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Dear customers, shareholders, community and employees,
－パーキンエルマー CSRレポートへようこそ－

当社の Corporate Social Responsibility レポートをご覧いただきありがとうございます。パーキンエルマーは、 
ビジネス戦略において、CSR を重要視しています。特に企業としての能力向上に努め、ひとびとの健康と健全な環境
に対する取り組みにおいて、CSR の重要性が高まっています。2013年には、主なステークホルダーが CSR イニシア
チブに参加し、積極的なコミュニティ活動を通じて世界中のお客様とつながることができました。プログラムの主要
3分野において大きな成果をおさめた一例をご紹介します。

•  統一システムとプロセスを開発し、特定有害物質使用制限指令（RoHS）への順守を徹底いたしました。これにより、
電子機器における鉛や水銀などの物質の使用を制限し、安全性と環境への悪影響を抑えています。パーキンエルマー
では、サプライチェーンのパートナーと協力し、この 3年以内に RoHS 指令をはじめ各種規制の目標期限までに達
成基準を満たせると考えています。

•  製造過程での廃水および有害廃棄物の削減に向けて努力を続けています。当社の運営チームが数種類の環境パ
フォーマンス指標を分析した結果、これまで以上に、効率を高めながら環境保全に貢献できる機会があることが判
明しました。さらに、2015年までに温室効果ガス排出量を 10%削減することにも全力で取り組んでいます。

•  「For the Better Days（FTBD）」地域サービスプログラムへの積極的な参加を従業員に呼びかけ、FTBD 活動を通じ
て地域社会の組織や慈善団体に貢献するよう奨励しています。約 2,700名の従業員が、学校、避難所、フードバン
クなどのコミュニティや慈善団体で開催された 120以上のプロジェクトに参加しました。

これまでの大きな成果と、ひとびとの生活を豊かにするために日々取り組んでいる世界中の 7,600名の従業員を誇り
に思うと同時に、CSR の使命をさらに推し進める決意を新たにしております。当社の取り組みにご関心をお寄せいた
だき、ありがとうございます。

Robert F. Friel

Chairman of the Board and Chief Executive Officer

PerkinElmer, Inc.
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ECO-INNOVATIVE  
PRODUCTS －環境に配慮した製品－
Minimizing health and environmental impacts 
throughout the product lifecycle

－製品のライフサイクルを通じて、環境効率に優れ、 
安全で革新的な製品を開発する－

パーキンエルマーでは、Eco-Innovation の方針に則って、革新
的な製品の研究開発を推進し、責任を持って製品を製造、使用、
配送し、廃品管理を行っています。環境への影響を最小限に抑
えながら、お客様のニーズに応える製品をお届けできるよう、
全力で取り組んでいます。パーキンエルマーの Eco-Innovative 
製品への取り組みは、お客様の声を聞き、法規制や市場の傾
向を注視することによって実現したものです。設計プロセスに
おいて、製品ライフサイクルの影響を最小限に抑えることに焦
点を当て、以下のような努力を行っています。

•  効率を向上させる

•  環境への負担を軽減する

•  お客様にとっての価値を高め、総所有コストを低減させる

•  材料と廃棄物を削減することで営業利益率を高める

ECO-INNOVATION ENABLES SUCCESS OF THE PANTHERA PUNCHER  
－ ECO-INNOVATIONによる PANTHERA PUNCHER の成功－

FOCUSING ON PROCESS IMPROVEMENTS FOR RoHS COMPLIANCE  
－ RoHS への順守に向けてプロセスの改善に専念－

Eco-Innovation 方針を取り入れ、トゥルク（フィンランド）で Panthera Punchers™ 
の製造を開始しました。これまでは、オーストラリアで購入した MultiPuncher をトゥ

ルクまで輸送し、テストした後、お客様にお届けしていましたが、今現在では、パーキン

エルマーの施設で MultiPuncher を製造できるようになり、効率が向上したことによっ

て、環境への影響、輸送・製造コストが低減しました。

パーキンエルマーは、お客様のニーズと規制の動向に応えるため、開発

プロセスの向上を図っています。新デザインの Flexar™ PDA Plus™ 

Detector は、その一例です。処理能力と感度が強化されており、これ

まで電子装置で一般的に使用されていた鉛などの有害物質に取って代

わるより安全な物質に合わせて再設計されています。

Infusing eco-innovation into our product design 
process

－製品の設計プロセスに Eco-Innovation を浸透させる－

パーキンエルマーでは、製品の設計プロセスに複数のチェック
ポイントを設け、エネルギー消費、重量、再生含有物、消耗品
および包装材の使用量を厳しく点検しています。パーキンエル
マーのエンジニアは、EU の有害物の使用制限（RoHS）、化学
物質の登録、評価、認可、規制（REACH）、および電気電子機
器の廃棄に関する指令（WEEE）など、製品の設計や使用に影
響を及ぼす現行および審査中の規制に関するトレーニングを受
けています。現在、当社製造のカテゴリー 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、
RoHS 制限から除外されています。大半の製品は、2016～
2017年に除外期限が終了しますが、パーキンエルマーは、今
後も、当社の製品が有害物質に関する規制を順守し続けられる
よう努力してまいります。
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Protecting the health and safety of our employees and communities 
－従業員と地域社会の健康と安全を守る－

Supplier responsibility －サプライヤーの責任－

パーキンエルマーは製品の製造に必要な化学物質、電子部品、
金属、プラスチック、機械的部品、その他の装置を購入してい
ます。直接製品を購入している中核的サプライヤーは 2,500社
あり、補完的サプライヤーは約 2万社に上ります。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。

世界的なサプライヤーや各地域のサプライヤーの参与を得て、
当社の「業務遂行基準（Standards of Business Conduct）」に
沿った関係を構築しています。サプライヤーとの契約では、適
用される環境・健康・安全・労働に関する法的要件の順守が常
に求められています。また、この契約には人権に関する要求事
項も組み込まれています。調達プロセスの一環として、中核的
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・技術上のリスクに基づき、サプライヤーに対する監査も
実施しています。

2013年、体外診断用（IVD）医療機器と産業モニタリング・制
御機器における有害物質の使用制限（RoHS 指令）への順守を
徹底させるため、システムの開発に取り組みました。サプライ
ヤーとのコミュニケーションを改善するため、製品開発・購入・
製造システムに RoHS への順守を統合するプロジェクトを推進
しました。このシステムを通じて、欧州化学機関によって、
REACH 規制に関わる高懸念物質（SVHC）と規定されている
化学物質の存在にも対処しています。

当社の製品には、世界中の鉱山や精錬所から調達したタンタラ
ム、スズ、タングステン、金が含有されているものがあります。
米国の株式公開企業であるパーキンエルマーには、2014年以
来、証券取引委員会の新規則が適用され、サプライチェーンに
おける上記鉱物の調査を実施し、紛争鉱物報告書（Conflict 
Minerals Report）として提出する義務が課せられています。

2013年には、経済協力開発機構（OECD）の Due Diligence 
Guidelines に基づくデュー・ディリジェンス・プロセスを開発し、
電子部品の直接のサプライヤーに対して試験的に導入しまし
た。直接のサプライヤーとその配下のサプライヤーから入手可
能な情報が不足しているため、導入結果は現段階では出ていま
せん。

パーキンエルマーでは、当社が購入する鉱物が紛争鉱物とみな
されないよう、今後も、サプライヤーと協力し、適用される規
則への順守を徹底いたします。

Environmental health and safety  
－環境衛生と安全－

パーキンエルマーは、長年、環境に対する責任をまっとうし、
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ん
でまいりました。当社の製造施設では、事業活動による環境へ
のリスクを堅牢な管理システムによって管理しており、世界中
の従業員が汚染防止と廃棄物の削減に向けた活動に積極的に
従事しています。以下は、当社の施設・事業所における取り組
みの一例です。

•  包括的かつ体系的なアプローチを採用する

•  事業全体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

•  定期的に監査を実施する

•  環境管理評価を実施する

パーキンエルマーは、以下のツールやプロセスを通じて、エネ
ルギー・水効率の高い施設の運営と改善に取り組んでいます。

•  ISO 14001規格に基づき、EHS リスク評価・管理のための環
境管理システムを文書化し、実施する

•  あらゆるレベルで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

•  当社およびお客様の施設において、必要な手順と予防措置の
トレーニングを従業員に提供する

•  多様な経営指標を活用し、EHS パフォーマンスを監視する

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。当社の事業の多くは、OHSAS 18001の認定を
受けています。2014 年には、米国内の 1施設で OHSAS 
18001と ISO 14001が新たに導入される予定です。

2013年、少数の施設で、労働安全に関わる事故率が通常の値
を上回りました。全世界的な休業災害率は昨年度と同等ですが、
記録すべき事故の発生率（不休業災害を含む）が増加しました。
パーキンエルマーでは、2014 年度の安全性改善目標を定め、
様々な領域で、危害性・有害性の分析、作業領域の点検、およ
びトレーニングのプロセス改善に取り組んでいます。

当社では、心と身体の健康を増進する様々なリソースを提供し、
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・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食堂、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。

SUSTAINABLE AND ETHICAL  
BUSINESS PRACTICES －持続可能で倫理的な事業活動－
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TAICANG SITE IMPROVES ENERGY EFFICIENCY －太倉市（中国）の施設で、エネルギー効率を改善－

GRONINGEN SITE SIGNIFICANTLY IMPROVES ENERGY EFFICIENCY  
－フローニンゲン（オランダ）事業所で、エネルギー効率を大幅に改善－

中国の太倉市の施設では、EHSおよび施設の担当者がコストの削減と大気汚染の低減を目指し、エネルギー管理の改善方法について意見を出

しあった結果、施設の冷却システムを改善することで省エネと環境パフォーマンスの向上が達成できるだけではなく、年間 7,000ドルもの節約

につながることが判明しました。

2012年パーキンエルマーのフローニンゲン（オランダ）事業所では、再生可能エネルギー消費

の向上に向けていくつかのプロジェクトを始動しました。同事業所では、100%風力発電への

切り替えや照明効率の改善、高効率断熱システムの採用を通じて、495トンの二酸化炭素排出

量の削減、年間 12万 5,000キロワットの節電、年間 1万 1,000立方メートルの天然ガス消費

量の節減を達成しました。

Environmental performance －環境パフォーマンス－

パーキンエルマーでは、以下のような様々なパフォーマンス指
標によって、製造施設および全社的な環境パフォーマンスを測
定しています。

•  エネルギー消費

•  温室効果ガス排出量

•  水使用量

•  廃棄物排出量

パーキンエルマーでは、小規模な経営関連施設や研究開発施設
を除き、全世界の事業の約 70%に相当する製造施設で、環境
パフォーマンス測定プログラムを実施しています。毎年、事業
の動向と入手したデータに基づいて、モニタリングプログラム
に施設を追加・除外するかどうか検討し、パフォーマンス測定
のベースラインとなるデータを調整しています。

Energy use －エネルギー消費－

パーキンエルマーの事業所で最も消費されるエネルギーは電力
です。これは現地の電力会社が供給しています。2013年には、
米国 EPAグリーン電力パートナーシップ（Green Power 
Partnership：企業によるグリーン電力の購入を促すボランティア・
プログラム）に参加し、米国再生可能エネルギー証（Renewable 
Energy Credit）を 5,000メガワット時分、購入しました。

電力以外にも、社用車の燃料、事業所やプロセスの暖房・加
熱用天然ガス、地域冷暖房システムから購入するエネルギーな
どがエネルギー消費量を占めています。

Greenhouse gas emissions －温室効果ガス排出量－

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：気候の変動や水、その他の
問題に対処するため、環境データの測定・開示・管理のための
グローバルシステムを提供する国際的な非営利団体）に積極的
に参加しています。

パーキンエルマーの再生可能エネルギー証
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PERKINELMER HOSTS  
CLIMATE CORPS FELLOW TO  
IMPROVE ENERGY EFFICIENCY 
－パーキンエルマー、CLIMATE CORPS の
フェローをホストしエネルギー効率を改善－

パーキンエルマーでは、ボストン、ホプキントン、ウォル

サムの施設において、環境防衛基金の Climate Corps（環

境対応専門部隊）のフェロー、トム・メルボルン氏を迎

えました。ラボラトリー、製造エリア、および事業所にお

けるエネルギー効率を改善するため、同氏がエネルギー

消費パターンを分析した結果、作業場での気流のモニタ

リングと管理を改善することによって、コストを削減し、

ラボの安全性を向上できる方法が判明しました。パーキン

エルマーでは、これ以外にも、同氏の推奨を受け、フリー

ザーユニットへの高効率モーターの設置や、照明システ

ムの改善に取り組んでいます。

Water use －水の使用－

当社は公共水道局から水を購入して使用しており、施設の排水
は公共の処理施設に流しています。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
るプロジェクトを継続し、施設間で共有していく予定です。

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
規制によって有害物質と分類される多数の廃棄物を排出してい
ます。当社は、今後も、再利用・リサイクル、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。サンタクララ（カリフォルニ
ア）施設では、廃水処理システムを設置したことで、2013年
の有害廃棄物の輸送量が大幅に減少しました。

2012年は、新たな製造技術が導入されたこと、厳格な品質管
理が必要になったことが重なり、前年度比で、規定済みの有害
廃棄物の量が増加しましたが、2012年末までにサンタクララ
施設での廃棄物処理設備が完成したことにより、廃水からフッ
化物を除去できるようになりました。2013年は、新システムの
稼働を受け、規定済みの有害廃棄物の量を70%以上（前年度比）
削減できました。

左：アーサー（チップ）ウォレス（EHS、規制順守担当部長） 
右：トム・メルボルン氏（環境防衛基金の Climate Corps フェロー）

6



COMMUNITY  
INVOLVEMENT －地域社会活動－

フィンランドのトゥルク事業所、第 2回「World Prematurity Day（世
界未熟児デー）」に参加 － トゥルク事業所の従業員が、第 2回「世界

未熟児デー」に参加し、早産による健康上の問題への意識向上を呼び

かけました。従業員たちが編んだ 524足の靴下は、トゥルク事業所と

市立図書館のロビーに展示された後、トゥルク大学中央病院の新生児

科に寄付される予定です。

営業・サービス担当者がサクラメントのフードバンクでボランティア活

動 － サクラメント事業所の外商サービス・営業担当者が、ひとびとの
自給自足と経済的自立を支援している地元非営利団体のフードバンク

でボランティア活動を行い、午後の時間を費やして、寄付用の缶製品・

食料・衣類の仕分け作業を行いました。

パーキンエルマージャパンの従業員が富士山麓を清掃 － パーキンエル
マージャパンでは、NPO 法人富士山クラブの協力の下、16名の従業員

が約 80時間のボランティア活動を通じて、富士山麓清掃活動を行い

160キロのごみを収集しました。

ViaCord（パーキンエルマーの臍帯血バンク事業）の従業員による社会
福祉活動 － ケンタッキー事業所の従業員が、「no-sew」ブランケット

を作り、支援と教育を通じた機会の創出を目指すブライトンセンター

（ケンタッキー州ニューポート）に寄付しました。これらのブランケット

は、Every Child Succeeds（早期予防による子育て支援プログラム）の協

力により、同プログラムに参加している子ども全員に提供されました。 

Making a difference where we live and work  
－地域社会への貢献－

パーキンエルマーでは、地域社会に貢献するよう従業員を奨励
し、世界中でボランティア活動を主催したり、地域社会で開催
される同様の機会を従業員に紹介したりしています。私たちの
時間や技術を投じて、地域社会と環境の改善を支援することに
より、当社が事業展開する地域社会に貢献し、従業員の暮らし
を豊かにする努力を続けると共に、ひとびとの健康と環境を脅
かす問題の解決、災害救援に貢献しています。たとえば、2013
年には、台風 30号による被害を受けたフィリピンへの支援と
して、赤十字災害救援基金に寄付し、食糧・衣料の寄付活動を
現地で主催しました。

For the Better Days
パーキンエルマーでは、すべての従業員に対して、世界規模の
地域社会貢献プログラム「For the Better Days（FTBD）」への
参加を奨励しています。パーキンエルマーの従業員たちは、有
給休暇を利用し、世界中で地域活動に貢献しています。2013
年には、90以上のイベントが催され、約 35%にあたる 2,700
名以上の従業員が、様々な活動やイベントを通じて、8,000時
間以上をボランティア活動に費やしました。本ページの写真は、
2013年度のボランティア活動の様子です。
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LEARN MORE

パーキンエルマーは、今後も、Eco-Innovative Products（環境に配慮した製品）、Sustainable and Ethical Business Practices（持続可能で

倫理的な事業活動）、Community Involvement（地域社会活動）という 3つの主要分野を推進してまいります。パーキンエルマーの CSR 
への取り組みについて、詳しくは当社ウェブサイトまたは Facebookをご覧ください。

当社の CSR レポートおよびプログラムに対する皆様からのフィードバックをお待ちしております。

Collaborating with customers in the community  
－地域社会のお客様とのつながり－

パーキンエルマーは、お客様との密接なパートナーシップを通
じて、科学的な目標やビジネス上の目標の達成を支援している
だけではなく、当社の CSR への取り組みへの参加も呼びかけ
ています。パーキンエルマーでは、2012年以来、当社プログラ
ムへの参加をお客様に呼びかけていますが、2013年には、よ
り積極的なアプローチによって、当社敷地内での「For the 
Better Day」活動にお客様を招待しました。パーキンエルマーは、
今後も、お客様とのつながりを深め、お客様と共に、ひとびと
の生活を豊かにし、環境保全に貢献する努力をしてまいります。
本ページの写真は、お客様にご参加いただいた活動の様子です。 

ブラジル事業所の従業員とお客様が相乗り通勤で排ガス低減に貢献 － 
ラジルの事業所では、従業員 31名とお客様 8名が、地域社会活動の

一環として、「相乗り通勤デー」に参加し、サンパウロ市の地域会議に

自動車を相乗して出席しました。サンパウロのような大都市では、自動

車の数を減らすことによって、より健康的できれいな空気を作ることに

大きな効果があります。

パーキンエルマーの従業員とお客様が手作りのカードをセント・ジュー

ド小児研究病院に贈呈 － マサチューセッツ州ニュートンで開催された
「Revolutionaries for Global Health Summit」において、パーキンエル

マーの従業員とお客様（同サミットに参加された方、およびボストン地

域にお住まいの方）が、カードを 200通以上手作りし、心を込めたメッ

セージと共に、セント・ジュード小児研究病院の子どもたちに贈りました。

自転車耐久リレーでがん研究の資金集め － フランス事業所の従業員 5
名がお客様と共に、がん研究の資金集めを支援するため、24時間自転

車耐久リレーに参加しました。同チームは、合計 390キロを走破し、

法人部門で第 2位となりました。
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Stakeholder engagement －ステークホルダー・エンゲージメント－

ステークホルダーにとって最も重要な問題を理解し、ニーズに応えるためには、ステークホルダーの積極的な参加が必要です。さらに、
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共に、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
するため、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、ひとびとの健康と環境保全を推進しています。

パーキンエルマーでは、次の表に示す方法で広範なステークホルダーの積極的な参加を促しています。

PerkinElmer Key Stakeholders & Engagement Highlights  
－2013年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－

ステークホルダー エンゲージメント

従業員 CSRポータル（社内ウェブサイト）

首脳陣のブログ

従業員意識調査

業績評価

地域ボランティア活動

ソーシャルネットワーク

倫理ホットライン

四半期ごとの全従業員向けウェブキャストおよびサイト会議

LEAD（Leadership, Employee Advancement and Development）プロセス

「For the Better Day」イベント

お客様 共同研究

PerkinElmer.com

お問い合わせへの対応

お客様意識調査

製品開発

地域とのつながり

Revolutionaries for Global Health Summit および Innovation Seminar

お客様監査および自己評価

環境セミナー

ブランド意識調査

サプライヤー 定期的な情報伝達

サプライヤー評価および監査

サプライヤー意識調査

製品開発

RoHS および REACH への順守に向けた協力

サプライヤーの行動規範

投資家・アナリスト 四半期ごとの報告および電話会議

アナリスト会議

医療会議

収支報告

JP モルガン・ヘルスケア会議

バークレー・グローバル・ヘルスケア会議

UBS ライフサイエンス

地域社会 従業員によるボランティア活動

寄付および募金集め活動

災害救援活動

「For the Better Day」イベント

自然災害支援のための迅速対応プロセス

パーキンエルマー基金

行政機関 規制の順守

政策立案プロセス

規制機関による検査

製品評価および承認
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Industry collaboration －業界内のコラボレーション－

パーキンエルマーは、画期的なソリューションをお客様に提供
することで、科学的な課題やビジネス上の課題を解消するお手
伝いをしていますが、このような課題は単独では克服できま
せん。パーキンエルマーは、様々な連合組織や協会に参画する
ことによって、知識を共有し、業界標準の開発への貢献、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、産業界の同業者と意見を交換
し、リソースを最大限に活用できるよう努力しています。2013
年には、以下のような形で協力が行われました。

•  中国の国立薬物スクリーニングセンター（NCDS）と共同で、
中国における個別化医療と薬剤プロファイリングを推進。
パーキンエルマーと NCDS は、より正確で安全かつ効率の良
い診断を可能にするため、知識・専門知識・画期的な能力を
共有し、個別化医療のための重要な研究開発技術とプラット
フォームを開発予定。

•  国際骨髄移植研究会議（CIBMTR：Center for International 
Blood and Marrow Transplant Research）と共同で、ViaCord 
の臍帯血造血幹細胞移植データを収集、保管、公開。この
協力により、臍帯血由来幹細胞の有用性に関する医療研究界
全体の研究を推進。

•  研究者のワークフロー効率の改善を目指し、ケミカル・アブスト
ラクツ・サービス（CAS）と提携。ChemBioDraw®、SciFinder® 
という化学者向けの主要ソリューションを組み合わせ、化学
者や生物学者をはじめとする科学者が直面する研究上の最
新の課題に対応。

•  Genome Canada、Génome Québec、カナダ健康研究所
（CIHR）および Genome Alberta が資金援助したユニヴェル
シテール・ド・ケベック総合病院における研究に参加。4つ
のマーカーを用いた妊娠初期血清クアトロスクリーニングを
提供し、よりリスクの高い侵襲性スクリーニングの減少を目
指して、非侵襲性出生前スクリーニングの有効性評価を支援。
この研究分野は、信頼できる妊娠初期スクリーニングによっ
てカナダ女性の健康な妊娠生活を支援するため不可欠。

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ています。

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。取締役会は 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。年次株主総会招集通知書（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
しています。

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社外取締役です。

APPENDIX

年次取締役自己評価プロセスの一環として、取締役の経験・特
質・技能の豊富さを見直しています。2013年の取締役委員会
と取締役の略歴は、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、当社に影響を及ぼす
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
企業のリスク管理を監督し、取締役会に定期的に報告します。

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、詳しく
は株主総会招集通知書をご覧ください。

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、15カ国語で受講可能な研修を通じて、この基準
に関する研修を受けます。この研修はオンライン化されており、
すべての従業員に対して、雇用開始時、および 2年に 1度受講
することが義務づけられています。また、SoBC に定められて
いる通り、倫理ホットラインを通じて、世界中のすべての従業
員が違反の疑いを匿名で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。

コンプライアンス委員会 － パーキンエルマーは、世界中で事
業を展開する上で、適用される規則や規制の順守に努め、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、当社の事業の重要な一部になっています。当
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。特に、新興市場の意志決定者に対して、
新生児スクリーニングの重要性を説くことに力を注いでいます。
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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・
倫理的リスクと共に、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、環境と開
発に関するリオ宣言の第 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
基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
うと共に、製品や事業運営にも応用しています。

パーキンエルマーの製品を取り扱う際、安全上の特別な注意が
必要な場合は、安全にお使いいただくための作業手順書、安
全性に関するデータ・シート、材料の開示、製品ラベルを提供し、
必要に応じて、その他の情報交換を行っています。

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に対する災害の影響を最小限に抑
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（インターネットの接
続不良やハードウェア障害など）と破壊的障害に対処するため、
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を開
発しました。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。

Workplace －職場－

当社の成功は、組織のあらゆるレベルで優秀な人材を採用・維
持し、積極的な取り組みを促せ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行っています。

•  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、コラボレーション、誠
実さについて、個人の力量を高める

•  チームワークと従業員の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

•  従業員の福祉と健康を最重要視し、自らの健康を促進する
方法について従業員の積極的な探求を奨励する

•  詳細で堅固なコミュニケーション材料を用意し、合併や組織
的な変更によって起こる当社事業の変更事項について、従業
員、お客様、サプライヤーが理解していることを確約する

•  当社の全従業員 7,600名を対象に意識調査を実施し、参加
意識を測定し、強化する。2013年、全社規模の意識調査へ
の回答率は 82%以上。59%以上の従業員が改善案を提案

パーキンエルマーでは、従業員の参加意識を測るため、世界規
模の調査や事業所ごとの従業員意識調査などを通じ、パーキン
エルマーで働くことについて、従業員から直接フィードバックを
集めているほか、会社経営に関する意見も求めています。意識
調査の結果と行動計画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。

Global Employment Profile －世界の従業員内訳－

従業員総数 7,600

南北アメリカ 42%

ヨーロッパ 33%

アジア太平洋／中国／日本 25%

自主退職率 大半の国で業界平均を
下回っている

報酬と各種手当 － 優秀な人材を採用・維持し、積極的な取り
組みを促すためには、業界や地域市場の基準に劣らぬ報酬と
福利厚生を確保する必要があります。全従業員（正社員・パー
トタイム）に有給休暇が提供され、米国外の従業員には、該当す
る国の法律と慣習に基づいて、同様の福利厚生が提供されます。

人権 － パーキンエルマーにおいて、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、当社の影響が及ぶ範囲内で、国際
人権基準を尊重し、業務遂行基準において確約しています。

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。研修プログラムを従業員に義務づけ、違反が疑われる場
合は匿名によって報告できることにすることで、人権侵害に加
担しないよう対処しています。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。結社の自由、児童労働、強制労働に関
する法律・規制に照らし合わせて、当社の事業運営を見直し、
現時点で懸案事項がないことを確認しています。

パーキンエルマーは、サプライヤーに対しても、人権擁護に関
する高い行動・意識水準を期待し、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。当社の施設・事業所内の児童労働を禁止し、
これをサプライヤーにも通達すると共に、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
行動規範をサプライヤー契約に盛り込んでいます。

パーキンエルマーは、現地の法律と慣行に基づいた従業員の組
織権を尊重し、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。

多様性 － パーキンエルマーは、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。これが当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。当社の方針には、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、軍歴などに関わらず、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、
彼らによってもたらされる豊かな多様性を高く評価しています。
他社に負けない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。
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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・積極的な取り組みこそ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
をはじめとする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は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。

LEAD（Leadership, Employee Advancement and Development）
プロセスは、従業員の能力開発とパフォーマンスを管理し、成
功するために必要な技能と研修の機会を従業員に提供すること
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。LEAD 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。
当社のリーダーシップ開発カリキュラムは、世界中のグローバ
ル・リーダーシップ・チームを対象に実施されており、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、高い可能性を持つあらゆる
地域・事業所の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。さらに、
コンプライアンス研修は、主として eラーニングとインストラク
ター主導の受講室研修によって実施しており、すべての従業員
の受講を義務づけています。2013年における従業員の平均研
修時間は 22時間でした。

GRI 内容索引 － パーキンエルマーにとって 5度目となる本レ
ポートでは、当社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するため、当社の事業をスナップ
ショットとしてご紹介し、当社の戦略を支える主要項目をご説
明しています。本レポートは、Global Reporting Initiative（GRI）
サステナビリティ・リポーティング・ガイドラインに沿って作成
されています。

APPENDIX

本レポートでは、パーキンエルマーが運営管理している施設・
事業所に関する 2013年の事業や活動を重点的にご紹介してい
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、直接の測定に基づく様々な内部情報ソースの情報をまと
めたものです。

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。データは内部監査済みですが、社外の第三者監査人によ
る証明を受けたものではありません。

CSR レポートおよびプログラムに対する皆様からのフィードバッ
クをお待ちしております。

本レポートには、GRI サステナビリティ・リポーティング・ガイ
ドラインの標準開示項目が含まれています。

会社概要 － パーキンエルマー（NYSE：PKI）は、ひとびとの健
康と安全、そしてそれら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。1937年に創設し、
マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置く当社は、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。当社は、米国の全主要業
種を代表する S&P 500 種指数に含まれています。2013年の
収入は約 22億ドルで、世界中の従業員総数は約 7,600名です。

パーキンエルマーは、世界を代表するテクノロジーリーダーとし
て、あらゆる知見と見識を活かし、革新的な差別化ソリュー
ションをお客様にお届けしています。重要な治療法や病気の研
究、出生前スクリーニングから、環境テスト、ラボラトリーサー
ビス、情報科学まで、私たちは世界中のひとびとの健康・生活
の質の向上を目指し全力で取り組んでいます。

Data Table
指標 単位 2011 2012 2013
ECONOMIC
収入 USD（$1,000単位） $1,918,508 $2,115,205 $2,166,232
研究開発費 USD（$1,000単位） $115,800 $132,600 $133,000
純利益 USD（$1,000単位） $7,655 $69,940 $167,212

ENVIRONMENTAL
電力絶対使用量合計 kWh 58,979,536 61,748,234 61,839,208
  南北アメリカ kWh 42,627,062 43,884,170 42,695,527
  ヨーロッパ kWh 11,578,983 11,517,761 11,332,373
  アジア太平洋 kWh 4,773,491 6,346,303 7,811,307
電力絶対使用量合計 GJ 206,905 217,050 220,700
温室効果ガス排出量
Scope 1および 2 t CO2換算 43,705 46,059 44,352
  南北アメリカ t CO2換算 29,773 31,444 29,075
  ヨーロッパ t CO2換算 10,830 10,455 10,281
  アジア太平洋 t CO2換算 3,102 4,161 4,995
水使用量合計 m3 203,977 188,570 165,925
  南北アメリカ m3 134,483 132,318 122,633
  ヨーロッパ m3 28,582 24,659 24,915
  アジア太平洋 m3 40,912 31,593 18,377
有害廃棄物排出量合計 kg 392,035 649,958 188,653
  南北アメリカ kg 354,891 612,161 161,710
  ヨーロッパ kg 15,306 17,813 18,787
  アジア太平洋 kg 21,838 19,984 8,156

HEALTH AND SAFETY
傷病率 20万時間あたりの件数 0.51 0.54 1.20
労働損失率 20万時間あたりの件数 0.41 0.43 0.35
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パーキンエルマージャパンの取り組み
PERKINELMER JAPAN CSR ACTIVITY

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。さらに、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、地域社会へ貢献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、そしてそれらをとりまく地球環境を守ることにフォーカスした 
CSR活動を展開しています。

パーキンエルマージャパンの CSR 活動は、環境マネジメントシステム ISO14001 の取得や苗木植樹運動、チーム・マイナス 6%（現在
の気候変動キャンペーン「Fun to Share」）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ることから 
始まりました。その後、2011 年からパーキンエルマー全体で“For the Better Day”という地域社会貢献プログラムが始動したことを
きっかけに、パーキンエルマージャパンでも地域社会貢献活動を開始しました。

2014年は、これまで継続して取り組んできた活動に加えて新たな試みにも挑戦しました。新たな取り組みについては 16ページで 
ご紹介しています。また、これまで取り組んできたパーキンエルマージャパンの CSR活動の履歴については、14、15ページで詳しく
ご報告いたします。

2014年の活動内容
活動日

1 富士山麓清掃活動 4月 5日（土）

2 「ホタルを楽しむ夕べ」での水質実験教室 主催：野村不動産株式会社 5月 31日（土）

3 湘南海岸清掃活動 7月 5日（土）

4 福島県 松川小学校での水質実験教室 7月 9日（水）

5 楽園夏祭 主催：野村不動産株式会社 8月 1日（金）

6 琵琶湖外来魚駆除活動 9月 27日（土）

7 第 3 回 おもしろ科学体験会での水質実験教室 主催：野村不動産株式会社 10月 17日（金）

8 大阪府堺市 百舌鳥小学校での水質実験教室 10月 24日（金）

9 大阪府堺市 サイエンスクラブでの実験教室 ～ 未来の科学者に贈るメッセージ ～ 11月 15日（土）
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PERKINELMER JAPAN CSR ACTIVITY HISTORY
パーキンエルマー CSR レポートは、今回で 5号目を迎えました。ここでは、これまでのパーキンエルマージャパンの活動について 
ご紹介させていただきます。

13ページでもご紹介させていただきましたが、パーキンエルマージャパンの CSR 活動は、「環境」に対する意識を高めることから始ま
りました。その後、地域社会貢献プログラム“For the Better Day”が 2011年に始動し、日本での最初の活動として、地域の小学生
を対象とした水質実験教室を行いました。その後、2年目、3年目と活動を重ねていくにつれて、地域社会イベントでのボランティア
活動や清掃活動など活動の幅を広げてきました。これからも良き企業市民として活動を継続していきたいと考えています。

2007～ 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

『環境』に対する意識を高める For the Better Day始動（For the Better Day（FTBD）：  パーキンエルマーが全世界で取り組んでいる地域貢献プログラム）

環境マネジメントシステム（ISO14001）（2007年～）

横浜本社・東京営業所認証取得（2008年 7月）

Kick off宣言 
（2007年 7月）

大阪支社・九州営業所 
認証取得（2009年 7月）

苗木植樹活動（2007年～ 2010年）

ホタルがすむ街づくり展（野村不動産株式会社主催）
（2009年～）

「ホタルが住む街づくり展」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。
パーキンエルマーは、パネル展示を行ったり、オープニング 
イベント「ホタルを楽しむ夕べ」にて、小学生主体の水質実験
教室を行いました。

パネル展示（展示期間 5月～ 9月）

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 –
（2011年～）

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。このプロジェクトは、被災地域や災害
救護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。

分析機器の無償貸与、消耗品の提供や 
技術サポート開始（3月）
●  東京大学アイソトープセンター
●  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

当社イベント For the 
Better Forum 2013にて
本プロジェクトを紹介

当社イベント For the 
Better Forum 2014にて
本プロジェクトを紹介

環境放射能セミナー開催 
（7月 8日、8月 4日）

震災復興支援プロジェクト特別セミナー 2012 
in仙台の開催（7月 27日）

おもしろ科学体験会（野村不動産株式会社主催）での
水質実験教室（2011年～）

横浜市保土ヶ谷小学校 4年生と帷子小学校 4年生を対象に、
『水の性質～生き物にやさしい、かわらない地球を～』と 
題して、環境授業と水質実験教室を行っています。

参加者：
●  保土ヶ谷小学校 4年生 56名
●  帷子小学校 4年生 69名

参加者：
●  保土ヶ谷小学校 4年生 57名
●  帷子小学校 4年生 95名

参加者：
●  保土ヶ谷小学校 4年生 67名
●  帷子小学校 4年生 72名

参加者：
●  保土ヶ谷小学校 4年生 54名
●  帷子小学校 4年生 58名

楽園夏祭（野村不動産株式会社主催）（2012年～）

遊戯縁日の運営スタッフとして参加しました。

       「パターゴルフ」のブースを担当      「わたあめ」のブースを担当 「わたあめ」と「ソースせんべい」のブースを担当

富士山麗清掃活動（2012年～）

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
を行っています。

         総重量 220キロのごみを収集 総重量 160キロのごみを収集 総重量 110キロのごみを収集

湘南海岸清掃活動（2014 年～）

琵琶湖外来魚駆除活動（2014 年～）

大阪府堺市  百舌鳥小学校での実験教室（2014 年～）

大阪府堺市  サイエンスクラブでの実験教室（2014 年～）

*詳細は 16ページをご覧ください。

2011年から毎年開催している実験教室への参加者は
1,000名を超え、多くの子どもたちと環境保全の大切
さについて学びました。子どもの理科離れが問題となっ
ている中で、このような活動をきっかけに子どもたちが
科学に興味を持ち、将来の環境保全を担う未来の科学
者の育成に役立つことを期待しております。

9月 9日

2009年 2010年
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2007～ 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

『環境』に対する意識を高める For the Better Day始動（For the Better Day（FTBD）：  パーキンエルマーが全世界で取り組んでいる地域貢献プログラム）

環境マネジメントシステム（ISO14001）（2007年～）

横浜本社・東京営業所認証取得（2008年 7月）

Kick off宣言 
（2007年 7月）

大阪支社・九州営業所 
認証取得（2009年 7月）

苗木植樹活動（2007年～ 2010年）

ホタルがすむ街づくり展（野村不動産株式会社主催）
（2009年～）

「ホタルが住む街づくり展」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。
パーキンエルマーは、パネル展示を行ったり、オープニング 
イベント「ホタルを楽しむ夕べ」にて、小学生主体の水質実験
教室を行いました。

パネル展示（展示期間 5月～ 9月）

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 –
（2011年～）

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。このプロジェクトは、被災地域や災害
救護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。

分析機器の無償貸与、消耗品の提供や 
技術サポート開始（3月）
●  東京大学アイソトープセンター
●  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

当社イベント For the 
Better Forum 2013にて
本プロジェクトを紹介

当社イベント For the 
Better Forum 2014にて
本プロジェクトを紹介

環境放射能セミナー開催 
（7月 8日、8月 4日）

震災復興支援プロジェクト特別セミナー 2012 
in仙台の開催（7月 27日）

おもしろ科学体験会（野村不動産株式会社主催）での
水質実験教室（2011年～）

横浜市保土ヶ谷小学校 4年生と帷子小学校 4年生を対象に、
『水の性質～生き物にやさしい、かわらない地球を～』と 
題して、環境授業と水質実験教室を行っています。

参加者：
●  保土ヶ谷小学校 4年生 56名
●  帷子小学校 4年生 69名

参加者：
●  保土ヶ谷小学校 4年生 57名
●  帷子小学校 4年生 95名

参加者：
●  保土ヶ谷小学校 4年生 67名
●  帷子小学校 4年生 72名

参加者：
●  保土ヶ谷小学校 4年生 54名
●  帷子小学校 4年生 58名

楽園夏祭（野村不動産株式会社主催）（2012年～）

遊戯縁日の運営スタッフとして参加しました。

       「パターゴルフ」のブースを担当      「わたあめ」のブースを担当 「わたあめ」と「ソースせんべい」のブースを担当

富士山麗清掃活動（2012年～）

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
を行っています。

         総重量 220キロのごみを収集 総重量 160キロのごみを収集 総重量 110キロのごみを収集

湘南海岸清掃活動（2014 年～）

琵琶湖外来魚駆除活動（2014 年～）

大阪府堺市  百舌鳥小学校での実験教室（2014 年～）

大阪府堺市  サイエンスクラブでの実験教室（2014 年～）

*詳細は 16ページをご覧ください。

For the Better Day 参加率*

2011年 2012年 2013年 2014年

10% 34% 38% 45%
*パーキンエルマージャパンの従業員の参加率

11月 15日

10月 24日

9月 27日

7月 9日

*

*

*

*

10月 28日 5月 18日 4月 5日

8月 1日8月 2日8月 24日

10月 17日10月 4日10月 12日

7月 9日6月 21日

5月 31日6月 1日6月 9日

11月 12日11月 28日

福島県松川小学校での水質実験教室　福島大学のプロジェクトチームと一緒に実験教室を開催しました。

オープニングイベント　「ホタルを楽しむ夕べ」にて実験教室開催

参加者：小学 4年生 58名 参加者：小学 6年生 98名

15www.perkinelmer.co.jp



湘南海岸清掃活動

主なごみはたばこの吸い殻、空き缶、ペットボトル等の人工的なごみ
と海岸に流れ着いた木片、枝、海藻などの自然ごみでした。回収した
燃えるごみ・燃えないごみは合わせて 35袋分でした。

2014年からの新しい取り組み
2014年は新たな取り組みとして湘南海岸での清掃活動や琵琶湖での外来魚駆除活動、大阪府にて小学生向けの水質実験教室を行い 
ました。2014年は 45%の従業員が様々な地域社会活動に参加しました。

大阪府堺市  百舌鳥小学校での水質実験教室
小学校 6年生を対象に水質実験を行いました。身近な水溶液の pH 
を測定したり、水溶液の性質を利用して『水の虹』を作りました。
子どもたちは水溶液の性質と色の変化に興味を持ち、実験を楽しん
でいました。

琵琶湖外来魚駆除活動

琵琶湖湖南の大津湖岸なぎさ公園で活動を行いました。参加者は
32名、3時間の活動で合計 56匹のブラックバスとブルーギルを 
駆除することができました。

大阪府堺市  堺サイエンスクラブでの実験教室
～ 未来の科学者に贈るメッセージ ～

本教室では、2つのテーマで実験教室を行いました。一つ目は、「創薬におけるラジオアイソトープ（放射性同位体）の活用」というテーマで放射性物質に 
関する授業と分注器ロボットとの分注競争を行いました。もう一つは、「炎色反応で金属を分析」というテーマで授業と実験教室を行いました。各自が持参して 
いるミネラルウォーター中の金属を ICP発光分光分析装置を用いて測定し、ラベルに記載されている成分値と測定結果の比較を行いました。どちらのテーマも、
普段あまり見る機会のない分析装置ということで、父兄の方々も一緒に実験に参加する場面もありました。最後は少し時間延長しましたが、大盛況のうちに
教室を終えることができました。後日、参加者からサンキューメールが届いたことで、この取り組みについて大きな手ごたえを感じています。

当社大阪支社テクニカルセンターにて大阪府堺市の堺サイエンスクラブ 
（理科が好きな小・中学生の集い）のメンバー 23名を対象に理科実験教室を行いました。

株式会社パーキンエルマージャパン
www.perkinelmer.co.jp
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