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サステナブルな
社会の実現をめざして

基盤的CSR
コンプライアンスの徹底

レスポンシブル・ケアの推進

コンプライアンス上の
課題の抽出

環境保全

リスク・コンプライアンス
体制の構築

労働安全衛生

保安防災
健康
品質保証

旭化成グループはこれまで、時代のニーズに応えるべく積極的に事業のポートフォリオを転換する中で、

社員の個の尊重
人財理念の浸透
人財育成（グローバル人財の育成）

人権・多様性の尊重

ワーク・ライフ・バランスの推進

化学物質の管理

社会や環境の問題に対しても、製品やサービスの提 供を通じて解決策を示してきました。

社会との共生
ステークホルダーとの
コミュニケーション
お客さま

株主・投資家
お取引先

地域社会

社会貢献活動

中でも創業期から続くベンベルグ事業においては、当初から環境に配慮したものづくりを推進しており、
ビジネスを発展させながら持続可能な社会への貢献に努めてきました。
まさに、
「 環境との共生」をグループビジョンに掲げる旭化成グループを象徴する事業の1つであると言えます。

■旭化成グループ理念

世界の人びとの “いのち” と “くらし” に貢献します。
■グループスローガン

昨日まで世界になかったものを。
■グループビジョン

「健康で快適な生活」と「環境との共生」の実現を通じて、社会に新たな価値を提供していきます。
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旭化成グループの地球環境対策に関する指標と目標 ［低炭素社会構築］
CO 2削減量

CO 2削減量（国内）を、2005年度基準で、2020年度30%にする。
CO 2削減量（国内+海外）を、2010年度基準で、2020年度5％にする。

GHG（温室効果ガス）削減量

GHG削減量（国内）を、2005年度基準で、2020年度35％にする。
GHG削減量（国内）を、2013年度基準で、2030年度10％にする。

発電のクリーン化

新設の石炭火力発電設備は、基準を満たすこととする（基準はウェブサイトをご覧ください）。
延岡バイオマス混焼発電におけるバイオマス燃料割合をエネルギー基準で60％以上維持する。

LCA・CO 2削減貢献度

2020年度目標10.0（2010年度実績3.2）
※LCA・CO 2削減貢献度=（LCA・CO 2削減貢献量）／（CO 2排出量（国内＋海外））
2030年度目標15.0

さらに詳しい情報については当社CSRウェブサイトをご参照ください。
ht tp://w w w.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/csr
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世界で唯一の
キュプラ ベンベルグ®
その誇りと責任を胸に。
旭化成は1931年、宮崎県延岡市に工場を建設し、ベンベルグの操業を開始しました。
現在、世界で唯一キュプラ（ベンベルグ）を生産する企業として、その品質の向上と用途の拡大に
努めています。
ベンベルグは、本来 綿糸として使 用されないコットンリンターを原料とする再生繊 維で、
素材そのものがサステナブル。
さらに旭化成では、化学薬品の管理や環境に配慮した生産体制の確立や、
「ビジネスと人々のくらし」
「 企業と地 域社会」のあり方を考慮した取り組みを実践し、
様々な側面からサステナビリティへの貢献をめざしています。

■ベンベルグ事業部

基本方針

1. 昨日まで世界になかったものを生み出し、人々の心と生活を豊かにする。
2. 豊かな人財・組織力・技術力を融合し、最高のサービスと商品を提 供する。
3. 多様な環境に対応し、経済的・社会的価値を創造し続ける。

INDEX

ベンベルグ 3つのサステナビリティ
持続可能な社会をめざすベンベルグの様々な取り組みをご紹介します。

素材

生産体制

社会貢献

P.5へ

P.7へ

P.9へ

※ベンベルグ ® は旭化成が世界で唯一生 産する再生セルロース繊 維・キュプラのブランドです。
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サステナブルな素材

肌にやさしい着心 地のベンベルグ ® は、原料そのものも地球にやさしい繊維です。

未利用繊維を価値ある資源へ

原料はコットンリンター100％

ベンベルグ® の歴史

いつの時代も環境に配慮し、技術革新を継続

ベンベルグ事業は操業開始以来、自然環境を大切にしながら技術革新による品質の向上と用途の拡大に努めてきました。

ベンベルグの原料であるコットンリンターとは、コットンの種の周りに生えているうぶ毛のことで、
綿糸としては使 用されない部分です。

また、品質や環境分野における各種認証の取得にも積極的に取り組み、環境に配慮したものづくりを推進しています。

このわずかな素材だけを集めて独自の技術で精製・溶解し、ピュアな再生繊 維として生まれ変わらせています。

1931年

宮崎県延岡市で操業（ハンク紡糸生産開始）

19 53 年

連続紡糸機を新設

19 6 0 年

BF（ 短繊 維）紡糸機 新設

1974 年

NP（高速連続）紡糸機、BL（ ベンリーゼ ® ）紡糸機を新設

19 97年

ISO9001（品質）を認証

19 9 9 年

ハンク紡糸機の停止

2 0 01年

OEKO -TEX（ClassⅡ）認証

2003年

ISO14001（環境）認証

2014 年

新NP（高速連続）紡糸機を増設

2016 年

LCA評価、生分解性認証

2 017年

GRS認証、堆肥化可能性認証

コットンリンター

コットンボール

コットンシード

自然から生まれ、自然に還る

環境への負荷が少ない

1931年6月27日

ベンベルグ糸 初出荷

BL（ ベンリーゼ ® ）紡糸機増設

土に埋めるとベンベルグは生分解、堆肥化します。
たとえば、夏の条 件下（温 度35度 /湿 度80％）で土に埋めた場合、約2か月で生地の重さが半分になり、微生物の糧となって
土へと戻ります。また、燃やしても有害物質の発生はほとんどありません。

さまざまな評価や認証を受けています

ベンベルグ®

GRS
（Global Recycled Standard）

LCA
（Life Cycle Assessment）

環境負荷の少ない商品の開発や設計を検討し、
評価する手法。
ベンベルグはこの評価をベースに

原布

1か月経 過

さらなる環境負荷の軽減に取り組んでいきます。

2か月経 過

リサイクル原料を使用して製造する際に有効な

追跡のための認証プログラム。プレコンシュー
マーウエスト
（消費前廃棄物）
を再生して作られる

繊維であり、原料から製品出荷までトレーサビリ
ティを確実に行える信頼性の高い製品です。

エコテックス規格100

人体への有害物質による影響や被害をなくす
ことを目的とし、繊維の全加工段階における原
料、半製品最終製品に適用される、世界的に統
一された試験・認証システムです。

［繊 維の燃 焼生成ガスの発生率］
NOX(ppm)

CO(ppm)

ベンベルグ®
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ベンベルグ®

ポリエステル
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ポリエステル

ナイロン
シルク
ウール

1190.5
707
672.5

ベンベルグ®

5

ウール

ポリエステル

56

ナイロン
シルク

CO 2(ppm)

1,146
37
11

5.45
6.75

ナイロン
シルク
ウール

11.3
5.65
5.65

Biodegradable

ISO14001取得

生分解繊維であることが認証されています。

与える負荷を継続的に軽減・防止していくための

（certiﬁed by INNOVHUB）

企業活動・製品およびサービスについて、
環境に
仕組みを企業の中に構築していることが評価さ
れ、
国際規格ISO14001を取得しています。

旭化成（株）商品科学研究所にて測定。
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サステナブルな生産体制

自然豊かな地域で生産されるベンベルグ ® 。環境を守るため、設備に様々な工夫をしています。

4割が再生可能エネルギー

自社発電設備を使用

廃棄物のゼロ・エミッション化

繊維くずも再利用

ベンベルグ工場は、旭化成の自社 所有発電設備を使 用しています。

廃棄物そのものを削減したり、再利用したりすることによって、

その中で、水力発電・バイオマス発電などの再生可能エネルギー比率は4割に上ります。

最終的に埋め立て処分となる廃棄物の排出をなくそうとすることを「ゼロエミッション」といいます。

また、排熱の利用や熱ロスの削減などによってエネルギーの無駄を徹 底的に抑え、省エネルギー化を推進。

旭化成では、ベンベルグの生産過程で出た繊 維くずを発電のための燃料として再利用するなど、

それは同時に、CO 2 の排出を減らすことにもつながっています。

工場から出る廃棄物も無駄にすることなく徹 底的にリサイクルしています。
他の廃棄物も含め、現在ではほぼ100％のゼロエミッション化率（2016年度実績99.8%）を達成しています。

旭化成延岡地区の
種類別発電割合(2015年度)

日本の発電電力量の構成

再生可能エネルギーの導入状 況2014（平成 26）年度*

購入電力 10%

再生可能エネルギー
12.2%

石油 2%

水力

33 %

再生可能
エネルギー
約40%

石炭 49%

水力を除く再生可能
エネルギー 3. 2%

6%

廃棄物

黒液

リンター
フロック

紡糸工程

廃原液

繊 維くず

水力
9%
石油
10.6%

前処理
天然ガス
4 6. 2%

石炭 31%

バイオマス

紡糸原液工程

工程

工場内焼 却
（熱回収含む）

キノコ
栽培用菌床

工場内発電所
（バイオマス/火力）

格外糸

リサイクル糸
（開発中）

作業用グローブ

*出典：資 源エネルギー庁 「日本のエネルギー2014」
ht tp: //w w w.enecho.meti.go.jp/

GRS認証取得
ベンベルグは、本来 綿糸として使 用されないコットンリンターを
100％原料としていることや、化学薬品の管理や環境に配慮した
トレーサビリティのある生産技術体制が評価され、
2017年、Tex tile E xchangeが基準を作成している
GRS（Global Rec ycled Standard）認証を取得しました。
Tex tile E xchangeとは

環 境に配慮した繊 維 素 材を普及啓発することを目的としたNPO団体。

情 報収 集と提 供（オーガニックコットン等のデータ）、ネットワーキング、基 準作成・管 理、農 業 支援を中心に30カ国以 上で 活動。

GRS（Global Rec ycled Standard）認証とは

リサイクル製品におけるリサイクル材料の量やトレーサビリティを公的に裏付けする認証プログラム。

【評価ポイント】
旭化成の水力発電設備：9基（最古1925年〜）
写真：旭化成 星山水力発電 所

旭化成のバイオマス発電設備：2基（2012年〜）
写真：旭化成 岡富バイオマス発電 所

原料調達｜20％以上のリサイクル原料を使 用していること
生産プロセス｜トレーサビリティの仕組みが整った過程で製造・保管されていること
社会的責任｜企業が社会的責任を果たしていること
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サステナブルな社会貢献

「ビジネスと人々のくらし」、
「 企業と地域社会のあり方」を考え、持続可能な社会貢献をめざします。

インド繊維産業の持続的な発展のために

国連開発計画“BCtA”に参加

次世代のファッション人材育成

世界各地での産学連携

ベンベルグは、サリーやデュパタなどの民族衣装用繊維として、インドで40年以上親しまれており、より心地よく美しく着られるよう、

旭化成は、繊 維素材に関する技術指導や教育支援を通じた次世代育成活動を、国内外で幅広く行っています。

長年、旭化成が技術開発や提案を続けています。原料であるコットンリンターの調達から最終製品の流通まで、

今後も世界各国の教育機関や次世代人材と共同で、新たなプロジェクトに積極的に取り組んでいきます。

バリューチェーンのすべての段階において、技術の向上、雇用の創出、安定した収入の確保など課題の解決にも取り組んでいます。
これらの活動が評価され、2016年からは国連開発計画（UNDP）が主導するビジネス行動要請（BCtA）
に参加。

日本

繊維ファッション産学協議会『第１１回 FORM PRESENTATION』に参画

若手人材の育成、教育支援を行うとともに、中小規模工場の生産性向上を支援しています。

繊維ファッション産学協議会が主催する“テキスタイル・クリエーションへの関心と開発への

ビジネス行動要請＜Business Call to Ac tion（BCt A）＞とは

ファッションを学ぶ学生を対象に「未来に向かう快適な素材」をテーマにした作品を募集し、

2008年に発足した、UNDPをはじめ5つの開発機関・政府が主導する、民間企業によるビジネスを通じた持続的な開発目標への貢献推進を目的とした取り組み。
これまでに世界各国137社がBCtAに参加している。
（2016年5月時点）

啓発促進”を目的とした産学協働の人材育成事業「FORM PRESENTATION」に参画。
優秀な作品を表彰しました。
（2017年）

インド

大学生の知識向上に貢献

インドの国立2大学で授業およびショーの作品用素材提供を実施し、協賛。
さらに数名のインターンシップ生を受け入れ、日本とインドで糸の生産から
生地の企画まで幅広く体験できる機会を提供しました。

イタリア

学生の知識向上に貢献

2005年より服飾専門学校にてベンベルグについての勉強会や卒業課題である
ファッションショーへの生地提供を継続して行なっています。

インドの数社の原料メーカーにコットンリンター
採取設備を無償貸与。インド駐在の技術者による
生産性向上のための教育や技術指導サポートを実施。

文化・芸術振興を通じた活動

ファッション・アパレル業界発展のために

旭化成は『社会貢献活動方針』のもと、社会を構成する一員としての責任を果たすべく、
文化・芸術振興分野を通じた社会貢献活動に取り組んでいます。
ファッションショーへの協賛や、メンズファッションへの興味喚 起をめざすイベントの開催などにより、
アパレル業界のさらなる発展への貢献をめざしています。

大学における、繊維・ファッション産業人材育成のための教育支援。

中国

旭化成・中国未来の星デザインイノベーション大賞

2007年より10年間にわたり中国ファッションウィーク内で新進
デザイナーによる「ベンベルグコレクション」を開催しました。
インド国内でベンベルグ使いの製織や染色などの
技術指導。

歴史と伝統を知り、未来を考える場

ベンベルグ裏地ミュージアム+（プラス）

常時3000種類以上の裏地を展示しているほか、
産地の紹介や機能適性の体感コーナーなど、
様々な側面からベンベルグ裏地の特長を伝え、
洋服づくりの基礎知識を啓蒙しています。
これからのファッション業界を担う学生を対象としており、
ベンベルグ裏地を通じて
ものづくりの未来を考える場として活用されています。
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中国全土から選ばれた3名の服飾学生にベンベルグほか旭化成の
繊維製品を使用した生地を提供し、ファッションウィークで

旭化成は2014年10月、
『ベンベルグ裏地ミュージアム+』
を開設しました。

世界のファッションビジネスを支えるアパレル、
小売り、
流通などの業界関係者や、

2017年からは学生を対象にした新たなコレクション

「中国未来の星デザインイノベーション大賞」を開始。

コレクション発表。

インド

アパレルブランドのファッションショーに協賛

民族衣装アパレルのファッションショーに協賛し、

インドファッション業界の発展に貢献しています。

日本

プレシャスなものづくりを伝えるイベント

2016年10月、国内アパレル・小売関係者を招待し、スーツの歴史展示、

メンズファッションについてのトークセッションやセミナーを開催しました。
会場にはイタリアのトップアパレル関係者も招き、ベンベルグを通じ
日本と欧州のアパレル業界の交流が深まりました。
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