
SDGsとKAITEKI実現

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2015年9月の国連サミット

で採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された

2016年から2030年までの国際社会全体の開発目標です。SDGsは持続可能な世界を実現するため

の17の目標、169のターゲットから構成され、その達成には各国政府や市民社会のみならず、企業な

どの民間セクターのリソースを活用し、それらが連携していくことが期待されています。

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは、人、社会、そして地球の心地よさがずっと続い

ていくこと―KAITEKIの実現をビジョンに掲げ、2011年よりサステナビリティの向上を経営基軸に

導入しています。私たちは環境・社会課題の解決にとどまらず、社会そして地球の持続可能な発展に

取り組むことをめざしており、それゆえ、SDGsと私たちのビジョンであるKAITEKI実現には共通す

る部分が多いと考えています。

さらに、MCHCでは私たちが重要と考える経営課題（マテリアリティ）や、サステナビリティの向上を

めざす経営でKPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）として活用しているMOS指標

においても、SDGsとの関係性を整理し、関連づけています。

三菱ケミカルの取り組み

私たち三菱ケミカルは、MCHCグループの一員としてKAITEKI実現をビジョンに掲げ、そして、事業

を通じて社会の課題に向き合い、新しい価値を創造してお客様へソリューションを提供し、社会とと

もに持続的に成長していくことを表明しています。そのため、私たちが提供するさまざまな製品・

サービスの多くはSDGsに貢献するものと考えています。

三菱ケミカル サステナビリティ・レポート2018では、KAITEKI実現そしてSDGsに貢献する数多く

の製品・サービスのうち、以下の3つをご紹介します。

植物由来の生分解性樹脂「BioPBS™」

構造物補修・補強用炭素繊維シート「リペラーク®」

 分散型水処理・給水システム

目標 12. 
持続可能な生産消費形態を確保する

目標 11.
都市と人間の居住地を包摂的、安全、
レジリエントかつ持続可能にする

目標 6.
すべての人々に水と衛生への
アクセスと持続可能な管理を確保する

SDGsへ向けた取り組み
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持続可能な生産への挑戦

現在、気候変動の増大や天然資源の枯渇、水資源の偏在、人口増加や高齢化、食料・農業問題といった

地球規模のリスクに私たちは直面しています。この危機的な状況に際して、私たちは化学会社として、

資源およびエネルギーの効率的利用、再生可能資源の活用、環境負荷の低減などをイノベーションで

実現し、環境と社会の持続可能性を向上させていくことが使命であると考えています。

プラスチックの原料を、枯渇性資源である石油から、再生可能資源であるバイオマス原料に代替して

いく取り組みは、資源の効率的利用を実現し、SDGsの一つである「持続可能な生産の確保」に大きく

貢献します。一方、プラスチックの特性を活かしながら生分解性を付与することで環境中での分解を

容易にし、環境負荷低減に貢献することも可能となります。これらは別個の特長ですが、両方の特長

を備えたプラスチックが、私たち三菱ケミカルが開発したBioPBS™なのです。

BioPBS™の特長

PBS（ポリブチレンサクシネート）とは、コハク酸と1,4-ブタンジオールという二つの原料から成る脂肪族

ポリエステル樹脂の一種です。これらの原料は石油から製造することが一般的ですが、BioPBS™では再

生可能資源である植物を由来とするコハク酸を原料に用いています。

生分解性のあるプラスチックは、PLA（ポリ乳酸）やPBAT（ポリブチレンアジペートテレフタレート）

などがありますが、その中でもBioPBS™は低温での生分解性に優れており、最終的に水と二酸化炭

素に分解します。

その他、低温ヒートシール性、相溶性、耐熱性、柔軟性などで優れた性能を発揮します。これらの特長を

活かしつつ、単体では発揮できない性能を、他の樹脂・素材との複合材として実現することも可能です。

分解性フォーム

＋生分解性

PLA改質
（カトラリー）

＋バイオ由来

PLA改質
（シート成形品）

＋バイオ由来

自動車内装材

＋バイオ由来

紙ラミ

＋生分解性

特殊シーラント

＋生分解性

バリア包材

＋生分解性

コンポスト袋 マルチフィルム
透明容器

接着増強剤

＋バイオ由来

チ ム

相溶性

PBS

PBAT
PLA

低温ヒート
シール性 耐熱性

生分解性

引裂強度

柔軟性

バイオ由来

PBSの特徴

関連する SDGs

目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する

植物由来の生分解性樹脂「BioPBSTM」
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BioPBS™の展開

BioPBS™は、現在PTT Global Chemical Public Company Limited（旧名 タイ石油公社）と三菱ケ

ミカルの合弁会社であるPTT MCC Biochem Co., Ltd.で製造・販売しています。また、三菱ケミカ

ルはBioPBS™の優れた相溶性と生分解性を活かし、新たな機能をBioPBS™に付与するコンパウン

ドについても開発・製造・販売を行っています。そして現在、以下のような用途で展開しています。

  農業用マルチフィルム

農業用マルチフィルムとは、作物を育てている畑の畝を覆うフィルムのことです。これを用いること

で防虫・防草、地温の確保、土壌の乾燥防止、肥料などの流出防止など多様な効果が得られるため、広

く利用されています。しかし、一般的なマルチフィルムは、作物の収穫後にフィルムを回収し、廃プラ

スチックとして処分するか焼却しなければなりません。

BioPBS™はこの分野に展開しており、その生分解性を最大限に活か

しています。BioPBS™を含む農業用マルチフィルムを用いると、作物

収穫後のフィルム回収作業が不要となり、畑にすき込むだけでフィル

ムは自然と分解されます。このため、SDGsの一つである「持続可能

な生産」を実現しながら、農作業の省力化にも大きく貢献しています。

  コーヒーカプセル

近年、急速に普及が進んでいるカプセル式のコーヒーメーカー。このコーヒーカプセルにも

BioPBS™は使われています。

カプセル式コーヒーメーカーは、その内部で高圧の水蒸気を発生させ、新鮮な状態に保たれたカプセ

ル中のコーヒー豆にその水蒸気を当ててコーヒーを抽出しています。そこで使用されるカプセルに

は、耐熱性や耐衝撃性、風味を保つシール性などさまざまな性能が要求されます。このカプセルの材

料にもBioPBS™が活かされています。

BioPBS™複合材のもつ耐熱性や耐衝撃性を活かしつつ、この用途でもBioPBS™の生分解性が大きな役

割を果たしています。使用済みのコーヒーカプセルには水分を含んだコーヒーがらが含まれており、プラ

スチック容器としてのリサイクルが困難です。しかし、生分解性のあるBioPBS™複合材を容器として用い

れば、使用後にカプセルごと回収し、コンポスト処理によって環境負荷を最小

にして処理することが可能となります。このように人々の生活の豊かさを支

えながら、SDGsの一つである「持続可能な生産」の実現をめざしています。

SDGsへ向けて

私たち三菱ケミカルは、将来的には1,4-ブタンジオールを含めたすべてのPBSの原料を植物由来の

ものにすべく、さらなる研究開発を進めています。そして、さらに高い生分解性の実現をめざしてお

り、「持続可能な生産消費形態を確保する」というSDGsをより高いレベルで実現したいと考えてい

ます。そのため三菱ケミカルは、研究開発、生産技術の確立、要求される品質の保証、マーケットの開

拓、グローバルな営業展開など、総力をあげて取り組んでいます。

農業用マルチフィルムでの使用例

コーヒーカプセルでの使用例

植物由来の生分解性樹脂「BioPBSTM」
SDGsへ向けた取り組み
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持続可能な社会インフラをめざして

近年、世界各地において大雨、地震、火山噴火、津波、干ばつなど、さまざまな自然災害が増加していま

す。台風や豪雨、それに伴う洪水の発生が頻発化・激化するとともに、地震による被害も後を絶ちませ

ん。災害による人命被害はもちろん、経済的被害も持続可能な社会の実現を阻む大きな障害になって

います。こうした自然災害は、先進国はもちろんインフラ整備の遅れている国や地域に、より大きな

被害をもたらしています。

また、橋梁、高速道路、トンネルといった社会インフラである構造物が、その老朽化によって十分な安

全性を保てなくなり、場合によっては崩壊・崩落するような事例も国内外で相次いでいます。さらに、

これらの構造物の補修・補強のための費用負担や、使用制限による利便性の低下も大きな社会の課題

となっています。

このような社会基盤を揺るがす危機的状況に対し、私たち三菱ケミカルグループではさまざまな製

品・サービスを提供することで問題を解決し、そして、SDGs「都市と人間の居住地を包摂的、安全、レ

ジリエントかつ持続可能にする」の実現に大きく貢献しています。そうした製品の一つである三菱ケミ

カルインフラテック株式会社の構造物補修・補強用炭素繊維シート「リペラーク®」を紹介します。

リペラーク®の特長

炭素繊維は、比重が鉄の約1/4しかないにもかかわらず強度は鋼材の約10倍あり、さらに、化学的に安

定で塩害にも強いなど数多くの特長を兼ね備えています。リペラーク®はこの炭素繊維を一方向に引き

そろえた鋼・コンクリート用の補修・補強材料であり、炭素繊維の特長をそのまま有し、シート状に加

工することで施工性にも優れています。PAN系炭素繊維を用いたグレードでは橋脚などの引張強度の

向上が可能であり、ピッチ系炭素繊維を用いた高弾性グレードでは鉄筋の応力緩和に高い性能を発揮

します。また、シート状のリペラーク®のほか、プレート状のeプレート、棒状のリードライン®など、さ

まざまな形に加工した補強材も用途に合わせて提供しています。

関連する SDGs

目標 11. 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする

リペラーク® eプレート リードライン®

構造物補修・補強用炭素繊維シート「リペラーク®」
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リペラーク®の応用

リペラーク®は既設構造物に対して以下のような機能をもたらします。

■　橋梁の桁の曲げ補強や床版の疲労耐久性向上

■　地震時のエネルギーを吸収することによる橋脚などの耐震性能改善

■　トンネル内壁や煙突の剥離防止

そして、リペラーク®は炭素繊維の軽量・高強度・高弾性といった特長のほか、エポキシ樹脂に含浸して

構造物に接着するだけという施工の簡便性も実現しているため、構造物の補修・補強をするにあたって

以下のような利点をもたらします。

■　軽量かつ施工手順がシンプルなため、作業現場における資材の運搬や取り扱いが容易。

■　鋼材の搬入や取り付けが困難な狭い場所での補修が可能。

■　補修・補強後の重量増加がほとんどなく、構造体の負荷低減が図れる。

リペラーク®の開発は1980年代にさかのぼりますが、その必要性や有用性が徐々に認知され、現在で

は日本国内のみならず、東南アジアやヨーロッパでも活用され始めています。

  源太橋での施工例

源太橋は、鳥取県鳥取市にある橋梁で、竣工後60年以上が経過しています。比較的健全な状態

だった源太橋ですが、幅員（橋の幅）が狭いため大型車両の通行が難しく、かつ、車両大型化に伴

う耐荷性の不足が課題となっていました。

そこで、橋梁の拡幅および補強が検討されましたが、従来工法では重量増加により大規模な工

事が必要となるため、RC吊桁から鋼桁への架け替えの

ほか、外ケーブルや炭素繊維シート「リペラーク®」の接

着、棒状に加工した炭素繊維「リードライン®」による

床版補強などの工法が採用されました。その結果、従来

工法と比較して、費用を約半分に削減することに成功。

こうした取り組みが評価され、平成26年度土木学会田

中賞を受賞しました。

SDGsへ向けて

「都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする」というSDGsに代表される

ように、安全・安心な社会インフラ構築は私たちの最重要課題です。一方で、インフラ改修にかかる費

用や人手はその確保が難しい状況が続いています。私たち三菱ケミカルグループは、この二律背反す

る解決困難な課題に対し、イノベーションの創出とグローバルな展開を通して挑戦していきます。

施工中の源太橋

構造物補修・補強用炭素繊維シート「リペラーク®」
SDGsへ向けた取り組み
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安全な水を世界中へ

地球の表面の約7割は海洋に覆われていますが、淡水は地球上に存在する水の2.5%にすぎないとい

われています。その淡水も大部分は氷河・氷山や地下水などで利用困難なものが多く、私たちが利用

しやすい河川や湖沼などの表流水 1 は、地球上に存在する水の0.01%しかないといわれています。

そして、その利用しやすい水は偏在しており、国連開発計画（UNDP）の「人間開発報告書2006」によ

ると、清浄で安全な水へのアクセスが十分でない人が全世界で11億人もいるとされています。SDGs

「すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する」を達成することは、人々の生

命を保証するだけでなく、公衆衛生の改善によって感染症の拡大防止や乳幼児死亡率の低下をもたら

し、さらには貧富の格差解消や教育の機会創出、地域の経済発展など、人と社会に計り知れない恩恵

をもたらします。

また、世界各地で大規模な自然災害が頻発する昨今、先進国においても災害時の給水ライフラインの

確保は大きな課題となっています。

株式会社ウェルシィは、これらの問題を解決すべく20年以上前から取り組んでいます。地球上に

0.76%も存在する地下水に着目し、同社が開発した分散型の水処理・給水システムによって、安心し

て使える水の供給に努めています。今では日本のみならず、海外においても人々の暮らしに必要な水

を供給しています。

1  表流水：主として降雨を起源とする、河川や湖沼の水のようにその存在が完全に地表面にある水のこと。

分散型水処理・給水システムとは

ウェルシィの分散型水処理・給水システムとは、同社が長年培ってきた膜ろ過の技術によってさまざ

まな水源から安全な水が得られるシステムであり、同社はこの開発・製造・維持管理を行っています。

日本国内では主に地下水、海外では表流水など、さまざまな水源を利用できるのが大きな特長ですが、

その他、製品・サービスとして、以下のような特長も有しています。

■　 車数台分程度の面積で設置が可能であり、大規模かつ

集中的な浄水場に比べて少ない投資で設置可能。

■　 利用可能な水源の種類や性質、浄水後の用途と供給量

によって最適なシステムが選択可能。

■　 遠隔監視システムを用いて安全で安定した給水が可能。

■　給水コストの削減が可能。

関連する SDGs

目標 6. すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

分散型水処理・給水システム

分散型水処理・給水システム
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分散型水処理・給水システムの応用

ウェルシィの分散型水処理・給水システムは、日常における安全で安定した水供給を実現し、さらに、

災害時にも通常通りの水供給を確保するとともに、導入顧客の事業運営を維持することを目的として

事業を展開しています。

  ケニアにおける水浄化および農業振興事業

ウェルシィは、国連開発計画（UNDP）との共同事業として、ケニア東部州マチャコス県の約40

世帯からなるコミュニティに浄水を供給する事業を展開しています。

現地では電力が利用できないため、動力が不要でメンテナンスも容易な緩速ろ過装置（重力を

利用したろ過装置）を設置し、近隣の運河から引いた水を浄化して地元住民に供給しています。

同時に、浄化した水を地元住民が近隣の人々に販売して現金収入を得る浄水ビジネスモデルも

開発しました。

浄水の供給に加え、地元の農業振興にも注力しました。点滴かんがい（必要な部分にのみ少量ず

つ水を供給するかんがい方式）の設備導入と、水のろ過に使用した活性炭を土壌改良材として再

利用することで、水利用の効率化と廃棄物発生量の低減を実践しています。換金作物として現地

で未栽培であった付加価値の高い葉物伝

統野菜にも着目し、現地に根付いた換金

作物の栽培拡大によって、コミュニティ

全体の収入向上をめざしています。

こうした活動の結果、地元住民の経済的

自立とともに教育の機会創出を実現して

います。また、栄養価の高い伝統野菜の

摂取で住民の健康状態が改善するなど、

安全な水の供給によって世界への貢献を

実践しています。 ケニアにおける浄水事業

さらに、地産地消を可能とする分散型の給水システムであるため、以下のようなメリットもあります。

■　工期が短いため、設置から給水可能となるまでの期間が短い。

■　給水設備のメンテナンスにかかるコストと手間が少ない。

■　給水設備の維持・管理に必要なトレーニングが容易。

■　 水供給の二元化による災害に強い給水ライフラインの確保が可能。

■　 開発途上国の農村部・遠隔地などの水供給において、公共水道を補完できる。

分散型水処理・給水システム
SDGsへ向けた取り組み
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  地下水膜ろ過システム

地下水膜ろ過システムとは、ウェルシィが培ってきた高度な膜ろ過処理により、地下水などを

安全・安心な飲料水に変える分散型の給水システムです。水供給源を公共水道と二元化するこ

とによって、災害時の給水ライフラインの確実性が高まります。さらに、同システムによって

以下のようなメリットが得られます。

•    水供給が不可欠な医療機関・介護福祉施設を中心に、商業施設、宿泊施設、学校といった公

共性の高い施設、そして工場などにおける災害時の事業継続性を高める。

•  災害時などの水道断水時に、近隣住民への水供給による社会貢献が可能となる。

•  平時には、地下水などの利用により水道経費の削減が図れる。

•    年間を通じて温度が安定している地下水を利用するため、夏場のクーリングタワーの冷却効率

向上や、冬場の給湯にかかる燃料の節約ができ、コスト削減とともに環境負荷を低減できる。

実際に、熊本地震や大阪北部地震等発生時の公共水道断水地域でも、同システムは稼働し続け

ました。

その結果、地下水膜ろ過システムを導入した病院では水供給が絶えることなく病院の運営を継

続でき、さらには、地域住民への水供給によって社会貢献もできたとのお声を多数いただいて

います。

SDGsへ向けて

安全な水は限られた存在であり、日常的にその恩恵を受けている私たちであってもひとたび災害に遭

えばその貴重さを再認識せざるを得ません。それゆえ「すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続

可能な管理を確保する」というSDGsは達成が大変困難であると同時に、それが達成できれば人々の

安全で安心な暮らしを保証するだけでなく、人と社会の持続的発展に大きく貢献します。

この困難な課題に対して、私たち三菱ケミカルグループはイノベーションの創出とグローバルな展開

を通して、粘り強く挑戦しています。
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