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この報告書は、過去 2年間の私たちの取り組みを評価し、今
後の CSRイニシアチブの拡大・強化に向けたベースライン
となるものです。

パーキンエルマーでは、ひとびとの健康と安全、そして人を
とりまく環境を守るために行動を起こしています。積極的な 
企業市民であること、地域社会において成果を向上させる 
こと、そして地球をとりまく環境とひとびとの健康の保護に
貢献することに全力で取り組んでいます。

ひとびとの健康と環境に役立つ技術を提供する世界的リーディング カンパニーとして、パーキンエル
マーは、これからも安全で健康的な労働環境の提供、環境に配慮した製品の開発、二酸化炭素排出量
の削減、そして従業員のワークエンゲージメント （engagement） の向上を通じて、持続的な活動を積み
重ねてまいります。

2009年、私たちは数多くの CSR活動における目標を達成することができました。その一つが CSR
チームの設置です。このチームは、毎年の CSR目標の設定、指標や測定値の報告、化学物質の総合安
全管理や環境衛生・安全 （EHS）、地域連携のためのプロセス・プログラムの策定を担当しています。
私たちはまた、最高レベルの CSR基準を維持するため、国連のグローバル・コンパクトや Carbon 
Disclosure Project （カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）、Green Power Partnership （EPAグ
リーン電力パートナーシップ） などのプロジェクトに参加しました。さらに、パーキンエルマー基金
を設置し、March of Dimes （新生児の健康を研究する慈善団体）、水環境基金などの戦略的な慈善活動 
に協力するほか、自然災害の被害を受けた従業員の地域社会に対する支援の提供を行ないました。 
世界各地の従業員も、それぞれの地域で慈善活動に参加しています。

2010年もパーキンエルマーは、積極的な企業市民として、その長期的・戦略的コミットメントをさら
に発展・成長させることにより変化を生み出してまいります。世界に広がる 8,800人の従業員を代表 
して、誇りを持ってこの CSR報告書をお届けいたします。

Robert F. Friel
ロバート F.フリエル
Chairman and Chief Executive O�cer
PerkinElmer, Inc.

Dear Customers,  
Shareholders and Colleagues:
Welcome to PerkinElmer’s inaugural
Corporate Social Responsibility (CSR) Report.
パーキンエルマー初の CSRレポートへようこそ

『パーキンエルマー CSRレポート』に関するご質問、ご意見、ご提案は、
info@perkinelmer.comまでお送りください。
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パーキンエルマーは、人類が直面するさまざまな問題に
対処するため、幅広い分野で技術的なソリューションと
サービスを提供している世界的なテクノロジー リーダー
です。研究関連分野や胎児スクリーニングから、環境分析、
工業モニタリングまで、我が社は疾病、汚染、健康への脅
威に対する積極的な取り組みを展開しています。お客様や
戦略的パートナーと協力しながら、リスクを特定し、最も
影響の大きい対象をモニタリングする我が社の取り組み
は、より安全な飲料水やきれいな空気といった身近なもの
から、研究の迅速化、赤ちゃんの健康といった技術分野ま
で多様に広がっています。

米国マサチューセッツ州ウォルサムを本拠として、パーキ
ンエルマーは世界 150ヵ国以上で事業を展開しています。
製造施設・研究開発施設は、カナダ、フィンランド、ドイ
ツ、インド、インドネシア、中国、フィリピン、シンガポー
ル、英国そして米国に広がり、収益の約 60％は米国以外
で販売される製品・サービスから得られるものです。また、
従業員の約 65％は米国以外で働いています。

“Looking to a Better Tomorrow” by Jeff Knupp, Director Market Development, Ohio, USA

• 1937年創立

• 米国マサチューセッツ州ウォルサムに本社

• 全世界に 8,800名を超える従業員

• 株式銘柄記号は PKI （NYSE）

一目でわかるパーキンエルマー

PERKINELMER
COMPANY PROFILE

Transforming risk into safety, 
mystery into knowledge, and ideas 
into action for a healthier today 
and an even better tomorrow.
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2009年、パーキンエルマーは事業を再編して「Human 
Health」と「Environmental Health」の 2つを戦略的重点
分野とすることを発表しました。現在我が社は、事業の
40％を「Human Health」を支える製品・サービスとして、
60％を「Environmental Health」分野の製品・サービスと
して展開しています。世界各地域の製品ポートフォリオは
規制機関の承認の対象となるものが多く、必要な承認を 
得るために各国・地域の政府とも密接に協力をしています。

「Human Health」分野は病気の早期発見、効果的な治療 
法、そして、よりよい結果をめざすものであり、もう一方の 
「Environmental Health」分野はより安全な製品、安心でき
る生活環境、エネルギー効率の高い技術に重点をおいてい
ます。

製品とサービス

Human Health

• Diagnostics （診断）

• Research （研究）

• Environmental （環境）

• Safety & Security （安全と安心）

• Laboratory Services  
（ラボラトリーサービス）

Environmental Health

健康な明日への展望は、まず今日の行動から始まると考えます。パーキンエルマーは、先進の診断法やさらに有効
な治療法を通じて、より長く、より健康的な人生を送るお手伝いをするための行動を起こしています。お客様のニー
ズにもとづき、証明された最先端技術を駆使して製品とサービスの開発を続けるパーキンエルマーは、世界中で成
功の実績を積み上げています。

「Human Health」分野は、「Diagnostics （診断）」と「Life Science Research （ライフサイエンス研究）」の 2つの重
点領域に大別することができます。

Human Health

私たちは、甲状腺機能低下症やフェニルケトン尿症 （PKU） など
の疾病について、世界で 3億 2,000万人以上の赤ちゃんのスク
リーニングを行なってきました。代謝異常などの遺伝性疾患は
検知が遅れると有害であるだけでなく、時に致命的になること
があります。

Diagnostics （診断）
新生児スクリーニング
パーキンエルマーは、新生児スクリーニング分野で世界
No. 1のサプライヤーです。貧血、糖尿病、ダウン症な
どの新生児の障害や疾病を検査・スクリーニングし、疾
病の特定だけでなく、進行の抑制、数々の治療オプショ
ンの提供まで医師をサポートするのが、我が社の機器、
試薬、ソフトウェア、サービスです。また、我が社は、
ViaCord®サービスバンクを通じて、臍帯血バンク分野で
も主導的な立場を確立しています。

Life Science Research （ライフサイエンス研究）
パーキンエルマーは、幅広いアプリケーションと検出方法を
網羅した総合的なソリューションを提供し、お客様の創薬研
究とイノベーションを加速するお手伝いをしています。裏付
けられたアプリケーションの専門知識、技術リーダーシップ、
高品質の製品・ソフトウェアで、研究室でのハイパフォーマ
ンス、良好な成績、より広い洞察を実現します。

メディカルイメージング
パーキンエルマーは、リアルタイムで使用できるデジタ
ル X線フラットパネル検知器、最先端の放射線治療法、
さらにラジオ波手術によるがん治療システムの供給にお
いても、世界をリードしています。

Photograph: “A Healthy Heart” by Rikki Ventanilla, IDS, Manila, Philippines
Photograph: “Vermont Fresh, Clean Water” by Angela Marino, Customer Support Specialist, Shelton, CT, USA
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Environmental （環境）
環境分析
我が社の環境分析製品は、飲料水の供給から土壌・大気
まで幅広いサンプルを分析対象とし、オゾンや有害廃棄
物、産業衛生のモニタリングに活用されています。規制
当局や各種団体とも協力し、目的に特化したアプリケー
ションやソリューションを提供しています。

再生可能エネルギーの開発と省エネルギー
我が社の機器およびカスタマイズされたメソッドは、
LEDやセンサー機器とともに、省エネルギーや二酸化炭
素排出削減に積極的に貢献する様々なアプリケーション
に活用されています。

地球環境イニシアチブ
パーキンエルマーの EcoAnalytix ™は、世界の環境を改善
する 4つの方法、すなわち ① 環境モニタリング・再生可
能エネルギー・省エネルギーの画期的な技術、② 天然資
源への影響を減らすための製品・プロセスの開発におけ
る環境スチュワードシップ、③ 重要な科学的知識、④ 積
極的な変革を求める提案を一つにまとめた取り組みです。

Environmental Health

台湾では、パーキンエルマーの OneSourceが、政府の大気質管理
に使用される遠隔モニタリング ステーションのサービスと保守管
理を担っています。

Laboratory Service （ラボラトリーサービス）
OneSourceラボラトリーサービスは、所在地や機器に関
係なく、すべての検査施設が最高の効率で稼働しつづけ
られるよう、専門知識をお届けするサービスです。ニー
ズに敏感なマルチベンダーサービスとラボの移転・資産
管理サービスにより、検査室コストの管理、生産性の最
適化、コンプライアンス確保をお手伝いいたします。

我が社の製品、ソリューション、サービスに関してより
詳しい情報は、ウェブサイト （www.perkinelmer.co.jp） を
ご参照ください。

食品の品質と安全
原材料から最終製品まで、私たちが口にする食品や飲料
が安全で有害物質に汚染されていないことを確認するた
めに、パーキンエルマーの先進スクリーニング・検出技
術とアプリケーションの専門知識が役立っています。

安心と安全
安心と安全を確実にするための主要な領域である煙探
知、X線スキャニング、レーザースキャナー、侵入警報
の 4つの領域で我が社の技術が活用されています。家屋
への侵入防止から手荷物のスキャニングまで、我が社の
ソリューションが最も大切なものを守るために利用され
ています。

環境の質を守り、より安全な環境と製品を作り出すことにパーキンエルマーは取り組んでいます。分析機器から動
作検出センサー、環境モニタリングサポートまで、我が社の技術と専門知識は、より健康で安全な明るい未来のた
めに、きれいな空気と水、安全な製品と食品、効率的な再生可能エネルギーなどに寄与しています。

「Environmental Health」分野は、「Environmental （環境）」と「Safety & Security （安全と安心）」「Laboratory 
Services （ラボラトリーサービス）」の 3つの重点領域に大別することができます。

Safety & Security （安全と安心）
消費者製品の安全性
パーキンエルマーは、おもちゃを始めとする消費者製品
に含まれる鉛やフタル酸エステルなど、潜在的に危険な
物質の存在を検知する様々なソリューションを提供して、
使用と消費の安全を守っています。我が社のソリューショ
ンは、偽造薬などをサプライチェーン全体から探し出し
防止するためにも活用されています。
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パーキンエルマーは企業市民として、地域社会における成果の向上と、世界全体でひとびとの健康と環境の保護に
貢献することに全力で取り組んでいます。コミュニティー関与や製品スチュワードシップ、責任ある事業の実践を
通じて、我が社は変化をもたらすことに専心します。

1

2

3

パーキンエルマーの目標

社会的に責任のある企業市民として、パーキンエルマー
への高い信頼を構築・管理・伝達することにより、ブラ
ンドに備わる将来性を強化する。

パーキンエルマーの事業に関連する目標・業績指標を
策定することにより、CSRのベストプラクティスを
我が社の事業活動に取り入れる。

我が社の CSRイニシアチブの実践と育成に、世界中
の従業員の参加を促す。

企業の社会的責任 （CSR） の使命

我が社の歴史が始まったときから、パーキンエルマーは、環境・社会・経済・ガバナンスの各分野でプログラムと
プロセスを構築してきました。それが今、企業の社会的責任プログラムの基礎となっています。環境・社会に関す
る配慮を組織のあらゆるレベルで経営と製品の判断に取り入れることにより、我が社のリソースの活用を追求して
まいります。この課題を成し遂げるために 3つの CSR目標を設定しています。

CSRの戦略

CSR MISSION &
STRATEGY
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戦略の中心的要素は、環境・健康・安全に関する配慮を製
品の開発プロセスに取り入れることです。我が社の製品研
究開発においては、化学物質含有の問題を一元化し、エネ
ルギー効率を向上させ、消耗品・廃棄物・包装を最小限に
抑えるとともに、リサイクル可能な包装を使用するアプロー
チを採用しています。

我が社の従業員一人ひとりが、継続的なプロセス改善の方
法を探究する機会を与えられています。シックスシグマ （Six 
Sigma） を使用した継続的な改善の体系的なアプローチを採
用した結果、経営の効率化、品質管理の強化、製造手順の
改善、全般的なプロセス改善が成果として現れています。

製品の研究開発プロセス

パーキンエルマーは、競争力を維持し成功を継続するため
に、経営リスクを把握し慎重に管理する義務を利害関係者
に対して負っています。そのため、基幹業務の損失・混乱・
妨害から生じる経営リスクに対して、体系的なアプローチ
を採用しています。

社内のすべてのリーダーは、担当する事業ユニット・部門
の年間事業リスク評価を行ないます。このプロセスで特定
された事業上のリスクは、社会的・慣行的・倫理的リスクと
ともに、まずそのユニットが評価し、さらに上級管理職の
部門横断的な会議で検証の上、優先順位を決定します。そ
の結果は取締役会が検証し、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

パーキンエルマーでは、その創業当時から、利害関係者 （ス
テイクホルダー） との相互的な関与を進めてきました。変化
する市場、関心、トレンド、規制の動きのすべての側面を
理解し、事業上の懸念材料や社会・倫理・環境の諸問題に
対応するよう積極的に努めています。

たとえば従業員は、日ごろから、我が社の継続的な業績管
理とコミュニケーションプロセスの担い手として関与して
いますし、お客様は、製品開発プロセスに関与しています。
また、投資家やアナリストは投資家向け広報活動のプロセ
スに、政府は規制プロセスと支援活動に、地域社会は我が
社の従業員活動にそれぞれ関与しています。ステイクホル
ダー・エンゲージメント活動の具体例には、次のようなも
のがあります。

ステイクホルダー・エンゲージメント

n 従業員満足度、専心度、忠誠度、経営実績を測定する
ために、定期的な従業員調査を実施。この情報は、社
内コミュニケーション、福利厚生、継続的な改善の指
標として利用されます。

n 新製品・新サービスの開発・共同開発のため、お客様
と継続的に意見交換できる体制を維持。お客様の最新
の期待内容に沿った新製品を評価・選択・開発するた
めに、常にプロセス効率の改善に努めています。

n 経営状況と戦略をアナリストにブリーフィング – アナ
リストが示した関心と疑問は、その後のブリーフィン
グで取り上げることもあります。

n 政府の規制プロセスとガイドラインを熟知し、基準が
法律になる前段階から基準かそれ以上の製品やサービ
スを提供します。

n 世界中の従業員の活動委員会と協力して、従業員の地
域活動を奨励します。

各事業分野における CSR活動

事業ユニットごとのリスクに加え、パーキンエルマーでは、
重要な情報技術リソースを保護するための全社的な災害復
旧計画を策定しています。製造施設についても、事業継続
計画を現在策定中です。

<取り組みの一例 >
パーキンエルマーが参加している外部の
イニシアチブ・参画アクション

 n Carbon Disclosure Project  

（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）

 n Global Compact  

（国連グローバル・コンパクト）

 n Green Power Partnership  

（米国 EPA グリーン電力パートナーシップ）

 n ISO 14001

 n 労働安全衛生 （OHSAS） 18001シリーズ
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こうした様々な形の関与を通じ、パーキンエルマーの事業に 
影響する全世界および地域の問題として、次のようなもの
を把握しています。

n 気候変動  –  全地球的気候のモニタリングを支援する製
品を製造するだけでなく、気候変動に関連する規制の変
更や、ステークホルダーの期待の変化がもたらす我が社
の経営への影響もモニタリングしなければなりません。

n 規制当局による承認  –  パーキンエルマーが製造する 
ひとびとの健康と環境に関する様々な製品には、規制承
認を必要とするものが多くあります。規制承認手続きが
遅れると、その市場での製品販売力に影響を与えかねま
せん。新製品の迅速な承認を確保するため、我が社は 
このプロセスの合理化に向けて規制当局に協力してい
ます。

n 環境志向のイニシアチブ  –  環境問題から派生する新し
い規制の急増は、我が社の製品開発・製造のプロセスに
も影響しています。その一例が、欧州連合の電気製品に
おける RoHS （危険物質に関する制限） です。

n 医療改革  –  健康問題に対応する新しい発見や国家プロ
グラムなどが、医療システムに次々と変革をもたらして
います。たとえば、医療改革により、追加の検査や新し
いスクリーニングが必要になることもあります。早期発
見と予防対策は我が社の事業の中核であるだけでなく、
世界の医療制度における様々な問題への対応策でもあ
ります。

先端技術メーカーとして、我が社の成功には高品質の原材
料が不可欠と考えます。各事業ユニットは、事業上の必要
性だけでなく品質要件も満たすサプライヤーを選択・承認
する責任を負っています。サプライヤーは自己評価を行な
い、これをパーキンエルマーの供給管理担当者が検証しま
す。サプライヤーの監査も、事業と技術のリスクにもとづ
いて行なっています。

ベンダーやサプライヤーとの契約を通じて、雇用慣行の問
題にも対応しています。たとえば、児童就労の問題、安全
な労働環境や毒性廃棄物処理などの国内の EHS関連の規
則、地域や世界でのコンプライアンス規則などがこれにあ
たります。パーキンエルマーがこれらの不順守を検知した
場合には、契約を破棄できる権利を留保しています。

サプライチェーン

国連グローバル コンパクト （Global Compact） は、企業を対象とした戦略的
イニシアチブであり、企業が人権、労働、環境と汚職防止の分野における 
10原則を支持し、経営と戦略の面で統合することを求めています。

国連グローバル コンパクトに署名したパーキンエルマーも、事業のあらゆる
側面でこの 10原則を推し進めることを約束しています。その一環として、
説明責任と透明性の拡大に向けた取り組みの進捗状況を公表することが 
義務付けられています。

UN Global Compact （国連グローバル コンパクト）
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パーキンエルマーの取締役会は、我が社の中核となる倫理と信頼に関する価値観に従い、コーポレート ガバナン
スに高い基準を設定しています。この基準と責任は、我が社の『Standard of Business Conduct （業務遂行基準）』
にまとめられ、すべての従業員の行動とパーキンエルマーのために行なう意思決定とにこれが適用されます。コー
ポレート ガバナンスや長期戦略に関する株主、その他の利害関係者との情報伝達は、毎年の株主総会招集通知書 
（proxy statement）を通じて行なわれます。

取締役会は、経営を監督し株主の長期的利益を確保するこ
とにより、我が社の長期的な成功を促進する第一義的な責
任を負っています。取締役会と会社経営陣の共同責任によっ
て、このプロセスを実行します。

取締役会は、取締役会会長、主任取締役 （lead director）、最
高経営責任者 （CEO） を選出する責任を負います。経営管理
責任者は、戦略的目標設定の検証、リーダーシップと管理
の検証、および年間経営計画を毎年作成して取締役会に提
出する責任を負います。

パーキンエルマーの取締役会は 9名で構成され （そのうち
8名は独立した外部取締役）、5つの委員会があります。監
査委員会、指名およびコーポレートガバナンス委員会、財務
委員会、執行委員会、報酬福利委員会の 5つです。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。パーキンエルマーの取締役会のメンバーは、
年間報告書のほかホームページ （www.perkinelmer.com） に
も一覧がございます。（人数はいずれも 2010年 5月末現在）

取締役の選出にあたっては、「指名およびコーポレート ガバ
ナンス委員会」 （以下、「ガバナンス委員会」） が関連する経
験、技能、独立性を検証し、その後株主によって取締役会
に選出されます。取締役に求められるその他の資格として
は、技術、マーケティング、財務、法規・公共政策、国際
問題があり、これらを取締役会のニーズと我が社および株
主の最善の利益に照らして考慮します。ガバナンス委員会
はまた、取締役会の評価も監督します。

報酬福利委員会は、インセンティブ プランを含む、取締役
と幹部の様々な報酬と福利を検討します。パーキンエルマー
の幹部報酬プログラムは、長期の持続可能な株主価値と、
経営成績、品質、イノベーションに関する短期的な重点事
項に対応することを目的としています。このプログラムに
は、毎年の金銭的インセンティブプランのほか、長期イン
センティブプログラムも含まれ、いずれも毎年の株主総会
招集通知書の中に詳しく説明されています。

取締役会 業務遂行基準
我が社の企業倫理とガバナンスのアプローチに不可欠なの
が、『PerkinElmer Standards of Business Conduct （パーキン
エルマー業務遂行基準）』です。この『業務遂行基準』は、個々
の行動、企業としての意思決定、取引関係の指針となる価
値と原則を明らかにしたものです。この基準は 15ヵ国語に
翻訳され、世界のすべての業務に適用されています。従業
員はこの基準について、雇用時の研修と毎年の再研修プロ
グラムを受けることになっています。

業務遂行基準は、幅広い問題を網羅しています。具体的に
は、パーキンエルマーの財産の保全、法律の順守、環境問題、
健康と安全、インサイダー取引、贈与、わいろ、政治活動、
利害対立などが含まれます。また、世界の従業員が違反の
疑いを匿名で報告できる倫理ホットラインもこの基準の一
部です。倫理ホットラインへの報告はすべて、業務遂行基
準委員会が調査・対応を行ないます。この委員会はパーキ
ンエルマーの顧問、人事担当上席副社長、内部監査理事で
構成されています。人事方針の中の「内部告発」条項により、
倫理ホットラインを使用した個人が差別・報復を受けるこ
とはありません。

コンプライアンス委員会
パーキンエルマーでは、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通じて、世界中でコンプライアンス
を管理しています。この委員会は、コンプライアンス方針
および手順を策定するほか、適用される法律や規則、内部
の方針の順守を世界的規模でモニタリングしています。四
半期ごとの報告書は、コンプライアンスの関連する複数の
部門が検証します。扱う対象はたとえば、輸出入、政府と
の契約、海外汚職行為防止法関連、環境問題、健康と安全、
人材などですが、これらに限るものではありません。コン
プライアンス委員会は、取締役会の監査委員会に直属して
います。

Photograph: “Teamwork for a Better Outcome” by SiokWah Teo, Accounts Offi cer, Singapore

CORPORATE ETHICS
& GOVERNANCE
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一連の中核となる価値は尊重しつつ、一人ひとりの従業
員が起業家精神を持つことを奨励するのが我が社の文化
です。行動と品格とチームワークと卓越した結果を生み
出す確固たる基礎があってこそ、その成果が得られるの
です。

私たちは、Human Healthと Environmental Healthについ
て、日々、プラスの影響を生み出す努力を重ねています。
仕事に対する従業員の情熱と、お客様・地域社会・環境
のために創り出される現実の利益は、我が社の組織のあ
らゆるレベルで見られるパイオニア精神の実証です。こ
れらの価値が、企業として、そして各個人としての、パー
キンエルマーの意思決定と行動の基本を形成しているの
です。

我が社が求めるのは、画期的なソリューションを希求し、
生涯にわたって学ぶ姿勢を持つ、熱心で意欲の高い、才
能にあふれた人材です。競争の激しい市場で才能ある人
材を集め、維持していくことは、すなわち、業界と国内
市場の基準に劣らぬ従業員への報酬を確保することを意
味します。私たちは、健康保険から退職貯蓄制度まで、
他に負けない従業員の福利厚生を維持するためにも、各
種の基準を活用しています。

多様性は、すべての人に対する機会均等に始まり、個人
が我が社にもたらす背景や経験、展望の違いを尊重する
環境を作り出します。我が社はグローバル ポリシーと
して、人種、肌の色、国籍、出身民族・出身国、宗教、
性別、婚姻状況、性的志向、年齢、障害など、法律で
保護されているあらゆる分類にもとづく差別やハラスメ
ントを禁止しています。

パーキンエルマーは、どこで事業を展開しようとも、すべ
ての労働および雇用の法律を理解し、順守します。人権
に対しても、最も高い水準で誠実に尊重します。また、
我が社のサプライヤーにも同じことを期待します。子ど
もの教育を阻害し、健康・安全・発達に悪影響を及ぼ
すような非合法な労働をしない子どもの権利を保護しま
す。事業のあらゆる側面において、強制的労働は支援す
ることも寛容することもありません。

Committed to customers
（顧客思考）

Results focused
（成果重視）

Ethics and integrity
（倫理観・誠実性）

Action oriented
（行動力）

Teamwork
（チームワーク）

Entrepreneurial
（起業家精神）

コアバリュー

2008 2009

Americas Europe Asia Pacific

Employee Distribution

36% 38%

26%

35% 39%

26%

EMPLOYEES
PERKINELMER

私たちは、創意工夫を促し、情熱を鼓舞し、
行動を刺激する企業文化と職場環境を大切
にしています。
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従業員と管理職の間に相互を尊重した意思疎通がある環境で
積極的に直接的に働くことは、すべての当事者の利益に最も
かなうことです。こうした意思疎通のチャンネルに加えて、
労働組合や労働者会議と契約を結んでいる子会社もありま
す。強力かつ率直な関係を維持するために、労働組合や労働
者会議と密接に協力しています。

世界規模の従業員成果管理プロセスが取り入れられており、
パーキンエルマー全従業員のパフォーマンス向上のための体
制を作るだけでなく、ツールおよびリソースとしても活用さ
れています。

『リーダーシップの組織的検証プロセス』は、従業員の 
パフォーマンスを管理するための中核となるプロセスで
す。従業員一人ひとりが、上司と協力して年間業績計画を
策定することになっています。パーキンエルマーの基本的
価値観と事業目標、従業員個人の自己啓発目標に沿った 
業務上の目標を設定します。

従業員は自分が企業のより広い目標にどのように貢献でき
るかを明確に理解した時に、具体的に自分の業務を把握で
きると考えています。目標を定めた話し合いにより、我が
社のコミュニケーション文化が強化されていくのです。

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意識しています。人材育成に投
資することにより、お客様や株主により高い価値を提供する
企業力が強化されます。学ぶ姿勢は、競争に勝ち抜く力を強
化する手段としてだけでなく、専門職や個人としての成長に
我が社が認める意義を、従業員と管理職が確認する手段で
もあるのです。私たちのリーダーシップ経営開発プラット
フォームは、世界の 12ヵ国で実施されており、すべての管
理職が新しい実地の技能や技術の応用に関与できるようにし
ています。さらに、オンライン研修プラットフォームを全世
界に広げて、多言語によるオンデマンドの研修を提供できる
ように現在準備をすすめています。

“Making Friends Around the World” by Marika Kase, Business Director, Turku, Finland

The work we do, touches the lives 
of millions of people around the 
world, every day. 
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事業範囲を超えて活動し、プラスの変化を地域社会ひいては全世界に推進することも、我が社の役割の中に含ま
れると考えています。地域社会の声に耳を傾け、地域社会に参加し、社会から信頼される企業として積極的な
「Global Citizen （地球市民）」となる努力をしています。

パーキンエルマー基金は、パーキンエルマーが米国内で事
業展開をしている地域社会の慈善団体を支援する目的で、
1979年に設立されました。この基金は、疾病のより早期の
正確な診断をめざす非営利団体や、環境改善・環境保護を
行なう非営利団体の資格認定を支援しています。自然災害
による被害を受けた地域を支援する寄付も行なっています。

我が社の寄付ガイドラインに合致する慈善活動に対する基
金の支出は、年間約 45万ドルに達しています。寄付により
成果が見られた例を紹介します。

n March of  Dimes
 2000年以降、パーキンエルマー基金はMarch of Dimes
の活動を支援しています。出生異常、早産、幼児死亡
を防いで、赤ちゃんの健康を増進することが目的の活
動です。

 同じ 2000年以降、パーキンエルマーの従業員は毎年
March for Babiesのイベントに参加し、胎児および新生
児の研究のための資金を集めています。

n Mia Hamm基金
 パーキンエルマー基金は、骨髄または臍帯血の移植を
必要とする家族への一般の認識を高めるという、Mia 
Hamm基金の活動を支援しています。パーキンエル
マーの臍帯血バンク事業である ViaCord®は、この団体
と協力して臍帯血バンクと臍帯血移植のメリットをめ
ぐる重要な問題について、教育と意識向上に重点をお
いた国内キャンペーンを実施しています。

パーキンエルマー基金
n World Water Monitoring Day
 パーキンエルマーは、国際的な教育のアウトリーチプ
ログラムであるWorld Water Monitoring Day （WWMD） 
のスポンサーになっています。これは市民が地域の水道
システムの基本検査を行なうというイベントで、世界中
の水資源が直面する重大な問題についての意識向上を
めざしています。パーキンエルマーは、技術的な専門知
識とリーダーシップをWWMD実行委員会に提供する
とともに、従業員に対しても、地域の学校や子ども団
体、地域グループへの検査キットと支援の提供を奨励
しています。

より詳しい情報やご要望は、foundation@perkinelmer.com
まで Eメールをお送りください。

従業員によるアウトリーチ
パーキンエルマーの各施設にある従業員活動委員会は、
ボランティア活動や地域活動を組織し、支援しています。
そのなかには、子どものためのコートの収集、フードドラ
イブ （寄付された食品の配給） への参加、新学期の学用品の
収集、生徒の学習や生活の指導、家庭の再建、献血運動の
支援、チャリティーのウォークマラソンへの参加など、多
種多様なものがあります。活動内容は地域によって異なり
ますが、パーキンエルマーの地域社会を支援する姿勢は
一貫しています。

Photograph: “March for Babies” by Erica Wines, HR Site Leader, Massachusetts, USA

ENGAGEMENT
COMMUNITY
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パーキンエルマーの施設の管理運営は、環境と従業員と一般市民を守る総合的で体系的なアプローチをとっていま
す。事業全体でベストプラクティスを共有し、実績をモニタリングし、事業を監査し、経営陣による定期的な検証
を行なうことにより、事業活動による全般的な環境負荷を削減するとともに、従業員・お客様・地域社会の健康と
安全を守るために努力しています。

教育と総合的なプログラム・プロセス・実践を通じて、製品と事業運営による環境影響を最小化しています。資源
消費と地球気候への影響を削減することは、グローバルな企業としての我が社の責任であると考えます。

私たちは、環境保全と安全のプログラムが事業所とその地域社会にもたらす貢献を誇りに感じています。パート
ナーシップの各施設のプログラムが受賞した例の一部をご紹介します。

Photograph: “For Clean Water-Lembah Anai Waterfall” by Jimmy Saputra,  Engineer, Kepri, Indonesia

Award Highlights

アラメダ郡 水資源保全賞 （米国カリフォルニア州アラメダ郡）

Earth Flag賞 （米国イリノイ州ダウナーグローブ）

フィンランド労働衛生研究所 （フィンランド トゥルク）

Golden Flag賞 （インドネシア バタム）

OneThing （米国コネチカット州シェルトン）

Top 30 Green Public Company （米国マサチューセッツ州ボストン）

有害物質使用削減賞 （米国マサチューセッツ州セーレム）

ウェールズ議会 Corporate Health & Safety 賞 （ウェールズ サントリサント）

Purpose

景観灌漑保全についての年間の最優秀事業者

リサイクル、地域サービス、エネルギーと廃棄物の削減

労働衛生と安全

労働衛生と安全

水と廃棄物の削減とリサイクル

二酸化炭素排出の削減とグリーンプロセスの活用

有害化学物質の使用の削減

労働衛生と安全

ENVIRONMENTAL,

HEALTH & SAFETY
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私たちは、環境と健康と安全の管理のために、事業所を中
心とした体制を活用して、各事業所で地元のニーズや問題
に対応しやすい環境・安全管理システムの構築を奨励して
います。我が社の事業所の多くは、国際標準化機構 （ISO）
14001および労働安全衛生評価シリーズ （OHSAS） 18000
の認定を受けています。

我が社の EHS管理システムの重要な側面の一つが、コンプ
ライアンス査察です。我が社では、自社事業所および廃棄
物処理委託業者を対象に定期的なコンプライアンス査察を
行なっています。査察の結果として行なわれる是正処置は、
問題が十分に処理されるまで管理が続けられます。

パーキンエルマーは、ひとびとの健康と環境に与える影響
を抑えながら、社会にメリットをもたらす製品とサービス
を提供することに専心しています。全般的な製品の環境負
荷を減らしながら世界にプラスの影響を与えることができ
る、画期的な製品の設計に努力します。

製品スチュワードシップ
環境のためのデザイン
我が社では製品と事業運営のリスクを評価・管理していま
す。この評価の要素に、製品の構成要素、危険有害性物質
の特定と特性解析、暴露評価と適切な対策の実施、適切な
表示などの管理上の対策などがあります。

照明スイッチ、洗浄機、乾燥機などの製品や、製造機械に
使用されているパーキンエルマーのセンサーは、エネルギー
を節約し、二酸化炭素の排出を年間 2,200万トンも削減し
ています。

Facility

Batam, Indonesia

Cambridge, United Kingdom

Covina, California

Downers Grove, Illinois

Fremont, California

Llantrisant, United Kingdom
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必要な製品内容の情報を効率的に提供するために、我が
社では、サプライヤーとの情報伝達のための重点プログ
ラムを開発しました。高懸念物質 （substance of very high 
concern：SVHC） の存在が疑われる可能性がある場合、
個々のサプライヤーに対して、または標準化されたサプラ
イヤーサーベイを使って情報を収集します。サプライヤー
からの情報を補完するため、必要に応じて、一般に利用可
能な情報や化学物質の使用に関する一般的な情報、場合に
よっては化学分析データも活用します。

現時点では、我が社の製品には法的基準値を超える濃度の
SVHCは検知されていません。欧州連合 （EU） の REACH 
（化学物質登録評価許可規則） による法的要件は拡大を続
けているため、サプライヤーおよびお客様との製品中の制
限物質の使用に関する情報伝達プログラムに取り組んでい
ます。

パーキンエルマーは寿命が来た機器のリサイクルを奨励し
ています。EUのお客様向けのリサイクル情報は、h�p://
las.perkinelmer.com/OneSource/Environmental-directives.
htmでご覧いただけます。

製品コンプライアンス
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、
RoHS （特定有害物質使用制限指令） およびWEEE （廃電気
電子機器指令） の対象となる製品を製造しています。カテ
ゴリー 8 （医療機器） およびカテゴリー 9 （モニタリング機
器および管理機器） の製品は、現在、有害物質含有に関す
る制限からは除外されています。

パーキンエルマーは RoHSおよびWEEEの展開を継続的
に注視し、我が社の製品がこれらの関連の要件に合致また
は超越するよう努力してまいります。環境・健康・安全の
管理を適切に行えるように、現在の製品に使用されている
原材料も継続的に見直すとともに、新製品に使用する原材
料も積極的に見直してまいります。職能団体や業界団体と
の頻繁な情報交換により、今後の規制要件や規制上の変化、
対応期限についての最新情報も入手してまいります。

持続可能な製造と経営

EC規則 No. 1907/2006 （REACH） の順守

EHSに関する配慮を我が社の全般的な経営に組み入れてい
くことは、安全で効率的な経営環境を作りながら、環境負
荷を最小化するのに役立つと期待されます。パーキンエル
マーは、環境・安全・健康の各リスクを評価・管理する様々
な方針と手順を備えた、EHS管理システムを立ち上げまし
た。我が社の施設においてもお客様の施設においても、求
められる手順に従い業務の中で合理的な予防措置を講じら
れるよう、あらゆるレベルの個人の責任を強調するととも
に、必要なツール・研修・リソースを従業員に提供するこ
とにより、方針と手順の実施を支援します。

パーキンエルマーは、自社の環境パフォーマンスおよび安
全性パフォーマンスを監視するため、多様な経営指標を採
用しています。以下の章では、パーキンエルマーの全世界
での事業の約 80％を占める大規模製造施設・試験施設に関
するデータを含めた、各種指標を概観します。なお、規模
の小さい営業所や設計施設はデータに含まれておりません。
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パーキンエルマーは、製造施設・研究施設において、
OHSAS 18001基準に則した衛生安全管理システムを構
築しています。この管理システムは、事業所の経営に
関わる健康と安全のリスク、そして多くの場合には環境 
のリスクを評価・軽減することを目的としています。
排除・代替・工学技術・管理統制というリスク軽減の 
ヒエラルキーを活用するほか、従業員は有害物質・化学
物質の適切な管理の研修を受け、定期的に再研修も受 
けています。

我が社の衛生安全プログラムのもう一つの重要な側 
面は、全従業員の健康と福祉です。我が社は、身体の健
康と心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。そのようなリソースの例としては、事業所
内フィットネス施設、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、健康的な食品の選択を助ける事
業所内給食サービス、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相談、その他、事業所独自
のプログラムなどがあります。

パーキンエルマーは、業務関連の傷害・疾病の情報
を全社的に把握するため、米国職業安全衛生管理局 
（Occupational Safety and Health Administration : OSHA） 
の方法にもとづく、全世界で統一した報告の枠組みを導
入しています。また、国内の報告要件を満たすため、事
業所ごとでも業務上の傷害・疾病のデータを収集してい
ます。このデータは傾向と内容を検証して、以降の研修
の充実に活用されます。

健康と安全
図 1は、2006年から 2009年にかけての業務上の傷害と疾病の
発生率、および喪失労働時間の発生率を示したものです。この
4年間、業務上の傷害と疾病の発生率は比較的一定していますが、
2008年から 2009年に 3％上昇したことがデータからわかりま
す。喪失労働時間の発生率もこの 4年間は傷害・疾病発生率と
同様の傾向で、2009年は前年に比べて約 5％増加しました。全
社的な重点的取り組みと事業所ごとの業務上衛生安全管理シス
テムにより、職場のリスクの特定・評価・削減のプロセスは改
善しつつあります。

“For More Days in the Sun” by Megan Nicolari, Production Coordinator, Connecticut, USA 

図 1：業務上の傷害と疾病のデータ

At PerkinElmer, we are passionate 
about making a difference in the 
quality of life.
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環境パフォーマンス

図 3：燃料使用量

パーキンエルマーは、エネルギー効率のよい施設の 
運営と、省資源・汚染防止の追求に努力しています。
また、事業全体として継続的な改善を促進するため、
電気・水道・燃料の使用、温室効果ガスの排出、有害
廃棄物の排出を管理するパフォーマンス測定システム
を構築しています。

エネルギーの使用
図 2は、2006年から 2009年の我が社の全世界での電
力消費 （実質および正規化） を示しています。すべて
の地域で年間の電力使用量はほとんど変わっていませ
んが、粗利益に対して正規化した電力は 2006年以降
18％も減少しています。我が社の施設は、コスト効
果の高い電力使用の最適化と省エネプロジェクトを追
求・実施し続けています。たとえば、自動販売機にス
マートテクノロジーを搭載する、クリーンルームの換
気の最適化に占有センサーと空気質モニターを導入す
る、ビルメンテナンスの一部として効率のよい燃料燃
焼装置を使用する、照明・暖房・換気・冷房の機器を
制御するエネルギー管理システムを最新のコンピュー
タ制御のものにする、などがあります。

電力だけでなく、各事業所での燃料消費についても
モニタリングを行なっています。図 3は、2006年か
ら 2009年の燃料油と天然ガスの使用を示しています。
燃料油は 2008年から若干増加していますが、この増
加は米国コネチカット州シェルトンの施設が、ピーク
需要時の地元電力網への負担を減らす共同計画に参加
したことによります。天然ガスの使用は、企業買収と
既存の施設の測定法の向上により、増加しました。

温室効果ガス排出
この 4年間、パーキンエルマーは Carbon Disclosure 
Project （カーボン・ディスクロージャー・プロジェク
ト） に参加を続けており、温室効果ガスの排出を報告
しています。

図 4は、2006年から 2009年の温室効果ガスの排
出を表わしています。パーキンエルマーは、World 
Resources Institute （世界資源研究所） と持続可能な
開発のためのWorld Business Council for Sustainable 
Development （世界経済人会議） 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」
を使用して全世界での温室効果ガス排出量を計算して
います。我が社の排出量は、いくつかの企業の買収が
あったにもかかわらず、比較的一定しています。収益
に対して正規化してみると、2006年から 2009年まで
約 13％の減少となっています。

2008年から 2009年の温室効果ガス排出量の僅かな上
昇は、主に生産能力の拡大、新施設の導入、測定法の
継続的な改善のほか、出張による scope 3排出の増加
によるものです。

図 2：電力使用量 （実質および正規化）

図 4：温室効果ガス排出量 （実質および正規化）

2009年、パーキンエルマーは、米国 EPA Green Power Partnership 
（グリーン電力パートナーシップ） に加盟しました。このパートナー
シップは、グリーン電力の組織的な調達を支援するプログラムです。
また、再生可能エネルギー認定市場にも参加しています。
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水の使用
パーキンエルマーの施設における実質の水使用量 
は、比較的一定しています。図 5は、2006年から
2009年にかけての水使用量 （実質および正規化） を示
したものです。収益に対して正規化した水使用量は、
同じ時期に 19％減少しています。各施設では、今後
もコスト効果の高い水の使用や、節水のためのボイ
ラーや冷却機の更新、製造プロセスの変更などを工
夫し実行してまいります。

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
および国内の規制によって有害と分類される多数の
廃棄物を排出しています。経営哲学と汚染予防プロ
グラムの一環として、排出する廃棄物の量を削減す
る方法を継続的に追求してまいります。

図 6は、2006年から 2009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。2006年
以降、有害廃棄物の量は 28％削減されました。収益
に対して正規化すると、有害廃棄物の排出量はこの 
4年間で 40％減ったことになります。サンタクララ
事業所でのリサイクルプログラムや生産減が、この
削減の大きな理由となっています。

現在および将来の規制の進展に追随するため、各種業界団
体は力を合わせています。パーキンエルマーは、放射性核
種および放射性医薬品委員会 （Council on Radionuclideas 
and Radio pharmaceuticals：CO�R） に所属しています。
CO�Rは、放射性医薬品および放射性核種に関連の業界
に影響を与えうる製造・輸送・安全・安心・補償・規制問
題に重点を置いた規制と法規を訴えています。

Industry Collaboration
英国では、計装・制御・自動化・検査技術の業界を代表する、
Gambicaという全国組織に参加しています。Gambicaの多
様な活動には、REACH、RoHS、WEEEなどの適用される
安全規則・環境規則の順守について、会員向けの指針文書
の発行があります。これらの基準は我が社の全世界での経
営に適用されるものであり、我が社が世界あらゆる場所で
規制問題に対応する助けになっています。

図 5：水使用量 （実質および正規化）

図 6：有害物質排出量 （実質および正規化）

2008年、パーキンエルマーの景観灌漑保全プログラムは、アラメダ郡  
（カリフォルニア州） 水域管理局から、年間最優秀節水事業所として表彰 
されました。
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パーキンエルマーは、ひとびとの健康と安全、そして人をとりまく環境への取り組みを通じて、CSR活動を発展・
強化させてまいります。この報告書は発展の基準となり、良き企業市民としての我が社の成長の第一段階となる
ものです。

詳しい情報をご覧になりたい場合は、www.perkinelmer.comのサイトをご覧ください。 
PerkinElmer Japanの情報については、h�p://www.perkinelmer.co.jp/をご覧ください。

A B O U T  T H I S  R E P O R T

パーキンエルマージャパンの取り組み

環境力をしっかり育みます。
環境マネジメントシステム （ISO14001）
パーキンエルマージャパンでは、地球環境保全への社会的責任を果たしていくために、国際環境規格である環境マネ
ジメントシステム ISO14001を取得することとし、平成 19年 7月にキックオフ宣言を行い、社内に EMS推進組織を
発足させました。
平成 20年 6月 7日の横浜本社・東京営業所の認証取得に続き、平成 21年 7月 15日には大阪支
社ならびに九州営業所を含む全社の認証取得を完了しました。
パーキンエルマージャパンは、環境マネジメントシステムの本格的運用に加え、全ての事業活動
に対して環境への負荷を継続的に低減することを目的とした積極的な取り組みを実施しています。

YBPホタルがすむ街づくり展 2010
「ホタルのすむ街づくり展 2010」は、ホタル鑑賞を通し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
に地元に密着したイベントとして、地域住民の皆様、多くの団体の皆様と共に、ホタル鑑賞を通して自然や生物の大
切さに触れ合い、その重要性を考える機会の場を提供するイベントです。
パーキンエルマージャパンは環境活動に取り組む企業としてパネル展示を行っています。

苗木植樹活動をスタート
パーキンエルマージャパンでは、社団法人国土緑化推進機構が主催する「森づくり活動」に賛同し、苗木植樹を寄付
する運動を始めました。
この苗木植樹運動により、新しい森林が温暖化問題の解決の一助となり、全人類がより豊かな未来を迎え
られるよう、進んで環境保全に協力していきます。

パーキンエルマー初の『Corporate Social Responsibility Report （CSR レポート）』は、我が社の経営データや CSRプログラム、イニシ
アチブについての情報を掲載しています。この報告書は、パーキンエルマーとその連結子会社の環境保全、社会的責任、経済活動を扱っ
ています。今後、我が社のプログラム・プロセス・進展、パフォーマンス指標について最新情報を掲載した CSR報告書を毎年発表し、
責任ある企業市民としての取り組みを紹介してまいります。

この報告書に掲載された経営データは、パーキンエルマーの総事業面積の約 85％に相当する、大規模施設で収集されたものです。我
が社はこうした大規模施設をカナダ、フィンランド、ドイツ、インド、インドネシア、中国、フィリピン、シンガポール、英国そして
米国に展開しています。データは、2006年 1月 1日から 2009年 12月 31日の間、直接管理にもとづく内部情報ソースおよびサービ
スプロバイダーの情報から収集されたものです。データの完全性と信頼性は、定期的な内部監査を通じて事業所ごとに確保されており、
独立した第三者監査人による証明を受けています。今後、毎年の報告サイクルの中で、第三者による検証を再評価する予定です。

この 2009年報告書は、Global Reporting Initiative （GRI） G3からの多くの要素を取り込み、企業市民に関係する現在の我が社の状況
の基準として活用すべきものです。今後の報告書では、GRIガイドラインに従って、新しい要素やデータを追加してまいります。

この報告書に使用した写真は、従業員自身が撮影したもの、またはモデルとして従業員を撮影したものです。


