを収集する柔
軟性が実現します。

図 3：全世界での温室効果ガス排出量

2011年、我が社は再生可能エネルギー証（RenewableEnergy Credit： 
REC）を5,000メガワット分購入しました。これは2010年の1,500メガ
ワットから大幅に増加しています。2011年に購入したRECは、2011
年の電気消費量の約10%に相当します。我が社では、世界資源研究所
（World Resources Institute）と持続可能な開発のための世界経済人会
議（World buisness Council for Sustaialbe Development）が開発した「
温室効果ガスプロトコル：企業の排出量算定と報告の基準（改定版）」
を使用して、GHG排出量を計算しています。図3は2007年から2011年の
Scope 1および2の温室効果ガス排出量を示したものです。
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全体として、2011年の温室効果ガス排出量は前年度比で約4%減少しました。2009年に資産を売却したことから、Scope 1および2の 
温室効果ガスを2013年までに対2009年比で10%削減するという目標を下方修正しましたが、このような修正にもかかわら
ず、Scope 1および2の温室効果ガス排出量は2009年度比で11%削減しており、目標を既に達成しています。これは、省エネプロ 
ジェクトを実施したこと、さらに、施設で使用していた燃料油をより清潔な可燃燃料であり炭素効率の高い天然ガスに切り替えた
ことによって達成されたものです。排出量が減少し、収益が拡大されたことから、収益に対して正規化した温室効果ガス排出量は
減少しています。2012年には新たなGHG目標を評価する予定です。

2011年、生産量の拡大と新設機器の認定により、複数の事業
所で有害廃棄物の排出量が増加しました。たとえば、カリフォ
ルニア州サンタクララでは、新しい水製造機器の認定が原因
で、有害廃棄物の排出量が一時的に増加しましたが、ツール
の認定による排出量は2011年末までに安定化しました。さら
に、2012年には事業所内に新しいフッ素塗布システムの設置
が予定されており、これにより、塗布のために事業所外に排
出される有害廃棄物の量がさらに減少することが期待されて 
います。

上海（中国）とシェルトン（コネチカット州）の施設でも、生
産量の拡大に伴い、有害廃棄物の排出量が増加しています。両
施設では、環境管理システムの一環として、有害廃棄物の排出
量を減少させる方法を画策中です。

Compliance  －コンプライアンス－

2011年、パーキンエルマーの施設・事業所は、環境・健康・
安全に関する政府機関によって何度も検査を受けましたが、規
制違反は一切確認されませんでした。また、2011年、地域・
州・国レベルの報告義務が生じるような流出・放出も発生して
いません。

Hazardous Waste  －有害廃棄物－
パーキンエルマーの製造施設・研究施設では、地域お
よび国の規制よって有害に分類される多数の廃棄物
を排出しています。再利用・リサイクリング、原材
料の入念な選択、化学的置換、その他の方策によっ
て、廃棄物の発生と有害性の削減を追求してまいりま
す。図4は、2007年から2011年の有害廃棄物の排出量 
（実質および正規化）をまとめたものです。
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図 4：全世界での有害廃棄物排出量
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Water Use  －水の使用－ 
パーキンエルマーは公共水道局から水を購入・使用して
おり、施設の排水は公共の処理施設に流しています。図
5は、2007年から2011年までの実質の水使用量と正規化
した使用量です。2011年は、カリフォルニア州サンタク
ララの水製造施設を含め、複数の事業所で使用量が減っ
たことで、全体の使用量が減少しました。サンタクララ
施設では、生産量が拡大したにもかかわらず、2011年の
水使用量が前年度比で約7%減少しました。同施設では、 
ヒュームスクラバー槽の水にpHおよび伝導率モニタリング制御
を追加したことで、毎年5,000立方メートル以上の節水を達成
しています。パーキンエルマーでは、今後も、水消費量を削減
し、リサイクルと再利用の選択肢を拡大するプロジェクトを特
定・導入し、施設間で共有していく予定です。
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WORKPLACE AND
COMMUNITIES

－職場と地域活動－

■ 画期的なソリューションを希求する起業家精神を育む職場環 
 境の整備に努める。

■ 創意工夫・リーダーシップ・探究心・誠実さについて、個人 
 のコンピテンシーを高める。

■ チームワークと能力開発を日々のミッションの根本的な部分 
 に位置づける。

■ 従業員が自身の健康について学び増進していけるように、 
 従業員の福祉と健康を最重要視する。

Workplace  －職場－  
我が社の成功は、組織のあらゆるレベルで優秀な人材を採用・維持できるかどうかにかかっています。この業界での優秀な人材の
争奪は厳しく、尊厳と多様性を重視する職場環境を育成する文化を創り出すために、パーキンエルマーでは以下のような取り組み
をおこなっています。

従業員の参加意識を測るため、世界全体の調査や事業所ごとの従業員意識調査などの方法を採用し、パーキンエルマーで働くこと
についてどう思っているか直接フィードバックを収集し、会社経営に関する意見も募っています。意識調査の結果とフィードバッ
クは最高幹部に通達され、将来的な戦略や目標の策定に反映されています。

■ 統合チームと情報伝達チームが、詳細で堅牢な情報伝達資料 
 を作成し、買収による事業への変化を従業員・お客様・サ 
 プライヤーに通達する。

全世界の従業員内訳
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Compensation and Benefits  －報酬と各種手当－  
パーキンエルマーに人材を集め維持するためには、報酬や手当
の面で業界や地域市場の水準に負けないようにしなければなり
ません。全従業員（正社員・パートタイム）に有給休暇が与え
られます。米国外のパーキンエルマーの従業員も、それぞれの
国内法や慣例に沿った同様の手当を受けています。

Human Rights  －人権－
パーキンエルマーで、人権擁護とは、各人に与えられるべき尊
厳・自由・尊敬・受容を保証することを意味します。パーキン
エルマーは、我が社の影響が及ぶ範囲内で、国際人権基準を尊
重・保護しています。この基準については、15カ国語で用意
され、ホームページとイントラネットで確認できる業務遂行基
準にも明記されています。業務遂行基準についてはこちらをご
覧ください。

パーキンエルマーでは、人権侵害に加担しないよう、研修を施
し、違反が疑われる場合に匿名で報告できるようにするととも
に、報告後のフォローアップを行っています。パーキンエルマー
は、どこで事業を展開しようとも、あらゆる労働法と雇用法を
理解し、順守し、人権に対する最高水準の誠実さと敬意を持っ
て、グローバルな事業を管理します。また、サプライヤーに対
しても同じことを期待し、既存の労働・人権に関する法律や要
件に順守することをサプライヤー契約の基本条項として定めて
います。我が社の施設・事業所内での児童就労を禁止し、これ
をサプライヤーにも通達しています。サプライヤー契約には、
児童・成人の労働、人権、腐敗防止、環境保護に関する条項を
定めたサプライヤー行動規範が盛り込まれています。

パーキンエルマーでは、労働は自発的・自主的に行うものであ
り、事業のいかなる側面においても、強制的な労働は容認され
ません。これまで我が社の事業運営において、人権侵害の重大
なリスクが確認されたことはありません。

パーキンエルマーは、現地の法律と慣行にもとづいた従業員の
組織権を尊重しており、強固で開かれた関係を維持するため、
組合や労働者評議会とも密接に協力しています。いかなる問題
に際しても、まず、従業員と管理職の間で協力的で礼儀正しく
思いやりのある態度を維持し、相互を尊重した意思疎通を図る
ことを奨励しています。

Diversity  －多様性－
我が社は、従業員の経歴・経験・視点の違いが受け入れられ、
尊重される環境をこれまで育み、今後も守り続けます。これが
我が社の組織の大きな強みだからです。パーキンエルマーは、
多様性のある職場は、すべての人の機会の均等から始まると考
えています。我が社の方針には、人種、肌の色、国籍、出身民
族・出身国、宗教、性別、婚姻状況、性的指向、年齢、障がい
などに関わらず、すべての従業員に対する差別の禁止と機会の
均等が明文化されています。

パーキンエルマーでは、様々な国と地域からひとびとを雇用し、
彼らが我が社にもたらす豊かな多様性を高く評価しています。
我が社の製品とサービスには、製品開発・製造・セールス・マー
ケティングについて高い教育を受け技術を持った労働力が必要
です。他社に負けることなく最高の人材を雇用し、職務の要件
を満たす地域の人材を可能な限り雇用してまいります。

Employee Education and Training   －従業員教育・研修－
パーキンエルマーは、従業員の技能・知識・能力が何よりも貴
重な財産であることを強く認識しています。従業員の能力開発
への投資が、お客様やその他のステークホルダーに提供できる
価値を高め、競争に勝ち成功を収める力となります。従業員教
育を通じて、従業員および経営陣の個人また職業人としての成
長に関するコミットメントを再確認しているとも言えます。

リーダーシップの組織的検証プロセス（LOR）とは、従業員の
能力開発を管理し、従業員が成功するための技能と研修の機会
を得られるようにすることを目的としたプロセスです。従業員
は管理職と協力して年間能力開発計画を作成します。LORプ
ロセスは、パーキンエルマーの事業・戦略的な優先事項と、従
業員個人の自己啓発目標に沿った、個人またはチームの目標を
設定するプロセスでもあります。我が社のリーダーシップ開発
カリキュラムは、世界 46カ国で実施されており、すべての管
理職が実地技能や技術の適用に参与できるようにしています。
リーダーシップ開発プログラムは、マサチューセッツ州ウォル
サムのパーキンエルマー本社で、あらゆる地域・事業所の高い
可能性を持つ上級職と新人リーダーを対象に、年に 2回以上
実施されています。こうした本社レベルでのプログラムに加え
て、各地域の研修や自己啓発機会も実施されています。
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Collaborating With Governments 
 －政府機関との協力－

2011年 9月、パーキンエルマーは、販売パートナーの HVD Vertriebs 
GmbHと共同で、世界最大の新生児スクリーニング中央ラボラトリーを
カイロ（エジプト）に開設しました。このラボは、エジプトの保険人口省
（MOHP）の支援を受けて建設され、1つの施設で扱う新生児患者のサン
プル数は世界最大です。中央では、1,400人に 1人の割合で新生児が先天
性甲状腺不全を患っており、このラボは同国の新生児の先天性甲状腺機能
低下症の治療を目指すスクリーニングプログラムの一環として建設された
ものです。このラボでは、エジプト人家庭を対象に新生児スクリーニング
を無料で提供しており、同国内の約 96%の新生児のスクリーニングを目
指しています。

Health and Safety  －健康と安全－ 
パーキンエルマーでは、従業員の健康と安全を守ることを最優
先しています。職場で従業員の安全を守るため、ほとんどの
製造施設で、OHSAS 18001基準に則した労働安全衛生マネジ 
メントシステムと研修を実施しています。OHSAS 18001基準
に則した施設の一覧は、こちらをご覧ください。

Keeping Our Employees Healthy  －従業員の健康を守る－ 
我が社では、心と身体の健康を増進する様々なリソースを提供
することにより、従業員の健康とワーク・ライフバランスを支
援しています。リソースの内容は事業所ごとに様々ですが、た
とえば、社内フィットネス施設または地元フィットネス施設の
利用割引、従業員援助プログラム、健康的な食習慣のための社
内給食、予防接種プログラム、健康診断、定期的な医療と福祉
に関する情報提供などがあります。

Managing Safety Reporting and Remediation
－安全報告の管理と改善－ 
パーキンエルマーは、業務関連の傷害・疾病を全社的に把握す
るため、米国職業安全衛生管理局（U.S. Occupational Safety 
And Health Administration：OSHA）のメソッドにもとづいて、
全世界で統一した報告制度を導入しています。また、国内の報
告要件を満たすため、事業所ごとの業務上の傷害・疾病のデー
タも収集しています。このデータをもとに傾向と内容を分析し、
今後の研修の充実を図ります。図 6は、2007～ 2011年の業
務上の傷害・疾病および休業災害率です。2011年、記録すべ
き事故の発生率は減少しましたが、休業災害率が上昇しました。
事故の発生率は低い数値（就労時間 20万時間に 1.0件未満の
割合）を維持していますが、事故の発生件数がわずかに増減す
るだけで発生率は大きく変化します。パーキンエルマーでは、
今後も、教育、プロセス・手順の修正、事故の原因究明、適切
な予防措置の徹底を通じて、傷害・疾病、事故の発生率の減少
に全力で取り組みます。

図 6：業務上の傷害・疾病発生率

パーキンエルマーのトゥルク（フィンランド）事業所では、従業員に自転車
通勤を奨励しています。2011年、自転車通勤の従業員数は75人を超えてお
り、これは総距離にして6万キロ以上になります。同事業所は、フィンランド
赤十字社によるアフリカ健康プロジェクトに2,400ユーロを寄付しました。
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■ 記録すべき事故の発生率　 ■ 休業災害率
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『For the Better Day』, Sweden

『For the Better Day』, Singapore

『For the Better Day』, Italy

Community   －地域活動－ 
パーキンエルマーは、地球市民（Global Citizen）として、私
たちが暮らし仕事をする地域社会に好ましい変化をもたらそう
と最善を尽くしています。我が社の従業員は、この取り組みを
共有し、自分たちの時間・技能・資源を使ってボランティア活
動を行っています。パーキンエルマーは、ひとびとの健康と健
全な環境を脅かす問題の解決と、災害救援に貢献しています。

For the Better Days 
2011年、パーキンエルマーは、従業員が地域サービスに取り
組む「For the Better Days」（FTBD）という世界規模のプログ
ラムを始動しました。従業員たちは、この活動を通じて、従業
員間の関係を形成・強化し、地域社会の環境・ひとびとの健康
面の重要な問題の解決に積極的に取り組んでいます。このプロ
グラムは重役レベルで支持されています。

2011年には 39件の FTBDイベントが催されました。12%に
あたる従業員が 1つ以上のイベントに参加し、井戸作り、公
園の清掃、ハビタットフォーヒュマニティー主催の建築ボラン
ティア、青年活動の支援、学校・孤児院・障がい児施設でのボ
ランティアなど、様々なイベントを通じて 5,000時間をボラン
ティア活動に費やしました。従業員の意識調査でも FTBDは高
い評価を受けており、今後の改善・強化案も寄せられています。

2012年には、イベントに参加する従業員を 25%に伸ばすこ
とを目標にしており、将来的には従業員の家族や戦略的パート
ナーも参加できるようにしたいと願っています。

パーキンエルマーでは、年間を通じて、従業員の活動委員会が
幅広いボランティア活動や地域活動に取り組んでいます。FTBD
は、このような活動の要となるプログラムです。
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PerkinElmer Foundation    －パーキンエルマー基金－ 
パーキンエルマー基金は、疾病の正確な早期診断や、環境改善・環境保護を目的とした米国内の非営利慈善団体を支援しています。
慈善寄付に加えて、非営利団体の資格認定のための執行役員らによる寄付と同額を基金から毎年一定額まで寄付しています。

Supporting Better Diagnostics
 －より良い診断を－

重症複合型免疫不全症（SCID）などの原発性免疫不全症候群を患う
子どもたちに旅費と家族支援を提供しているジェフリーモデル基金の
Roots & Wings Programに、2万 5,000ドルを寄付しました。パーキン 
エルマーの診断事業は SCIDの研究と試験において重要な役割を果た
しています。SCIDの回復・克服には、早期発見と治療が重要です。

Aiding Communities around the World
 －支援活動－
 
Japan Disaster Relief　－日本への復興救援－
2011年 3月 11日の東日本大震災は、パーキンエルマーの日本事業
所にも甚大な影響を及ぼしました。パーキンエルマーは、従業員とそ
の家族の安全を確認した後、直ちに我々ができることは何かを考え、
積極的に機器を貸与し、日本の研究者に技術支援を提供してきまし
た。東京大学では、福島原発事故後の土壌・水・食品の放射能汚染図
の作成を支援し、汚染の除去方法の開発支援も行っています。

Safe Drinking Water in Cambodia　
－カンボジアに安全な飲み水を－
パーキンエルマーは、東南アジアの生活改善を目指す国際非営利団体で
ある Journeys Within Our Community（JWOC）が主催する「クリーン 
ウォータープロジェクト」を支援しました。このプロジェクトは、カ
ンボジアの Doun Keo地区と Brasat Char地区にきれいで安全な飲み
水を提供することを主眼としており、パーキンエルマーは、54カ所に
新しい井戸を掘り、139カ所の井戸を修繕することによって、掘井戸
やその他の不適切な水源を、正しく掘削・工事された正規の井戸に置
き換える支援を行いました。また、地域住民を対象とした衛生習慣と
清潔な水源の確保に関する研修プログラムの一環として、588個のフィ
ルターを寄付しました。こうした努力の成果として、今日では 2,700
人以上の住民がきれいな水を利用できるようになっています。

カンボジアで掘削した井戸の前に立つパーキンエルマーチーム日本の復興支援プロジェクトに共同で取り組む福島大学学長 入戸野修氏
（左）と、パーキンエルマージャパン代表取締役社長 青木睦郎（右）
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パーキンエルマーは、これからも、ひとびとの健康と環境に与える影響を抑えながら、パフォーマンスを継続的に向上させる製品
を提供することに全力を尽くします。

2010年末に結成された製品スチュワードシップ委員会は、2011年、以下の活動を通じて、様々な領域で進展を遂げました。

■ 新製品のリサイクル材料、エネルギー効率、機器・器具の重量とサイズの軽量化、包装の簡易化を評価するスコアカードの試用 
 を開始しました。スコアカードは2011年に発売された複数の機器に採用され、2012年には全社規模で採用が拡大されています。

■ ICP-MS製機器のプラチナサンプラーおよびスキマーコーンのリサイクルプログラムを開始し、パーキンエルマーでの消耗品の 
 購入時にご利用いただける割引をお客様に提供しています。このプログラムは 2012年以降も拡大していく予定です。

■ CDや印刷物の配布を最小限に抑えるため、お客様が機器のマニュアルをダウンロードできるメソッドを確立しました。

■ 製品の重複をなくし、SKU数を減らすことで注文プロセスを簡素化し、ノニルフェノール（NPE）界面活性剤を除去することで、 
 パーキンエルマー製 Pico-Fluorのエコフレンドリーな特性を向上させました。

■ EUでは、124メートルトンの電子機器製品をリサイクルしました。EU内のお客様向けのリサイクルとコンプライアンスに
 関する情報は、パーキンエルマーの環境指令に関するホームページでご覧いただけます。

PRODUCT INNOVATION
　　　　－プロダクト・イノベーション－　

環境のための革新的なデザイン 

環境への影響を配慮して設計されたパーキンエルマー
の Spectrum Two™フーリエ変換赤外分光分析装置が、
2011年、分析機器の Silver IBO Design Awardを受賞
しました。コンパクトで丈夫な Spectrum Twoには、
総重量の 75%に再利用可能な部品が使用されていま
す。銅製品は機能性・耐久性・デザイン性に優れ、広
範囲のサンプルに対応しながら、優れた測定結果を提
供します。

環境への影響を最小限に抑えながら、
可用性を強化
Optima™ 8X00シリーズには、「プラズマカメラ」が 
内蔵されているため、客先に出向かなくても、リモート
診断でき、場合によってはソリューションを直接提供で
きるようになっています。2011年、リモート診断は前
年度比で 79%増加し、1,100名以上のお客様にご利用
いただいたことで、サービス事業部では 100万ドル以
上の節約を達成しました。

また、前面パネルを固定するネジの数を 2～ 20個減ら
したことにより、修理がスピーディーになり、使用材料
も削減できました。
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2012年には、製品コンプライアンスに専心することに加え、
定期的な製品の見直し、サプライチェーンの意識向上、環境を
考慮した包装・配送、機器と部品の再利用とリサイクルに焦点
を当てた製品スチュワードシップの原則を製品のライフサイク
ルに組み込む予定です。「ゆりかごからゆりかごへ」概念に沿っ
たライフサイクルデザインに専念し、我が社の研究開発チーム
には、新製品の開発に際して持続可能性に関する懸念事項を解
消するよう要請しています。今後のレポートでは、この分野で
の進展もご紹介する予定です。

Product Compliance 
－製品コンプライアンス－  

パーキンエルマーは、今後もお客様にサ
プライヤーの製品内容に関する情報を提
供できるよう努力してまいります。たとえ
ば、SVHCの存在が疑われる場合は、個別
サプライヤーを通じて、または標準化されたサプライヤー調査
を通じて情報を収集します。必要な場合には、一般公開されて
いる情報や、化学物質についての一般的な知見、場合によって
は化学分析データを使って、サプライヤーからの情報を補完し
ます。現時点では、我が社の製品に法的基準値を超える濃度の
SVHCは確認されていません。EUの化学物質登録評価許可規
則（REACH）にもとづく法的要件は拡大が続いているため、今
後ともサプライヤーとお客様との情報伝達に取り組み、規制順
守を徹底いたします。

同様に、電気・電子機器のメーカー兼サプライヤーである我が
社は、EUの特定有害物質使用制限に関する指令（RoHS）およ
び廃電気電子機器に関する指令（WEEE）の対象となる製品を
製造しています。現在、カテゴリー 8（医療機器）とカテゴリー 9
（モニタリング機器および管理機器）の製品は、有害物質含有
に関する制限から除外されています。除外期限は、カテゴリー 8
（IVD）が 2016年 7月、カテゴリー 9が 2017年 7月までです。
RoHSおよびWEEE指令の今後の展開を継続的に注目し、我が
社の製品がこれらの規制要件を順守し続けられるよう努力して
まいります。

2020
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パーキンエルマーは、 ”For the Better”をキーワードに、”Human Health”と ”Environmental Health”を事業ドメインとして、 
グローバルでビジネスを展開しています。また、パーキンエルマーは、良き企業市民として社会へ貢献するだけではなく、世界 
各国の従業員が”For the Better Day”という活動を通じて、地域社会へ還元する取り組みを積極的に行っています。

これを基に、パーキンエルマージャパンは、ひとびとの健康と安全、そしてそれをとりまく地球環境を守ることにフォーカスし、   
”環境”をテーマとした CSR活動を展開しています。

これまで我々は環境マネジメントシステム ISO14001の取得や苗木植樹運動やチーム・マイナス 6%（現在のチャレンジ 25キャ
ンペーン）への参画など、社員全員が様々な活動を通じて、「環境」に対する意識を高めてきました。

2012年は、昨年に引き続き、東日本大震災復興支援プロジェクトの一環としてのセミナー開催や地域社会活動である For the 
Better Dayとしての活動を積極的に行い、2011年に比べ多くの社員が CSR活動に参加することができました。

ここでは、2012年度のパーキンエルマージャパンの取り組みについてご紹介いたします。

PERKINELMER JAPAN CSR ACTIVITY
　　　　  －パーキンエルマージャパンの取り組み－　

21

パーキンエルマーは昨年に創業75周年を迎えました。　創業以来、パーキンエルマー
は蓄積してきた技術やノウハウを活用して、世界の地域で様々な産業分野に対して 
優れた技術ソリューションを提供してまいりました。現在は、人々の健康と健全な 
環境を創成することを明確な事業目標に設定して、地球上の多くの人々に対して直接
的また間接的に私どものプロダクトやソリューションをお届けしております。また、
そのようなグローバルでの事業展開の中でCSR活動は最も高い優先課題として位置 
づけられていることは、CEOがメッセージの中でもお伝えしている通りです。

パーキンエルマージャパンは、そのようなパーキンエルマーグループの日本における
拠点として、日本国内での健康や環境に関わる様々な技術課題に対して積極的に取り
組むと共に、CSR活動においてもグローバルでの活動と連携をとりながら重要な経営
課題と位置付けて展開しております。本レポートの中でもご紹介しております様々な
活動に対しては、経営陣を含めて従業員が一丸となって参画しておりますが、近年 
この活動に対する取り組みはさらに全社員の意識が高まっております。その結果、 
活動の量だけではなく、その質的な内容も高度でかつ実効性が高いものと変遷して 
おります。

パーキンエルマージャパンは、今後も全社一丸となって日本そして日本に住む皆さん
に対して、製品や技術ソリューションと共にCSR活動という面からも、より良い人々
の健康と健全な環境を作っていくための貢献をさせていただく決意です。 
どうぞ、私どもパーキンエルマージャパンにご期待ください。

青木睦郎
代表取締役社長

ご挨拶
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福島大学災害復興プロジェクトチーム
福島大学　共生システム　高貝と申します。福島大学では、震災直後に「復興支援プロジェクト」
を立ち上げ様々な活動に取り組んでいます。その活動のひとつとして放射線計測チームでは、パー
キンエルマー社のガンマカウンター、液体シンチレーションカウンター、ICP-MSなど、様々な
分析機器を使用しデータ収集を行っております。

ガンマカウンター 
2480Wizard2

この装置では、震災直後にゲ
ルマニウム半導体検出器では
数量的に対応できない多検体
にわたる土壌をプレキャン
し、ゲルマニウム半導体検出
器での精密測定の順位を決め
る試料トリアージに使用しま
した。その後、コメなどの検

体が多い農作物の測定を行い、各機関や地方自治体にそ
のデータを提供しました。

液体シンチレーション 
カウンター
Tri-Carb
この装置では、主に放射性の
水素であるトリチウムの測定
に使用しました。原発事故直
後、多くの放射性物質は雨に
よってフォールアウトしまし
た。その雨水自体もまた放射
化されている、もしくは、放

射性水素 (トリチウム )によって構成された水分子を含
んでいる可能性がありました。現在は雨水のみならず、
地下水への浸透も調査を始めています。

ICP質量分析装置 
ELAN DRC-Ⅱ
この装置では、主に放射性金
属の分析に使用しました。事
故直後は、核燃料由来のウラ
ンの飛散を調査するため、ウ
ラン 235とウラン 238の同
位体比を利用した分析方法に
より、警戒区域外の住民が居
住領域を調査しました。現

在は、放射性ストロンチウムの新しい分析方法の開発を
行っています。

マイクロウェーブ  
試料前処理システム
Multiwave 3000 
この装置は主に種々の高感
度分析機器の前処理装置と
して使用しました。特に、
ICP-MSでは試料の形態が水
溶液系でないと分析できない
ため、土壌をはじめとする固
体試料を溶解するために本装

置を使用しました。強酸による溶解を高温・高圧下で自
動制御できるため、開放系での溶解するよりも短時間で
効率よく安全に処理することが可能です。

Japan Rapid Response Effort 
－パーキンエルマージャパン震災復興支援プロジェクト－  

パーキンエルマージャパン震災復興支援プロジェクトは、パー
キンエルマーで培われてきた分析技術や知識、経験を活かして
復興を支援したいという一念で始まりました。

このプロジェクトでは、被災地域や災害救援に携わる研究機関
で必要とされる分析機器の無償貸与、それに伴う消耗品の提供
や技術サポート、さらに得られた知見を幅広い分野の方と共有
し、次のステップへ繋げていくことを目的としています。

現在、東京大学アイソトープセンターや福島大学災害復興プロ
ジェクトチーム、東北大学大学院環境科学研究科の各研究機関
がこのプロジェクトに参画いただいております。

2012年の活動としては、活動報告を幅広く認識、共有してい
ただくために、7月 27日に「震災復興支援プロジェクト　特
別セミナー 2012 in 仙台」と題してセミナーを開催いたしま
した。このセミナーでは、東北大学での取り組みの紹介や宮城
県の現状についてや、現地での活動報告を地元のみなさまにご
講演していただきました。

福島大学　共生システム理工学類
准教授　高貝　慶隆先生
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 ここでは、実施した活動についてご報告いたします。

「第 5回ホタルが
すむ街づくり展
2012」は、ホタル
観賞を通じて環境
問題や自然の大切
さを考えるきっか
けづくりをテーマ
に地域に密着した
野村不動産株式会
社主催のイベント
です。

第 5回ホタルがすむ街づくり展 2012

10 月 12 日に「第
3回おもしろ科学体
験会」に参加しま
した。おもしろ科
学体験会は、野村
不動産株式会社が
毎年開催している
地域活動です。昨
年までは、「ビオ
トープ観察会」と

　　　　　　　　　　　　　　　　　して、地球環境や
自然の大切さを考えることを目的として開催されていま
したが、今年は色々な科学にふれることを目的とし、「お
もしろ科学体験会」として横浜市保土ヶ谷小学校 4年生
と横浜市帷子小学校 4年生を対象に開催されました。

第 3回おもしろ科学体験会

今年は、環境活動に取り組む企業としてパネル展示を行
うだけではなく、6月 9日に開催されたオープニングイ
ベント「ホタルを楽しむ夕べ」にて、「水質実験教室～
ホタルが住むきれいな街を～」と題した小学生主体の実
験教室を行いました。

For the Better Day 2012   －地域社会活動－ 
パーキンエルマージャパンは、2012年度、For the Better Dayとしての活動を 4回行いました。 

8月 24日に横浜ビジネスパークで行われた 
野村不動産株式会社主催の「楽園夏祭 2012」
に遊戯縁日の運営スタッフとして参加しま 
した。パーキンエルマージャパンは、パター
ゴルフのブースを担当しました。子どもから
大人まで多くの皆さまと交流を深めることが
できました。

楽園夏祭 2012

パーキンエルマーは昨年に引き続き 2回目の参加となり、
「水の性質～生き物にやさしい、かわらない地球を～」と
題して実験教室を行いました。子どもたちからは、「白衣
を着てやった実験は本当の科学者みたいでよかった」や
「もっと実験がしたい！」などという感想をもらうことが
出来ました。
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弁当ガラ、空き缶、ペットボトルなどが主なポイ捨てゴ
ミでしたが、波板のような大きなものや医療廃棄物の注
射針などもあり、近年ボランティアによって富士山の清
掃が実施され改善されているようですが、その周辺地域
ではまだまだポイ捨てや不法投棄が行われているようで
す。こういった状況を認識した上で、地球環境保全への
社会的責任を果たしていくため、自然環境の大切さを考
えるきっかけ作り、環境保全活動をこれからも継続して
行ってまいります。

パーキンエルマージャパンは、2012年 10月 28日に NPO法人富士山クラブの協力の下、富士山周辺域で清掃活動を
実施いたしました。今回、我々が清掃活動した現場は、乗用車・大型車の従来が激しく、国道沿いのポイ捨てがひどい
場所で、 2か月前にも清掃活動をしたにもかかわらず今回の清掃で総重量 220キロ、 軽トラックの荷台がいっぱいに
なるほどのゴミの収集をいたしました。

For the Clean Day   －富士山清掃活動－


