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CEOからのメッセージ

「当社は取り組みのスケールを拡大し、加速させます。
使用済みのアラミドを市場から回収し、再び紡糸する取り組みを
商業規模に拡大することで、
この取り組みを加速できると考えています」
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テイジン・アラミド社 社長兼CEO
（帝人株式会社アラミド事業本部長）
Peter ter Horst

当社の組織の要は、「人」ですので、働く人にとって安全で働きがいのある職場を提供しま
す。そのため、当社の価値観に根付く多様性が尊重され、各人がリーダーシップの可能性を
発揮できる、そんな健全な職場環境を構築するための努力や活動を推進しています。
当社は、循環型ビジネスを目指すことを公言しています。またリニアエコノミーからサー
キュラーエコノミーへの転換には、バリューチェーン全体にわたるパートナーシップが必要
であることを理解しています。だからこそ、志を同じくするパートナーを積極的に探し求め、
新たな再生可能原料を生産するためのアラミドの回収・リサイクルを進めているのです。当
社は、自社のビジネスのやり方や生産設備を出来る限り完全な循環型に近づけ、その知見を
蓄積することによって、持続可能な技術を推進し、新しい働き方を採り入れていけると考え
ています。こうした当社の取り組みに、より多くのパートナーにご参加いただけますと幸い
です。
O

1972年、当社は 「トワロン®」を開発しました。
そして2021年には「トワロン®」をリサイクル可能にしました。
この当社の主力繊維を、その機能を損なうことなくフル・リサイクルすることは、
「100％持続可能なアラミドチェーン」を作り上げるための重要なステップです。
サステナビリティを達成するには、リサイクル技術だけでなく、パートナーシップがとても大切と
考えています。
当レポートには、当社の2021年の主な実績についても記述しましたので、ぜひご一読ください。
当社は未来に向けて持続可能なプロセスを推進し、
更にこのプロセスをバリューチェーンのより多くの部分に展開していきます。
スケールを拡大し、成果を積み上げていくことで、バリューチェーン全体として
長期的な成功を収めることができると考えています。
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ハイライト
>
>
>
>
>
>
>
>

「トワロン® 」のリサイクル技術を開発（特許出願中）
FibreMax社、Hampidjan社と研究開発プロジェクトを実施し、「トワロン® 」のリサイクル繊維を用
いた最終製品のパイロット生産に成功
エメンとデルフザイルの工場の生産能力を、環境負荷を抑制しつつ増強
オランダ国内において「エネルギー効率化指令（Energy Efficiency Directive :EED）」の目標達成に
向けた取り組みを実践
全消費電力量の「エネルギー属性証明（Guarantees of Origin :GO）（EU Wind）」を取得
独自の「Customer Benefit Model（CBM）」を用い、使用段階での提供価値とCO2削減効果を証明
「テイジンコーネックス®」製品のリサイクルのため、Purfi/Concordia社(ベルギー)、General
Recycled社(カナダ)と革新的技術提携契約を締結
EcoVadisのゴールド評価（「持続可能な繊維素材メーカー」の上位６％に相当）を6年連続で獲得
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主要データに見る2021年のインパクト

主要データに見る2021年のインパクト
1 - サステナビリティ・ロードマップ
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2 - Circularity (循環性)
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3 - 原料転換
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4 - エネルギー転換
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5 - 事業の透明性
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6 - 人がすべて
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7 - グループの理念とSDGs
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同じ内容を動画でもご覧いただ
けます。（動画は英語です）
左記のQRコードを読み取って、
動画「Scaling up for impact」
にアクセスしてご視聴ください。
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100%
エネルギー属性証明（GO）の
取得により、オランダ国内の
全製造拠点、研究施設、本社
の電力源を再生可能な風力に
移行

50%

消費前廃棄物と消費後廃棄物の
回収量の2020年対比改善率

1912
テイジン・アラミド社の
グローバル従業員数
（2021年現在）

4.7
2021年の総労働災害発生率（TRR）
（100万労働時間当たりの災害数）
残念ながら、2021年は６件*の
休業災害が発生。

28%
カーボンフットプリントの
2014年対比改善率

-243,090 トン CO2
チェーン**における
排出回避量

*オランダ国内で5件、グローバルでは合計6件発生。
**タイヤ、コンベアベルトなどの用途にアラミドを使用することで軽量化でき、エネルギーその他
の資源の節約にもなります。このようなアラミドの使用は、2021年、CO2換算で24万トン以上の
排出削減につながりました。
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1 | サステナビリティ・ロードマップ

2050年より前倒しで「排出ゼロに近づく」ための具体的目標
全自社工場を100%再生可能なクリーンエネルギーで稼働させる

「世界に貢献する
最高の高機能繊維企業になる」
という高い目標を掲げて

全自社工場のエネルギー効率を出来るだけ高める

100%再生可能なカーボンだけを使ってアラミド繊維を生産する

社内・社外の両方で完全な循環化を図る

1 - サステナビリティ・ロードマップ

クリーンな水素経済において高機能素材・ソリューションを
提供する

当社は、地球が直面している課題について理解しています。
そして自社の生産施設が環境に及ぼす影響、および自社のアラミド製品が
広いバリューチェーンに及ぼす影響の両方について、責任を持つべきだと考えています。
サステナビリティに関し、当社はバリューチェーン全体に影響を及ぼすことのできる特別な
立場にあり、これを以下に挙げる３つのやり方で実践しています。
１．前工程でのCO2排出量の削減
２．製品使用段階での排出回避
３．アラミドチェーンを循環型に転換し、使用済みのアラミド繊維を再び生産原料として
利用できるようにするためのソリューションの探索
当社は、自社の事業目的や製品をお取引先やお客さまのニーズとどのように擦り合わせて、
当社のパラ系アラミド「トワロン®」のサステナビリティ目標を達成するかを示すために、
このロードマップを作成しました。
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「トワロン®」のサステナビリティ目標
2021年
2021

2025年
2025

100%

100%

100%

再生可能熱

40%

50%

再生可能カーボン

10%

25%
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再生可能電力

エコフットプリント（kg-CO2/kg）
CO2排出回避量/総排出量

8.7

50%

2030年
2030

2

100%

1 | サステナビリティ ・ロードマップ

何を目指すべきか、
そのために克服すべき課題とは何か、
当社では明確なビジョンを持っています。
当社は、自社が地球に及ぼす影響及びそれが未来の世代に及ぼす影響について配慮して
います。サステナビリティは当社の戦略の中核であり、「クオリティ・オブ・ライフの
向上に努める、社会と共に成長する、社員と共に成長する」という帝人グループの理念
にもつながっています。
将来的には、循環性・カーボンニュートラル・
製品性能の３つが、経済における個別の概念で
はなくなり一体化していくと考えています。高
性能製品は、持続可能な循環型の生産プロセス
から生み出されるようになり、当社製品のよう
な素材は、このような生産プロセスに適応する
上で重要な役割を果たすことになります。当社
ではこのような未来を「持続可能な循環型の経
済」と呼び、それを実現することを「世界に貢
献する最高の高機能繊維企業」として当社の目
標にしています。

しかしアラミド繊維のリサイクルの複雑性を考
えると、それは一朝一夕に達成できるものでも、
自社のみで達成できるものでもありません。持
続可能な循環型のアラミドチェーンの実現には、
バリューチェーンにおけるパートナーシップの
締結が何よりも重要なのです。

そのため、持続可能な世界の実現に向けて必要
な技術の研究開発施設として、当社の研究開発
センターとは別に、欧州サステナブル先端技術
開発センター（ESTIC）をオランダのアーネム
に開設しました。当社は、 ESTICとともに、
水素やサーキュラーエコノミー、バイオ素材等
の分野におけるパートナーシップを積極的に探
当社では、資源を結集してエネルギー転換＆サ
索しています。ESTICでは、幅広い分野の人々
循環経済チーム（Energy Transition &
が集って様々なプロジェクトを行い、広い視点
Circular Economy：ET&CE）を立ち上げ、
2050年より前倒しで「CO2排出ゼロ」に近づけ、 から新たなアイデアやビジネスを生み出してい
くことになります。
サーキュラーエコノミーを実現するためのサス
テナビリティ・ロードマップの基盤を固めまし
た。
ET&CE及びESTICの両組織では、最新の先端
当社は、最も効率的な持続可能な方法で製品を
生産するだけでなく、近い将来に再生可能原料
を利用できるようにするための取り組みも推進
しています。アラミド繊維のリサイクルや使用
済み製品の再生によって、マテリアルフローの
改善に責任をもって取り組んでいきます。

科学に基づいて人にも環境にも安全なソリュー
ションを更に研究し、CO2排出の改善に貢献し、
期待される性能や価値をバリューチェーン全体
のステークホルダーに届けて参ります。

ET&CEチーム
サステナビリティ・ディレクター Jan Roos

「IPCC(*)による最新報告書では、
地球温暖化の緩和が緊急に必要であることが
明言されています。
今後10年から15年の気候変動による影響は、
現在私たちが経験しているよりも
はるかに大きなものとなるでしょう」
(*) 気候変動に関する政府間パネル（IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change）：
世界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）により設立された政府間組織。
世界中の科学者の協力の下、気候変動に関する最新の科学的知見の評価を各国政府に提供。
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2 | Circularity (循環性)

オランダのアーネムにある研究開発センターでは、使用済みのパラ系アラミド繊維「トワロン
®

当社のアラミド繊維は、
本質的に持続可能であり、
リサイクル可能であり、
継続的に再利用可能です

」をリサイクルし、再び繊維として生産する技術の開発に成功しています。バージン原料の使

用をできるだけ避けて、使用済み「トワロン®」を回収して再び紡糸するという試みです。
このフィジカルリサイクル技術（下図「ルート２」）については、現在特許を出願中です。

完全な循環型を目指して：リサイクル技術への投資
ルート３

ルート２

ルート１

ケミカル
リサイクル

フィジカル
リサイクル

メカニカル
リサイクル

当社が提供するアラミド繊維の性能だけでなく、同時に、
環境負荷を最小限に抑えた方法で生産することも求められているのです。
つまり当社にとって意味すること、それは当社のアラミド繊維の生産は、
廃棄物ゼロ、かつCO2ニュートラルでなければならないということです。

当社は、「ネットゼロ」の企業になる必要があるのです。

そして、「ネットゼロ」を実現するには、自社のプロセスも製品も完全に循環
型にする必要があることは明らかです。
当社は、循環型への転換を始めるためのリーダーシップを発揮しています。20
年以上にわたり使用済みパラ系アラミド「トワロン®」製品をパルプ状にメカ
ニカルリサイクルしていますが（右図 「ルート１」）、現在、更に複数の代替
リサイクル方法も検討しています。
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洗浄

循環型製品
繰り返し
リサイクル

2 - Circularity (循環性)
現代社会では、持続可能なアラミド繊維の生産が必要とされています。

切断・粉砕

分離

回収

プラスチック由来・
バイオ由来
高分子化合物

繊維

パルプ／
ショートカット＆
ステープルファイバー

最終製品

使用

再利用

解重合等で知られているケミカルリサイクル（上図「ルート３」）では、アラミドポリマー分
子を小さな化学構成要素（モノマー）に分解します。このモノマーをオランダのデルフザイル
にある施設で新たなポリマーの生産に使用したり、サプライヤーが生産したリニューアブル
カーボン由来の原料を使用したりするなどして、すべての化石由来の資源を持続可能な資源で
置き換えるという最終目標の達成を目指しています。

すべての選択肢をオープンにしておく
今のところ、上記３つのリサイクル技術のうちのどれか１つが特に際立って優れていると
は言えません。最善のソリューションは、使用済み素材の品質や市場の需要といった、さ
まざまな要因によって異なるからです。

2 | Circularity (循環性)

FibreMax社、Hampidjan社と共に、
高機能繊維がリサイクル可能であることを
実証しました
Duco Handgraaf氏 | FibreMax社

「トワロン®」のリサイクル繊維を開発したことは、画期的な技術変革であり、また、
顧客企業2社と協働で試験を行ったという点で、当社のサステナビリティ活動における最大
の突破口となりました。
従来ならば、新たな開発に関する試験や展開は社内のみで行うところですが、
循環型の経済の実現に向けて無駄にできる時間はありません。
当社では、加速度的に開発を進めるべく、初期の段階から提携を開始していました。

「少なくとも標準素材と同等の強度があることが証明されました。
これなら、リサイクルされた素材を使用した
当社のケーブルを自信を持って販売することができます」

市場はより持続可能な
ソリューションを求めています
FibreMax社とHampidjan社にて、「トワロン®」

このような取り組みの利点は、顧客と集中的に協

のリサイクル繊維を用いたスリングやペンダント

力し合うことで、市場投入までの時間を短縮でき

ロープを生産し、最終製品における特性がリサイ
クル品とバージン品とで同等であることを検証す
ることができました。全体的にリサイクル製品の
見通しは非常に明るく、市場はこのような製品に
大きな関心を示しており、これまでの試験では当
社の技術が正しかったことを証明しました。

フロントランナー数社とのパートナーシップ
という形で始まった取り組みが、今では、
複数の業界における持続性・リサイクル性を
向上させ、100％循環型のアラミドチェーン
への道を切り開いています。
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ることです。一方で、十分な量の使用済み素材を

David Waage氏 | Hampidjan社

市場から回収する必要があることが大きな課題で

「テイジンとの協力は上手く進みました。
素晴らしい技術的支援を頂き、
その知見の高さに驚かされました」

す。当然ながら、回収されたアラミド素材なしに
はリサイクル製品の生産はできないからです。
これがフィジカルリサイクル＝「ルート２」にな
ります（P６参照）。

ハイライト
> さまざまな状態の使用済み「トワロン® 」から、数百kgの「トワロン®」のリサイクル
繊維を生産
> この「トワロン®」のリサイクル繊維は、バージン品の「トワロン®」繊維と同等の優
れた特性、性能を発揮
> FibreMax社及びHampidjan社の用途（ロープ、ケーブル）で、実証試験を実施
> テイジン・アラミド社は完全循環型の高機能繊維の生産規模を拡大予定
> 目標は、「トワロン®」のリサイクル繊維を2025年までに市場に投入すること
> 計算上、使用済みアラミド１kgでCO２排出を４kg抑制可能

2 | Circularity (循環性)

もったいない
(Mottainai)

この日本語の言葉は、リデュース・リユース・リサイクルの
推奨の際に環境保護主義者たちの間で使われています。
また、国連による環境保護推進の
スローガンにも使われてます。
日本語の辞書によると、
「そのものの価値が十分に活用されていないことを惜しむ表現」
ですが、現代の日本では、無駄に捨てられることを
惜しむ際にも使われます。

リサイクル推進のパートナー

> 20年以上にわたり、当社は「トワロン®」を使用
した最終製品の使用済み品を回収し、社内の施設
でリサイクルしてきました。
> 「テイジンコーネックス® 」を使用した製品は、
Purfi/Concordia Textiles社(ベルギー)及び
General Recycled社(カナダ)との提携により、
新たなリサイクル製品に生まれ変わります。両社
との提携では、 「テイジンコーネックス® 」を使
用した防護衣料向けの加工工程や使用済み衣料か
らアラミド由来の素材を回収し、高水準で繊維レ
ベルまで再生する革新的技術の実現に取り組みま
す。
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循環型ビジネスに向けた協働とは、
製品再設計において協力関係を築くこと、
そして使用済み製品の回収を進め、
リサイクルのための素材を確保すること
を意味します

使用済み製品を
負債ではなく、
資産にしていきましょう
アラミド繊維を廃棄するのは非常に惜しいことです。
当社のリサイクル技術と循環型未来への皆様の投資意欲
を組み合わせれば、さらに価値のある素材を作り出すこ
とができるでしょう。

持続可能なバリューチェーンに向けた
パートナーシップの構築

これは、当社だけでは実現できません。顧客及び
その顧客の工程での余剰品や、エンドユーザーの
使用済み品をうまく回収するには、持続可能なバ
リューチェーン同盟（Sustainable Value Chain
Alliances：SVCAs）を築く必要があります。こ
の同盟には、顧客からエンドユーザー、リサイク
ルのハブまで、すべてのビジネスパートナーにご
参加頂き、共に循環型への転換を目指していきま
す。そのお返しとして当社は、ビジネスパート
ナーにリサイクル繊維製品を提供できるようにな
ります。

リサイクルのハブ

このSVCAsの中で各々を結び付ける重要な役割を
果たすのは、リサイクルのハブ、つまり市場からの
回収品を調達、分別、洗浄、切断し、混ぜ合わせる
ことのできる企業です。
SVCAs内の全当事者に対して品質、価格、供給を
安定させるためにも、このようなハブ企業と長期的
に契約を結びたいと考えています。
当社は、社内でのアラミド廃棄物の循環型への転換
には既に成功しており、現在はバリューチェーンの
廃棄物削減に注力しています。そしてパートナー企
業との連携の結果、使用済みアラミド素材の回収を
2020年対比で50%増加させることができました。
これからもCO2排出量の低減と廃棄物削減の両立を
目指していきます。

William Lange氏| Fiber Brokers International社CEO
「Fiber Brokers社は、
取り扱いの難しい防弾素材の分解といった、
技術素材向けの環境に優しい再生法の開発に
重点を置いています。
テイジンと共に、責任を持って、
できるだけ多くのアラミド繊維の再生と
再利用を進めていきたいと思います」

パートナーを募集しています
洗浄済みのアラミド繊維が使われている材料を
オランダの当社施設へ届けて、
新たな製品に生まれ変わらせることにご協力いただける
パートナーを探しています。

バリューチェーンのCO2排出量の低減と
廃棄物削減が第一ですが、
当社だけでは実現できません。
パートナーとの連携が不可欠です。
2

3 | 原料転換

原料転換における
パートナーシップの
重要性

再生可能原料と当社のリサイクル技術を組み合わせれば、
化石原料に依存する必要がなくなります。
これこそが100％持続可能な未来を築く方法だと言えるでしょう。

ハイライト

3 - 原料転換
サプライヤーは、当社のサステナビリティの目標と戦略における要の存在であり、
当社のアラミドの化学的構成要素となる必須原料を当社に納入いただいています。
当社製品の現在の主原料は限りある化石由来の資源ではありますが、
バイオマス、使用済みプラスチック、使用済みアラミドなどの
再生可能な代替品への転換を目指し、そのためのパートナーシップや提携先を
探し求めています。

>

最初の突破口が開かれたのは2019年でした。BioBTX社との共同研究により、アラミド繊維がバ
イオ由来原料から作れることを証明したのです。使用済みの植物油を使ったうえで、物理的特性
も化学的特性も妥協せず、92%バイオ由来の「トワロン®」の試験生産に成功しました。

>

再生可能原料としてのバイオマスとは別に、再生可能なカーボン由来原料として廃プラスチック
への注目も高まっています。廃プラスチックは広く入手できるうえに、食品用途の資源と競合し
ないという利点もあります。そして何より、このような廃棄物が原料として再利用されれば、プ
ラスチックによる海洋汚染という環境上の脅威の解決にも大いに役立ちます。廃プラスチックの
分野では、アラミド繊維にも含有されている芳香族分子が使用されているPET（ペットボトルや
織物の原料）には特に注目しています。InRePチーム(*)との共同プロジェクトでは、業界の複
数のパートナーと共同で、廃プラスチックから芳香族分子を取り出して従来品と同様に高品質の
アラミドを生産するための最善の方法を探索しています。
(*) InRePチーム: プラスチックのリサイクル技術に関する欧州複数国による共同事業体

>
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当社は、様々な研究組織に参加し、新たな持続可能原料の開発意欲に溢れたサプライヤーや新た
なサプライヤー候補との交流を進めています。これらすべての取り組みを通して、今後５年から
10年以内にリサイクル素材でアラミド繊維を製造するという目標を達成するために必要なだけの
再生可能原料を確保できるようになる見通しです。

4 | エネルギー転換

新たな技術による
省エネルギーの推進

4 - エネルギー転換
高まる市場の需要に応えるため、当社のエメンとデルフザイルの製造拠点において、
より効率の良い装置と新技術の導入により、新たな省エネルギーを実現しました。
生産能力拡大に向けた増設工事と同時に、複数の最新技術の導入に成功しました。

エネルギー消費量の継続的削減

再生可能熱

2017年から2020年の間に、当社ではエネル
ギー消費量を８%削減しました。昨年、欧州エ
ネルギー効率指令（EED）に基づいてエネル
ギー監査に応じ、2021年から2024年における
省エネルギー新計画を策定しました。2021年
には、自社工場内での複数の省エネプロジェク
トと、チェーン全体での省エネルギーにより、
エネルギー消費量を1.4%削減しました。 当社
では長年にわたりエネルギー使用の削減施策を
実行しており「容易に達成できる段階」はすで
に過ぎていましたが、その中でのこの削減は大
きな成功と言えます。

当社で転換に取り組んでいるエネルギー
は、電力だけではありません。持続可能
な熱の生産や入手の可能性についても探
索しています。持続可能な熱を入手する
にはグリーンな熱源が必要です。例えば、
水素、バイオマス、グリーンガス、地熱
などがその候補として考えられます。
2025年までに再生可能熱の割合を40%に
するという目標に向けて、再生可能熱の
調達先を検討し、実行準備を整えていま
す。

当社のビジョン実現に向けたエネルギー転換計
画を策定するにあたっては、製造工場、研究、
サステナビリティチーム、外部の専門家と緊密
に協力しました。このエネルギー転換計画では、
再生可能電力、再生可能熱、社内での廃熱の再
利用、循環性、さらに再生可能性の高い他エネ
ルギー源に注目しました。日本とタイの自社工
場でも、生産工程におけるCO2排出削減とエネ
ルギー効率向上の対策に向けて準備中です。

Circularity (循環性)
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さらに特筆すべき点として、当社の事業をできる
だけ循環型に近づけ、硫酸などの原料やNMP溶剤、
水をできる限り再利用できるようにしたことが挙
げられます。これにより、当社のフットプリント
の低減につながりました。

風力で稼働
継続的に「エネルギー属性証明（GO）
（EU Wind）」を取得し、オランダ国内
の全製造拠点、研究施設、本社の電力消
費をまかなっています。これにより当社
のCO2は、当社の製品１kg当たり8.7kg排出量CO2にまで大幅に低減しました。

革新と知識を広げていくこと。
当社の進歩はそこに根差し、
そこから発展していきます。

4 | エネルギー転換

4 - エネルギー転換

水素の利用促進に向けた
重要な役割
世界的な気候変動問題への対応として
温室効果ガスの排出量削減に取り組んでいくには、
当社が提供するソリューションや製品が
鍵となります
当社では全社的に、水素に注目しています。水素は、ダイナミックかつ有益な変化

アラミド繊維で補強した熱可塑性パイプライン（RTP）が
インフラパイプライン用途においていかに有用であるか、
経済面・環境面のライフサイクル比較評価によって
実証されました
未来のエネルギーシステムにおいて水素がその役割を果たすには、水素専用のサプライチェーンが世界的かつ
地域的に必要になります。水素パイプラインは、大量の水素を流通させるうえで最も安全で費用対効果が高い
インフラであると考えられていますが、そのためには長期にわたってパイプラインの気密性と耐腐食性を非常
に高く保つ必要があります。
その中で、最も強力で持続可能なソリューションとして、当社はパラ系アラミド「トワロン®」で補強した熱可
塑性パイプライン（RTP）を提案します。RTPは、水素が漏れ出すのを防ぐ特別な層を備えており、スチール
パイプラインより非常に軽量です。さらに、柔軟で長尺で巻けるため継目を減らすことができ、輸送が容易で、
現場の作業や設置に必要なスペースも減らせるため、設置時の生態系への影響が激減します。
水素開発における課題の１つは、水電解によってグリーン水素を生産することです。そのためには電気分解装
置で使用される膜の素材性能を高めることが必要になります。より持続可能なソリューションを届ける力を持
つ企業は世界に数社しかありませんが、当社はそのうちの１社として、持続可能な未来を世界中で実現するこ
とに貢献します。

の可能性を内包しています。水素は水から生産でき、使用後は水に戻るため、ク
リーンなエネルギー媒体だと考えられています。ただし水素は取り扱いが非常に難

O

しく、こうした水素を安全で経済的かつ持続的に扱うには、持続可能性の高い高機
能素材が最適です。
グリーンな水素は、世界のエネルギー転換において主要な役割を果たします。再生
可能資源のみを動力とする電気化学的プロセスによって水から取り出された水素は、
未来のエネルギーシステムの礎となり、温室効果ガス排出量を削減し地球温暖化を
抑制するには不可欠なものとなると考えられます。当社はこれに対して、最小限の
環境負荷で高機能アラミドソリューションを展開することに貢献してまいります。
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ハイライト
当社は、欧州委員会が指定した「グローバル水素バレー」の１つであるオランダ北部にて、 Pipelife
SoluForce社(オランダ)及びGroningen Seaports社(オランダ)と共同で、水素インフラ実証プロジェクトを実
施することを来年に予定しています。このプロジェクトには、当社の事業が大いに関連しています。当社独自
の顧客利益計算モデル「Customer Benefit Model（CBM）」に基づき、「トワロン®」 の非金属パイプライ
ンで作られた水素インフラの経済的・生態学的な付加価値が従来のスチールパイプラインよりも高いことをア
ピールすることが、このプロジェクトの狙いです。柔軟性のある「トワロン® 」のパイプラインは、安全かつ
費用対効果が高く持続可能で、フットプリントを70%も低減することが可能です。

5 | 事業の透明性

お客様と協力して省エネルギー量を数値化

数字は語る

お客様に明確な比較データを提供できるよう、同じ用途に使用される標準素材（鉄鋼など）と比較して、
当社製品の環境や経済への影響を測定します。これにより、当社の技術が提供する価値を高めるととも
に、産業や社会全体に、より積極的な貢献をすることを目指します。お客様のご協力により、コンベア
ベルト、タイヤ、シーリングガスケット、空輸コンテナ、防護衣料など様々な用途に関し、当社製品の
使用によって節約できるエネルギー量の正確な定量化を図っています。

当社独自の計算モデルを共有

5 - 事業の透明性

当社独自の顧客利益計算モデル「Customer Benefit Model（CBM）」は、様々な用途向けに、
様々な開発段階のモデルをご用意しています。また、コンベアベルトのCBMはお客様自身にもご利用い
ただけるよう、無料でオンライン公開しています。ここでは、CBMへのほんの数分間のご入力で、お客
様の省エネポテンシャルがわかります。当社の知見及びこのようなツールを提供することで、より多く
のお客様にアラミドのもたらす可能性に気付いていただき、より持続可能なソリューションに切り替え
ていただけることを願っています。

当社は10年以上にわたり、当社独自の顧客利益計算モデル
「Customer Benefit Model（CBM）」を開発・最適化してきました。
2011年から、アラミド補強コンベアベルトのもたらす利益の定量化に向けて、
算出モデルの開発と詳細な計算の取り組みでした。
当社はこのCBMの開発・最適化に年月をかけて取り組み、
パラ系アラミド「トワロン®」の省エネポテンシャルを原料、生産、使用段階で
すぐに計算できる、ソフトウェアベースの第三者認定モデルへと進化させました。

ガスケット用の新たなCBMを開発
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当社では、顧客の大手ガスケットメーカーFrenzelit社(ドイツ)と協力し
て、パラ系アラミド「トワロン®」により補強したガスケットのCO2排
出削減効果を、ガスケット製品に使用されている他の素材と比較評価し、
視覚化することを目指しました。ガスケット用に新たに開発されたCBM
を使用すれば、最適なシーリングソリューションを選択することにより
削減可能になるCO2排出量が一目でわかります。Frenzelit社の事例は、
「トワロン® 」を使用した同社製のガスケット「novapress ® 」が、生
産プロセスのみならず、使用段階でも持続可能であることを示していま
す。

5 | 事業の透明性

EcoVadisのゴールド評価を維持

透明性の高いバリューチェーンの実現に向けて、
パートナーに情報を提供
昨年、当社はパラ系アラミド「トワロン ® 」のエコデータシートを公表しました。
100％持続可能な循環型のアラミドバリューチェーンの実現に向けて、当社の製品・
サービスが環境に与える影響を開示することが極めて重要だと考えたからです。
エコデータシートには、「トワロン® 」のカーボンフットプリントの最新値がCO2換算
で記載されています。またこのシートを見れば化学業界の規則や主要な環境基準やア
セスメントへの「トワロン® 」の適合性に関する情報だけでなく、この製品のリサイ
クル性についても、明確な情報を得ることができます。

SBTイニシアチブを通じた持続可能な成長
帝人グループは、新たに掲げた温室効果ガ
ス排出削減目標が「世界の気温上昇を２℃
を十分に下回る水準に抑えるための科学に
基づく目標（science-based targets：
SBT）」に合致するとして、SBTイニチア
チブに認定されました。この栄誉ある認定
を受けたのは、日本の化学業界では初です。
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SBTイニシアチブとは、温室効果ガス排出
削減目標とその時期を示すことにより、企
業の持続可能な成長に向けた明確な道筋を
定めており、パリ協定の水準である「世界
の気温上昇を産業革命前より２℃を十分に
下回る水準に抑える」ことへの貢献を目指
す取り組みです。その目標を実現すること
で、気候変動のリスクと影響を劇的に低減
できるとされています。

当社は、EcoVadis社(フランス)から6年連続でゴールド評価を受けました。
これは、客観的な第三者評価において、持続可能な繊維素材メーカーの上
位６%入りを果たしたことを意味します。そしてこれは当社にとっても大
きな意味を持ちます。当社は、自社の目標を達成し多大な努力を続け、
CSRとサステナビリティの分野で透明性を保ってきた結果として、こうし
た評価を受けることができました。当社はこれからもEcoVadis社の評価を
受け、積極的に客観的な洞察とフィードバックを得ることを継続し、自社
のサステナビリティ戦略の強化に引き続き取り組みます。
EcoVadis社の今年の評価では、倫理スコアが昨年から10%向上しました。
これは、当社の方針と慣行に関する行動規範について、Eラーニングで全従
業員に周知・教育したことが評価されたためです。

「トワロン®」のカーボンフットプリント
20
18

kg CO 2 eq/kg Twaron
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カーボンフットプリントを2008年対比で半分以下に低減することは、お客様の製品のエコロ
ジカルフットプリントの低減にもつながり、お客様に多大な利益をもたらします。このデー
タシートのLCA調査は、国際標準であるISO14040および14044に従って、外部でレ
ビュー・実施されています。

6 | 人がすべて

行動を変える

人と安全を
組織の要に

6 - 人がすべて

行動は、安全にとって最も重要な要素であり、最も難しい要素でもあります。安全には、現
場での集中力が必要とされます。各自が何をどのように行うのか、常に意識する必要があり
ます。また、安全とは、互いの合意事項を真摯に受け止め、存在するリスクへの意識を高め
ることでもあります。

互いに学びあう
特筆すべきは、オランダ国外の工場では、2021年には安全に関する事故が１件しか発生
していないことです。更に日本のアラミド原料工場では、過去20年間、１件の事故も発
生しておりません。忍耐と十分な規律、つまり毎日安全に注意すること、この点について
徹底した当該工場の従業員は素晴らしい実績を上げています。
当社の衛生・安全・環境（HSE）実績の詳しいデータや、改定QHSE方針については、本
レポートの別紙「資料編」や、当社ウェブサイトの「サステナビリティ」ページをご覧く
ださい。

大事なのは、数字ではなく人です。
オランダ国内の当社施設では、残念ながら事故が発生しています。
これは変えていかねばなりません。
安全は、私たちのビジネスと戦略の基盤であり、最優先事項です。

安全啓発キャンペーン

「安全第一」を目指して、全社的安全啓発キャンペーンを展開
しています。このキャンペーンを通して、過去に発生した事故
をより詳細に見直し、当社の「命を救う規則」（Life Saving
Rules）を継続的に重視しつつ、各自の役割、安全認識や、実
際に経験した課題について組織内で議論していきます。私たち
は、「職場を安全にすることで働きやすくする」ためにこの
キャンペーンを企画しました。このような取り組みを通して、
労働災害の発生率を低減していきたいと考えています。
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6 - 人がすべて
健康、幸せ、個人の成長

行動規範

当社は、アラミド繊維が世界に好ましい影響を与えることができると信じています。
そして、アラミド繊維を通じて世界にインパクトを与えようと、
従業員一丸となって働いています。
この精神は、企業文化や価値にも反映されています。
当社は革新的・情熱的・積極的に、そして誇りを持って活動します。

当社の価値観であるPURE、すなわちPassion（熱意）、Unity（結束）、Respect（尊重）、
Excellence（卓越性）に基づいて、支援とインスピレーションに溢れた職場環境を作り出し、
優れた成果を上げられるように図ります。行動規範は、従業員同士で、または顧客や環境と
どのように関わり合うのかを示しています。全従業員がこの行動規範を理解し、それに従っ
て行動することが重要です。そのため当社では、関連する全トピックを網羅したEラーニン
グを開発しました。

全従業員が各自の能力を最大限に発揮できるよう、様々な取り組みが行われています。
職場の安全とは、「事故が発生しない」だけではなく、職場で安全を感じる、自分の貢
献が評価されている、新しいスキルや行動を開発する機会を与えられている、といった
ことにも関わります。当社では、リーダーシッププログラム「デア・トゥ・リード」
（Dare to lead）、文化・言語・性別の多様性を積極的に受け入れる「ダイバーシティ
＆インクルージョン」（Diversity & Inclusion）を特に重視しています。
当社は、従業員のニーズに応じてリモートワークを促進し、具体的な人間工学的対策を
講じました。年長の従業員については個々人でニーズが異なる場合もあるため、特に注
意を払っています。

当社は、全行動の指針である行動規範の見直しを進めてきました。

O

ハイライト
>
>

若い世代を巻き込む
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当社では、自分たちのためだけでなく
将来世代のために変化をもたらしたい
と願う 「グリーンで社会的な視点」を
持った、若く優秀なプロフェッショナ
ルが増えています。彼らの意欲や熱意
は、「世界に貢献する最高の高機能繊
維企業になる」ことを追求する当社に
とって、最も重要です。この若きプロ
フェッショナルたちの献身的な姿勢に
触発され、当社では従業員の子供や孫

>
まで巻き込んだ取り組みを行うことに
しました。
具体的には、気候変動をテーマにした
「ClimateKids」の若い世代を中心とす
る取り組みを、持続可能性をさらに前
倒しで実現するための基盤として始め
ました。この取り組みを通して、当社
は課題に挑み、自省をし、若い世代が
何を重要だと考えているかを知ること
ができると考えています。

>
>
>
>

従業員と経営陣との社会的対話（代表評議会を通じた公式な対話、および現場の定例会議での
非公式な対話）を実施
問題を報告するためのさまざまな経路（カウンセラー、苦情委員会、倫理委員会、匿名で報告
できる「スピークアップライン」(Speak Up Line)）を提供
世界中の帝人グループの全従業員が参加した従業員エンゲージメント調査と従業員意識調査の
結果に基づき、フォローアップすべき点を特定
全従業員必修の、情報セキュリティと行動規範に関するEラーニングを実施
関連部署の担当スタッフを対象に腐敗防止・贈賄防止のトレーニングを実施
リスクアセスメント・監査を通じた持続可能な調達を実践、および倫理とサステナビリティに
関連する全トピックを網羅したサプライヤー向けのCSR宣言を発表
さまざまな事業地域での腐敗リスクに関する（帝人グループによる）リスク評価を通して、グ
ローバルビジネスに関連するリスクを明確化

7 | グループの理念とSDGs
帝人グループの目標

帝人グループの理念
クオリティ・オブ・ライフの
充実
7 - グループの理念とSDGs
当社は、社会や地球に対する確固たるコミットメントも含めて、
帝人グループの戦略と方針に従っています。
帝人グループ傘下の他企業と同様に、人を中心に考え、
クオリティ・オブ・ライフを向上させるための革新的なソリューションを届け、
周りに与える負の影響を最小限にすることに努めます。
当社は、持続可能な社会の実現に向けて、人を中心に考え、クオリティ・オブ・ライフを向上さ
せる革新的なソリューションを提供していくとともに、事業活動に伴う環境、社会への負の影響
帝人グループの統合報告書2021をご覧く
が最小限となるよう努力します。詳細については
ださい。

国内外の法令の遵守は、常に当社の優先事項です。帝人グループの一員として、帝人グループが設定し
た目標に従っています。帝人グループは、2030年までの長期的な環境目標を2020年に設定しました
（すべて2018年対比）。
（埋立廃棄物）

資源循環

有害化学物質の
排出

（淡水摂取量）

水

CO2排出量

10%

20%

30%

30%

改善（2030年度）
（売上高原単位）

改善（2030年度）
（売上高原単位）

改善（2030年度）
（売上高原単位）

帝人グループやSDGsとの連携

当社の目標：持続可能な方法で生産された素材を作り、パートナーが製品機能の提供を超えて
持続可能な未来を実現できるようにします。

エネルギー転換
原材料転換

責任ある生産
安全と生命保護

自社製品のC-フットプリントの削減
13. 気候変動対策
12.2 責任ある生産
（エネルギー消費、
責任ある調達、
カーボンフットプリント削減）
7. 水素転換のサポート

サーキュラー

気候変動の緩和と

エコノミーの実現

適応
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当社は、帝人グループのビジョンとSDGsに直接貢献しており、その目標や行動は、世界共通の
目標であるSDGsと密接につながっていると考えています。

12.2 責任ある生産
8.2 経済成長
8.8 健康・安全

環境価値
ソリューション

Human Chemistry,
Human Solutions
安心・安全・
防災ソリューション

共通の目標
当社は、帝人グループが掲げる3つのフィールド（「環境価値ソリューション」、「安心・安
全・防災ソリューション」、「少子高齢化・健康志向ソリューション」）の重要な指標を示し、
関連する国連の持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）と直接結びつ
けています。 SDGsには、すべての人にとって持続可能な世界を実現するための、17の目標が掲
げられています。帝人グループは、グループの考えや行動に明確な視点をもたらすSDGsを全面
的に支持しています。
この取り組みに関する詳細については、 帝人グループのウェブサイトをご覧ください。

削減（2030年度）
（総額）

少子高齢化・
健康志向
ソリューション

循環型プログラム

リデュース、リユース、リサイクル

12.5 循環性
12.8 見識（データシートとCBM）

人と地域社会の
安心・安全の確保
人々の健康で
快適な暮らしの実現

持続可能なマネジメント基盤の
さらなる強化

ダイバーシティ&
インクルージョン

海洋汚染削減へ
の貢献

腐敗防止

パートナー
シップ
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テイジン・アラミド社
サステナビリティ・レポート 2021 資料編
テイジン・アラミド社のオランダ国内の事業に関する
データ資料を記載しています

データ資料に関してご質問がありましたら、お気軽にメールでお問い合わせください（sustainability@teijinaramid.com）

2

はじめに
過 去 数 年 の 間 に 当 社 の 従 来 の HSE（ 衛 生 ・ 安
全・環境）報告書は進化を遂げ、「世界に貢献
する最高の高機能繊維企業」となるために当社
が展開する全ての活動について、より広範な最
新情報をお届けできるようになりました。当社
の世界中のお客様はこうした情報に大きな関心
を示しており、前途に待ち受ける課題に共に取
り組もうと奮起してくださるパートナーも増え
続けています。
帝人グループでは統合報告書を毎年発行してい
ますが、当社はは、オランダ国内のデルフザイ
ル、エメン、アーネムでの事業活動についてよ
り詳細なHSE情報もステークホルダーにご提供
したいと考え、関連する図表や説明を全て網羅
する資料編として、本書を作成しました。

100%

1.4%

13%

1519人

エネルギー属性証明（GO）の取
得により、オランダ国内の全製造
拠点、研究施設、本社の電力源を
再生可能な風力に移行

製造プロセスやチェーン規模で
の対策で達成したエネルギー消
費の削減量

使用済み素材のパルプへのリサ
イクル量の2020年対比増加率

テイジン・アラミドのオランダ
国内従業員数（2021年現在）

28%
カーボンフットプリントの
2014年対比削減率

CO2排出量の2018年対比削減率
（スコープ1および2)
2018年対比オランダ国内生産量
を修正（2021年に実施したポリ
マー生産工場の大規模メンテナン
スによる）

CO2 243,090 トン
サプライチェーン*に
おけるCO2 排出回避量

（欧州委員会によるエネルギー
監査期間：2021年～2024年）

38%

4,6%

10.5%

6.4%

水の絶対消費量の2018年対
比削減率

2021年における罹病率

4.6
2021年の総労働災害発生率（TRR）
（100万労働時間当たりの災害数）
残念ながら、オランダ国内で5件の休
業災害が発生**

* タイヤ、コンベアベルトなどの用途にアラミドを使用すると、軽量化でき、エネルギーその他の資源の節約にも
なります。このようなアラミドの使用は、2021年にはCO2換算で約20万トンの削減貢献につながりました。
** 2021年のTRRの世界平均は4.7でした。テイジン・アラミド全体では休業災害が6件発生し、うち1件はオラン
ダ国外です。
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前年同様、2021年も健康とウェルネスの観点で特別な１年となりました。
世界中の他組織と同様、当社も新型コロナウイルス禍の多岐にわたる影響を受け、当社
の強靭さの真価が問われた1年でした。契約社員を含めた従業員すべての健康と安全を引
き続き確保するとともに、すべての施設で事業継続性を維持するよう努めました。
例えばデルフザイルでは、大規模な保守停止の期間中、保守活動中の感染を防止するた
めの対策を追加的に講じました。各拠点や組織間の積極的な取り組みの結果、当社の感
染者数は限定的であり、作業エリアを十分安全に保ち、顧客への一貫したサービスを維
持することができています。

健康上の理由での欠勤
8
%

衛生
2021年も歴史的な年になりました
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安全
プロセス安全と労働安全

安全

衛生と安全は、当社の製品の開発・製造における最優先事項です。当社のビジネス
の中核であるアラミド生産には、有害化学物質の取り扱いや、専門性の高い機械や
回転機械の使用を伴いますので、地域住民の皆様や従業員、契約社員の安全を常に
守ることが重要です。安全性は操業における必須ライセンスだといえます。当社が
目指すのは、安全レベルにおいて最高クラスになること、毎日すべての従業員や契
約社員が無事に帰路につけるようにすることです。当社の安全へのアプローチでは、
従業員や契約社員の安全（労働安全）だけでなく、設備の完全性（プロセス安全）
も重視しています。当社は、両分野で安全レベルを更に向上させるための施策を打
ち出してきました。

労働安全：事故や傷害の防止

労働安全とは、人身事故を防ぐために必要な安全レベルを意味します。人身事故と
は、安全でない状況や行動の結果として起こる傾向にあります。安全でない状況は
事故につながる恐れが必ずあるため、常に注意を怠らず、安全に関する勉強会や防
止ツールなどの対策を講じて、安全でない状況をできる限りなくす努力をします。
当社では、安全でない状況は必ず報告され、対応策を検討します。どのような報告
も、安全レベルに関する学びと向上の機会と捉えています。

2021年の安全実績の評価

労働安全向上の努力にもかかわらず、いまだに危険な状況が発生し残念ながら事故が起きていま
す。これを防止するため、できる限りのことをしています。事故や安全でない状況は、わずか１
件であっても見逃されてはなりません。当社では、安全でない状況を全て記録し、安全レベルを
常に計測しています。
また当社では、下記の測定基準に従って、安全状況に関する自社の傾向を示しています。
（１）休業につながる事故（休業災害）（Lost Time Injuries：LTIs）
（２）就労制限につながる事故（Restricted Work Cases：RWCs）
（３）治療を要する事故（Medical Treatment Cases：MTCs）
この情報に基づき、総労働災害発生率（TRR）として、 100万労働時間当たりの災害件数（LTIs、
RWCs、MTCsの合計）を算出します。加えて、100万労働時間当たりのLTIsの件数である休業災
害度数率も算出します。
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安全
2021年の安全実績では、総労働災害発生率（TRR）がわずかに低下しました。
記録対象事故の件数は減少傾向にはありますが、事故自体はいまだに発生して
います。休業災害度数率は変わらずに高く、安全におけるリーダーになるとい
う当社の思惑通りにはいかず、主にすべりとつまずきが事故原因の休業災害が3
件発生しました。

全従業員が安全を一番に意識できるようになることを目指して、「安全第一」（Safety First）キャン
ペーンを開始して意識啓発を行い、従業員がリスクを特定しリスクに応じて行動できるようにしました。

安全に関連した事故

すべての事故の真相を探る

休業災害度数率

16
14
率（件数／100万労働時間）

自社施設で発生した全ての事故の原因を調査した結果、対応すべき問題の傾向が判明
しました。具体的には、従業員が安全面について十分な時間を割いて考慮していない、
または合意した手続きに従っていないケースがあることが明らかになりました。安全
を守るにはその場しのぎの対策ではなく、仕事のやり方を深く掘り下げて検討する必
要があり、プロセス安全の場合と同様に労働安全においても、社内のベストプラク
ティスと業界の基準をうまく組み合わせる方法を探索します。当社は、従業員の意識
を向上させ、作業現場から経営の中枢に渡る組織全体及び各従業員全員で一丸となり、
堅実な安全文化を育むことを目指します。

総労働災害発生率（TRR）
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プロセス安全
デルフザイル、エメン、アーネムにある当社の製造施設では、有害化学物質や専門性の高い
設備を毎日使用しますが、プロセス安全を通して、化学物質の漏えいの防止や火災・爆発と
いった災害のリスクの最小化を図っています。
プロセス安全関連の事故は、どの主要製造施設でも発生する可能性があり、周辺地域の住民
や従業員の安全を脅かす恐れがあります。当社のプロセス安全管理システム（process
safety management：PSM）は、 化学プロセス安全センター（Centre for Chemical
Process Safety：CCPS）が作成したプロセス安全の業界基準に基づいています。 PSMシス
テムでは、リスクベースでプロセス安全に総合的にアプローチし、プロセス安全評価の結果
に従って安全管理計画が作成されます。当社の全拠点は、作業プロセスを完全に制御できる
ように設計された計画に基づいて稼働していますので、トレーニングや作業指示をPSM計画
に組み込むには、その技術と知識を備えた人材が必要となります。

QHSEポリシー

・働き方において高い基準を設定する
・ビジネスプロセスを継続的に改善する

品質

環境

健康・安全
お互いを大切にし、職場の衛生・安全に努める

合意された仕様を満たし、安全で、信頼性や耐久
性が高い製品を顧客に供給する
法令を順守する
QHSEシステムを使用してリスクを特定・
管理し、自らの失敗に学ぶ

サステナビリティと循環性に貢献し、

オープンなコミュニケーション、相互信頼、フィードバック、
オーナーシップ、互いへの敬意と配慮を特徴とした、安全文化を奨励する
合意の基準、規則、仕様に従って働く

自社の活動が人や環境に負の影響を
与えないようにする
QHSE目標や実績について、透明性を保ち、
社内外で議論する

トレーニングを通じて全員が安全に責任を持って働けるようにし、
学びと成長に貢献できるようにする

良き隣人であり続ける

テイジン・アラミドの働き方

プロセス関連事故の発生件数は2020年から微減しましたが、当社の目指すところにおいて
は、いまだに多い状態と言えます。中には化学物質の漏えいが発生した拠点もありました。
なお、事故の種類は多岐にわたるものの、大半の事故においては、環境への排出は小さい、
または全く影響を及ぼさないものであったことを確認しています。
そして、労働安全の場合と同様に、プロセス安全についても事故の主な原因を特定しました。
事故の半数は機械の故障に起因し、残る半数は人的要因によるものでした。今後１年間、当
社では事故の分析により一層努め、適切な対策やフォローアップを講じていきます。

安全が最優先。常に「命を救う規則」（Life Saving Rules）が勝る。
安全でない場合は作業を中止する。

当社の素材の開発・生産においては、
安全が最優先事項です。

規則や同意事項を順守する。
安全でない行動についてお互いに話し合う。
模範を示して指導する。
安全でない状況は、報告して解決を図る。

Safety first.

– Peter ter Horst- CEO

Aramids by Teijin

2021年にQHSEポリシー改訂版を作成し、2022年に公開しました。

Be sure.
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エネルギー消費量の削減

当社は、地球温暖化の低減に向けた活動を継続すると共に、自社の組織・生産による環境影響
をどのように削減しているか情報の開示にも努めています。
持続可能なエネルギーの未来に向けて、エネルギー消費量の削減と再生可能エネルギー源への
移行を同時に進めています。2017年から2020年の期間に、当社のエネルギー消費量を８%削
減しました。また2009年以降には、オランダ政府の複数年エネルギー効率協定（Multi-Year
Energy Efficiency Agreement）に応じ、４カ年エネルギー効率計画（Energy Efficiency
Plans：EEPs）を作成してきました。
2021年には、欧州エネルギー効率指令（EED）に基づく義務であるEEDエネルギー監査に応
じ、2021年から2024年における省エネ新計画を策定しました。EEDエネルギー監査とは、4
年（2021年から2024年まで）にわたる体型的な取り組みで、企業の現在のエネルギー消費量
と省エネルギーポテンシャルに関する情報を集めることが目的とされています。
当社では、自社工場内での複数の省エネプロジェクトやチェーン全体での対策により、エネル
ギー消費量の1.4%削減を2021年に達成しました。 当社では長年にわたりエネルギー使用の
削減施策を実行しており「容易に達成できる段階」はすでに過ぎておりましたが、その中での
この削減は大きな成功と言えます。

製造拠点での取り組み

当社の生産プロセスは、資源を最大限リサイクルできるように設計・最適化されています。
とはいえ、限りある資源の使用もあり、生産プロセスでは何らかの廃棄物も副次的に生み出
されています。また当社の工場はすべて工業用水を利用しています。生産プロセスでは、
水をできる限り再利用するよう努めていますが、取水量の大半は繊維の洗浄プロセスで使用
されており、やはり水の供給を受けることは必要です。
当社では、生産プロセスにおいて原料や廃プラスチック由来の素材をどのように(再)利用す
るか再考することで、サーキュラーエコノミーのモデルに近づけられるよう取り組んでいま
す。究極の目標は、石油化学製品などの化石由来原料の使用を止め、バイオ由来原料または
リサイクル素材を選択することです。既にこの目標に向けて、様々な循環型の取り組みを検
討を開始しています。その中には、新たな技術の活用や新たな再生可能由来原料の購入、サ
プライヤーや顧客と協働して使用済み素材を回収することなどが含まれます。

使用済み素材のパルプへのリサイクル

当社は、自社の生産プロセスで発生したアラミドの残糸・ロス品や、市場から回収した
再利用可能なアラミドをパルプにリサイクルしています。2021年には、パルプへのリサ
イクル量を2020年より13％増やしました。

エネルギー効率の指標
エ ネ ル ギ ー 消 費 の 状 況 を エ ネ ル ギ ー 効 率 指 標 （ Energy
Efficiency Index：EEI）を使って表しています。
EEIとは、１拠点で製造した製品１トン当たりのエネルギー消
費量を基準年である2005年と比較するものです。
EEI デルフザイル
EEI エメン
EEI アーネム

2005年比の指標
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水消費の指標
水の消費量を拠点ごとの水消費指標で表しています。
この指標は、１拠点で製造した製品１トン当たりの水消費量を
基準年である2005年と比較するものです。
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廃棄物
当社の生産工場は循環型にはなっていますが、まだ「廃棄物ゼ
ロ」には達していません。廃棄物は出来る限りリサイクルし、
リサイクルできない廃棄物は焼却して熱を回収しています。焼
却できない廃棄物については、埋立処分にしています。

埋立廃棄物
焼却廃棄物
リサイクルされた廃棄物

トン
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水への排出

拠点

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

デルフザイル

57

60

48

61

51

67

39

39

エメン

5.1

4.5

5.8

5.4

5.2

5,0

4.0

3,6

アーネム

14.9

7.0

6.1

6.1

6.1

6.0

8.0

8,0

デルフザイル

5.1

5.6

4.6

5.6

5.1

6.2

5.5

5,5

エメン

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0,4

0.2

0.1

0.5

0.5

0.35

0,35

成分（トン）
化学的酸素要求量
（COD）

全窒素

アーネム
Ｎ-メチルピロリドン

硫酸塩

デルフザイル

1.7

2.1

1.9

2.2

2.4

2.9

2.2

2,2

アーネム

0

0.2

0.2

0.1

0.3

0.4

0.25

0,25

デルフザイル

54

49

46

50

48

47

39,8

36,7

エメン

226

237

231

253

246

258

212

217

アーネム

70

57

49

67

62

41

46

46
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大気への排出

拠点

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

デルフザイル

999

884

1,148

1,143

1,070

991

1,029

1,450

1,695

773

1141

550

アーネム

52

17

15

8

8

2

36

2

13

80

80

63

デルフザイル

103

145

301

81

184

677

145

132

44

48

41

244

デルフザイル

149

146

251

513

871

624

436

852

517

517

253

870

6

10

<0.1

<0.4

<0.5

<0.4

<6

成分（キログラム）
ポリマー粉塵
その他の微粒子

テトラクロロメタン
N-メチルピロリドン
（NMP）

アーネム

アニリン

デルフザイル

81

23

26

21

20

20

20

50

42

22

22

32

ジクロロメタン

デルフザイル

1,059

1,609

1,051

1,839

894

366

800

315

360

261

372

629

フロン507

エメン

490

49

0

245

147

98

245

294

98

245

150

250

0

20

0

85

70

50

0

0

アーネム

窒素酸化物（トン）

デルフザイル

11

12

11

11

12

9

8

10

9

11

11

8

エメン

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1,2

アーネム

1

1

1

1

0.7

0.4

0.4

0.9

0.9

1.2

0.9

0,5

サステナビリティ・レポート 2021

詳しくは
メールでお問い合わせください。
sustainability@teijinaramid.com
または、ウェブサイトをご覧ください。
www.teijinaramid.com
同じ内容を動画でもご覧いただけ
ます。（動画は英語です）
左記のQRコードを読み取って、
「Scaling up for impact」にアク
セスしてご視聴ください。

免責事項：本書に記されているデータは発行時点までに当社が知り得た情報に基づくものであり、今後の進展状況によって内容が変更される場合
があります。また本書は製品の特性一覧に過ぎず、商業利用のみを目的としています。テイジン・アラミドは、(i) 製品の特定用途への適切性、
(ii) 情報の正確性、完全性、および使用、(iii) 製品の使用、あるいは (iv) 第三者の（知的または産業）財産権の侵害に関して、何ら保証せず、責
任も負いません。このデータの発行に関するすべての知的財産権は、テイジン・アラミドに帰属または使用許諾されています。事前の書面による
承諾を得ずに本発行物（の一部）を複製・発行することは禁止されています。
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