
三菱ケミカルは、三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループの中核事業会社として、企業理
念、ビジョン、価値基準を共有し、環境・社会の課題にソリューションを提供して、人・社会そして地
球の持続可能な発展に貢献する「KAITEKI実現」をめざしています。

「KAITEKI」とは

私たち人類は、科学技術の進歩と多様な経済活動によって今日の発展を成し遂げてきました。しかし、
その一方で地球環境のバランスが崩れ、気候変動、資源やエネルギーの枯渇、水･食料の偏在など困難
な問題に直面しています。このような地球規模の課題への取り組みに加え、健康・医療への貢献や、地
球と共存しつつ利便性や先進性を探求することも企業に対する社会の要請と捉えています。
「KAITEKI」とは、「人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくこと」を表し、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提案したMCHCグループ
オリジナルのコンセプトです。
三菱ケミカルは、KAITEKI実現というビジョンをMCHCと共有しており、化学を基盤に機能商品、素
材関連の事業を通じて、これらの環境・社会の課題解決に対するソリューションを提供していきます。
そして、さらに広く人・社会・地球の持続可能な発展への貢献をめざしています。
また、私たちがKAITEKI実現をビジョンとして企業活動を推進していくためには、ステークホルダー
の皆さまの信頼を得ること、そしてそのためには、ステークホルダーの皆さまとの協奏が不可欠です。
ステークホルダーの皆さまとの対話や情報開示を通じて課題・目標を共有し、企業活動を推進してい
きます。

三菱ケミカルが取り組んでいる具体的な環境・社会の課題は次の通りです。

•    資源・エネルギーの効率的利用
•    気候変動への対応（CO2削減）
•    清浄な水資源の確保

•    食料・農業問題への対応
•    健康維持・疾病治療への貢献
•    スマート社会への対応

KAITEKI実現をめざして
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Management of Sustainability (MOS)

人と社会と地球の未来のことを考え、
企業活動を通じてさまざまな
環境・社会課題の解決に貢献する

資本の効率化を重視する経営
Management of Economics (MOE) 

人材、資産、資金などの
さまざまな資本を効率的に活用し
利益を追求する

Management of Technology (MOT) 
イノベーション創出を追求する経営

技術の差異化などを通じて
革新的な製品やサービスを創出する
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KAITEKI経営

MCHCグループは、解決に向けて取り組むべき環境・社会課題を捉えた企業活動を推進していくため
には、従来とは異なる価値基準と経営手法が必要と考えました。
そこで、経営を3つの基軸で捉えた独自の経営手法を生み出し、KAITEKI経営と名付けて実践してい
ます。すなわち、資本の効率化を重視しながら経済的価値向上を追求する経営（Management of 

Economics）、経済的価値と社会的価値向上に資するイノベーション創出を追求する経営
（Management of Technology）、サステナビリティの向上を通して社会的価値向上を追求する経営
（Management of Sustainability）という3つの基軸を、時間や時機を含めた時代の大きな潮流を意識
しながら企業理念と価値基準に照らして企業活動を評価・実践しています。3軸それぞれの価値から
なる企業価値＝KAITEKI価値を高めることで、KAITEKI実現に近づくと同時に、企業の持続可能性を
も高めます。事業会社である三菱ケミカルもKAITEKI経営を実践しており、3つの軸それぞれの定量
評価によってPDCAサイクルを回し、企業価値＝KAITEKI価値の向上に努めています。

三菱ケミカルホールディングスグループの「KAITEKI経営」
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マテリアリティ・アセスメント

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）は、KAITEKI価値をさらに高めるために、サステナビリティ
に関する国際的なガイドラインが示すプロセスを参照し、ステークホルダーの視点を取り入れなが
ら「KAITEKI実現に向けて、MCHCグループが取り組むべき重要課題（マテリアリティ）」の特定と、
それらの優先順位づけを実施しています。2020年度に向けた中期経営計画「APTSIS 20」における、
経営戦略、企業活動を踏まえ、マテリアリティ・アセスメントの見直しを行いました。三菱ケミカル
はMCHCのマテリアリティ・アセスメント結果を共有し、活用しています。

マテリアリティ・マトリックス

地球環境に関連する
マテリアリティ

地球の心地よさの実現に向けて、MCHCグ
ループの企業活動およびイノベーションの
創出や製品・サービスの提供を通じて取り
組むべき重要な経営課題

社会システムに関連する
マテリアリティ

より心地よい社会の実現に向けて、MCHC
グループの企業活動およびイノベーション
の創出や製品・サービスの提供を通じて取
り組むべき重要な経営課題

人（企業と組織）に関連する
マテリアリティ

KAITEKI実現をめざす企業グループとし
て、グループ内の運営や、社会との関わり
において取り組むべき重要な経営課題

PROCESS  1
検討課題の設定

マクロトレンド分析を出発点として
APTSIS 20における企業活動を整
理。前回アセスメントで特定された
重要課題の見直し、新規課題の追
加を実施。

PROCESS  2
ステークホルダー視点での

課題の評価
公開されているサステナビリティ情
報、アンケート、専門家へのヒアリン
グなどから検討課題の重要性情報
を整理し定量評価。

PROCESS  3
MCHCグループが取り組むべき
重要な課題の特定と優先順位づけ
経営戦略、APTSIS 20 での施策/
活動を踏まえ、MCHCの経営陣がマ
テリアリティを特定し、優先順位を決
定（存立に関わる最重要の課題3、取
り組むべき重要な課題21）。

PROCESS  4
マテリアリティ・
マトリックスの作成

ステークホルダーの重要度、MCHC
グループの重要度の2軸でマトリッ
クスを作成。

PROCESS  5
社内承認手続き

MCHCの経営会議（現 執行役会
議）および取締役会でマテリアリ
ティ・アセスメントとマテリアリティ・
マトリックスを審議、承認。
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MCHCグループの重要度

清浄な水資源の確保

食料・農業問題
への対応

ダイバーシティの推進

サプライチェーン
における
CSRの推進

社会インフラの
整備・拡充への貢献

資源・エネルギーの
効率的利用

気候変動への対応

労働安全衛生の推進

健康維持への貢献

疾病治療への貢献

情報セキュリティ
対策の推進

生物多様性の保全

スマート社会への対応

ICT高度利活用
の推進

生活の満足度向上

イニシアチブへの参画と
リーダーシップの発揮

人権尊重の理念の共有

ステークホルダーとの
コミュニケーション・
協働

人材の育成・開発

コミュニティ貢献

製品・サービスの
信頼性向上

MCHCグループの存立に関わる最重要経営課題 コンプライアンス、保安安全、ガバナンス

KAITEKI実現をめざして

MOS指標重要課題の特定
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KAITEKI経営を推進する三菱ケミカルホールディングスは、人と社会、地球のサステナビリティへの
貢献度合いを可視化したMOS（Management of Sustainability）指標を独自に創出し、経営基軸の一
つである「サステナビリティの向上をめざす経営」の進捗評価に活用しています。マテリアリティの
更新と中期経営計画の策定に伴ってMOS指標の項目や運用方法を改善し、2016年度より活用してい
ます。事業会社である三菱ケミカルも新しいMOS指標に基づき、サステナビリティの向上をめざす
経営の実践・評価を行っています。

必達 重大事故・重大コンプライアンス違反は発生ゼロにする

S指標

地球環境負荷削減への貢献
（S-1）

大気系環境負荷の削減

水系環境負荷の削減

土壌系環境負荷の削減

資源・エネルギーの効率的な
利用（S-2）

省エネルギー活動の推進

省資源、再生可能材料への転換

再生可能エネルギー利用の推進

環境・資源の持続可能性に
貢献する製品・サービスの
提供（S-3）

GHG排出削減に貢献する製品・サービスの提供

水資源問題の解決に貢献する製品・サービスの提供

食料問題の解決に貢献する製品・サービスの提供

H指標

 疾病治療への貢献（H-1） 医薬品の提供

疾病予防・早期発見への貢献
（H-2）

ワクチンの提供

健康で衛生的な生活の 
実現に貢献する製品・ 
サービスの提供（H-3）

健康分野商品の提供

衛生分野商品の提供

医療分野商品の提供

C指標

社会からより信頼される
企業への取り組み（C-1）

コンプライアンス意識の向上

事故・災害の防止

社会から信頼される製品・サービスを
提供するための取り組み

ステークホルダーとの
コミュニケーション、
協奏の推進（C-2）

ビジネスパートナーとのコミュニケーション推進

ステークホルダーからの評価向上

働きがいがあり、活力と協奏のある組織の構築

より心地よい社会、
より快適な生活づくり
への貢献（C-3）

より心地よい社会、より快適な生活に貢献する
製品・サービスの提供

MOS指標
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