
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、私たちが提供する製品・サービスなど
の取り組みの多くは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2020では、KAITEKI実現そしてSDGsに貢献するさまざ
まな取り組みのうち、以下の4つをご紹介します。

KAITEKI健康経営の推進「三菱ケミカルは決めました」
目標 8.
包摂的かつ持続可能な経済成長、  
雇用とディーセント・ワーク

変化の激しい今こそ改革「人事制度改革」
目標 8. 
包摂的かつ持続可能な経済成長、  
雇用とディーセント・ワーク

COVID-19：新型コロナウイルス感染症への対応 
―多様な製品と技術を通じた社会貢献

目標 3.
すべての人の健康な生活を確保する

持続可能な成長をめざすサーキュラーエコノミー
目標 13. 
気候変動の影響を軽減するために  
具体的対策の取り進め

SDGsへ向けた取り組み
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■ 三菱ケミカルのこれまでの取り組み
これらの取り組みのほかに、当社のウェブサイトでは三菱ケミカル サステナビリティ・レポート
2020ではご紹介しきれない、これまでの取り組みのうち、以下の3つもご紹介しています。

植物由来の生分解性樹脂「BioPBS™」 目標 12. 
持続可能な生産消費形態を確保する

構造物補修・補強用炭素繊維シート「リペラーク®」
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

分散型水処理・給水システム
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
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「三菱ケミカルは決めました」とは

三菱ケミカルは「KAITEKI健康経営」を掲げ、健康支援と働き方改革を両輪として、多様な人材がいき
いきと活力高く働ける職場づくりに取り組んでいます。その実現のためにさまざまな施策に取り組ん
でいますが、それらを「三菱ケミカルは決めました」（以下「決めました」）という「30の宣言」の形に
まとめて発信しました。30の宣言は、従業員の「こんな会社になってほしい」という思いも反映して
います。
この「決めました」を周知・浸透させていくことで、さまざまな人事施策を従業員にしっかりと伝え、
正しく理解し共感してもらうこと、そして従業員一人ひとりがKAITEKI健康経営のめざす姿を実現
することを目標としています。

三菱ケミカルが実現したいあるべき姿

三菱ケミカルの人事施策は「安全・安心・明るい職場」「お互いを尊重する・認めあう」「自己実現・
社員と会社のWin-Win」という3つのステップから考えています（下図参照）。この3ステップを達成
することで、KAITEKI健康経営を実現します。そして、各施策および実現する方向性を30の宣言にま
とめたものを「決めました」として位置づけています。

関連する SDGs

目標 8. 包摂的かつ持続可能な経済成長、雇用とディーセント・ワーク

KAITEKI 健康経営

「三菱ケミカルは決めました」

安全・安心・明るい職場

お互いを尊重する・認めあう

自己実現・社員と会社のWin-Win

業務・仕事 人事諸制度・ポリシー

マネジメント力の向上

仕事のやり方の合理化

仕事の安全性・安定性の向上

安心・効率の上がる
職場環境整備

キャリア開発支援 /面談

職能資格・職務等級 /評価 /
賞与・賃金・退職金 /採用ポリシー

育児・介護支援 /休日・休暇 /
勤務制度 /福利厚生

「三菱ケミカルは決めました」概念図

SDGsへ向けた取り組み

KAITEKI健康経営の推進  
「三菱ケミカルは決めました」

10 三菱ケミカル　サステナビリティ・レポート 2020



実現に向けた30の宣言

30の宣言では、従業員の「こんな会社になってほしい」という思いを反映し「受動喫煙ゼロ」「製造
現場のトイレ改善」や「男性の育児休職または育児短時間勤務取得100%」「介護離職ゼロ」などさ
まざまな人事施策を取り上げています。従来取り組んでいるものだけでなく、これから制度化・施策
について検討するものも含めて方向性を伝えているのが特徴です。「宣言」という形にすることで、
会社としての姿勢・決意を明確に示し、KAITEKI健康経営の実現に向けて取り組んでいきます。

宣言 1 KAITEKI健康経営を推進します

宣言 2 従業員の健康維持・管理に、予防から治療、就業との両立まで、更に深く真剣に関わります

宣言 3 KAITEKI健康経営を踏まえた組織マネジメントと部下育成を職位者の重点課題に位置づけます

宣言 4 ハラスメントゼロ職場を実現します

宣言 5 ゼロ災をめざします

宣言 6 職場での受動喫煙防止対策を徹底します

宣言 7 製造現場の社員もしっかり休めるように要員配置を見直します

宣言 8 製造現場のトイレ環境を改善します

宣言 9 サービス残業を許しません

宣言10 テレワークを推進します

宣言11 「休日メール」「休日の作業を前提とした資料作成指示」を禁止します

宣言12 社員全員が3日連続の休暇を取得します

宣言13 部下に有給休暇をしっかり取得させた組織長には、その要素も加味した評価や認知を実施します

宣言14
社員が配偶者の転勤に帯同したい場合や介護で親元に戻りたい場合は、積極的なサポートを実
施します

宣言15 子供を持って働く社員を長期的視点で支援します

宣言16 男性の育児休職または時短取得率100%をめざします

宣言17 育児・介護に限らず、病気治療等家庭や個人の事情がある人には時短勤務を認めます

宣言18 介護離職ゼロをめざします

宣言19
性別、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認等に関わらず、さまざまな価値観を持った多様な人
材がいきいきと活躍できる職場にします

宣言20 障がい者の職域拡大、職場環境整備を図り、雇用促進を全社的に進めます

宣言21 Welcome Talent! 新卒に加えて、中途採用も積極的に実施していきます

宣言22 Welcome Back! 他所で経験を積んで戻ってきてくれる人を歓迎します

宣言23
当社に入社してくれる誰もが、入社後スムーズに活躍できるようになるための支援（研修等）を行
います

宣言24 年齢や勤続年数ではなく、職務、経験、貢献度等を踏まえた登用を行います

宣言25
育児や介護は貴重な体験であり、昇格・評価等も含めた諸任用の際に休職自体が不利に取り扱わ
れることはありません

宣言26 キャリアデザイン面談を確実に行い、社員一人ひとりが成長することを支援します

宣言27 どこでどのように働きたいのか、社員のキャリア志向、希望も聞いた上で配置・育成を行います

宣言28 社員の学びをサポートします

宣言29 Welcome 武者修行 !

宣言30 ボランティア参加する社員を応援します

11三菱ケミカル　サステナビリティ・レポート 2020



周知方法・従業員の声

「決めました」の周知・浸透にあたっては、社内ポータルサイトおよび全6回の動画を活用しています。
動画では従業員にフォーカスを当て、各宣言や施策に関連する制度を活用している人、推進している
人にインタビューしています（テレワーク制度を活用している人、男性で育児休職を取得した人な
ど）。従業員の声を直接伝えることで、より共感を得られるよう発信しています。
また社外向けには、ウェブニュースサイト”HUFFPOST” で社長や従業員と有識者の対談記事を通
じ、諸施策に関する取り組みをご紹介しています。

■ 「三菱ケミカルは決めました」の動画より従業員の声

【宣言5　ゼロ災をめざします】
「昼の休憩時間が終わった後に、転倒労災防止のため
KAITEKI体操を実施しています。一人ひとりが健康に意
識を向けるようになり、事故が減ってきていると実感し
ています。」

【宣言16　男性の育児休職または時短取得率100%を 

めざします】
「1人目の子どものときは育休を取得しなかったのです
が、2人目、3人目のときに取得しました。男性の育休取
得は特別だと思う方が多いかもしれませんが、当たり前
に取れる環境が大事だと思います。」

【宣言21　Welcome Talent! 新卒に加えて、中途採用
も積極的に実施していきます】
「前職では、役割分担がはっきりしており、自分の仕事は
ここまで、と止まってしまう点がありました。三菱ケミカ
ルでは、キャリア採用でも自発的に前に出ることで十分
チャンスを与えていただき、活躍できていると思います。」

SDGsへ向けた取り組み

変化の激しい今こそ改革「人事制度改革」KAITEKI健康経営の推進  
「三菱ケミカルは決めました」
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生き残りへの危機感から改革へ

三菱ケミカルは、2019年春より新たな人事制度改革に着手しました。会社を取り巻く環境の変化、ま
た働き手の考え方の変化を受け、会社も従業員も変わらなければ生き残ることができないという危機
感からの改革です。現行の人事制度が従業員のチャレンジやイノベーションに向けた取り組みを支援
できているか、魅力的な職を提供できているか、多様な価値観を受け入れる仕組みや環境が整備され
ているか。こうした問題意識を当社の成長につなげるべく、プロジェクトをスタートさせました。
過去の制度にとらわれることなく、あるべき姿に立ち返って新たな制度を検討した結果による本改革
が、会社のありたい姿につながると考えています。

会社と従業員がともに成長する人事制度改革

本改革のキーワードは、「主体的なキャリア形成」「透明性のある処遇・報酬」「多様性への促進と支援」
です。
「主体的なキャリア形成」は、従業員が望むキャリア形成を制度で支援します。成長支援拡充のため面
談回数を高頻度化するとともに、上司と部下1対1の面談を取り入れました（2020年7月導入）。また
異動は公募を主体とし、勤務地についても一定の配慮を行う仕組みを設けました（2020年10月導入）。
どのようにキャリアを積んでいきたいのか、どのようなサポートが必要かなどを互いに理解し、各自
のキャリア形成を上司との対話から促進します。
「透明性のある処遇・報酬」は、職務や成果による給与・賞与体系で、なおかつ市場水準に見合った報
酬とします。さらにこれまでは各々の事情により、福利厚生の手当や補助が支給されてきましたが、
そこから属性を取り除き、福利厚生は一律の考え方を取り入れます（2021年4月導入予定）。
「多様性への促進と支援」では、属性の一つである年齢に関係なく働けるように、定年年齢を65歳ま
で延長します。また「主体的なキャリア形成」と連携させ、上司が部下の挑戦と成長を支援できるよう、
上司が部下に対して一方的に指導する体制を見直し、上司が部下に寄り添って話を聞く、一人ひとり
価値観が違うことを認識し合い、互いを尊重することを推進していきます。

関連する SDGs

目標 8. 包摂的かつ持続可能な経済成長、雇用とディーセント・ワーク

変化の激しい今こそ改革「人事制度改革」

13三菱ケミカル　サステナビリティ・レポート 2020



会社のありたい姿

KAITEKIを実現するために

● 既存の事業基盤を揺るがしかねない変化の激しい環境下、あらたなチャレンジや創造性
を発揮し、KAITEKI を実現、会社を成長させたい

● そのために、従業員の皆さんに明るく、楽しく、元気に働いてほしい
● 多様な人材に選ばれる会社にしたい

会社と従業員は
互いに選び、活かしあう関係を構築し、
ともに成長していく文化を形成したい

主体的なキャリア形成

制度拡充
✓ 異動の社内公募化

支援する風土作り

✓ 面談を高頻度化（上司と部下による
双方向のコミュニケーション）✓ 勤務地継続・希望制度

透明性ある処遇・報酬

✓ 属性に依らない登用・処遇

✓ 職務記述書に基づく職務評価

✓ 職務に応じた等級

✓ 市場水準に見合った報酬

多様性への促進と支援

✓ 定年廃止を見据えた65歳定年延長

✓ 多様なニーズに対応した福利厚生
施策

✓ 両立支援の拡充

人事制度改革の全体像

KAITEKIを実現する文化醸成をめざす

今日のように変化が激しい環境のもとでも、従業員一人ひとりが新たなチャレンジに挑み、創造性を
発揮していくことで、会社の成長につなげられると考えています。また多様な人材から選ばれる会社
になるためには、会社と従業員が互いに選び、活かしあう関係を構築して、ともに成長していく文化
を形成することが重要です。それを実現する起点となるのがこの人事制度改革であり、KAITEKI実現
という共通のゴールに向かい、人事制度という土台を整えることで、各々の専門分野における能力や
強みを十分に活かすことをめざします。
すべての施策がスタートした時点（2021年4月予定）で初めてこの人事制度が本格稼働し、そこから
効果が表れてくると考えています。またこの改革は全社プロジェクトであり、すべての従業員がこの
制度を理解し活用するためには、上司と部下をはじめ部署内、部署間が常日頃からしっかりとコミュ
ニケーションを取ることが必要です。それにより互いに認め合う多様性という価値観を高め、
KAITEKIを実現する文化を醸成していきます。

SDGsへ向けた取り組み

COVID-19：新型コロナウイルス感染症への対応  
―多様な製品と技術を通じた社会貢献

変化の激しい今こそ改革「人事制度改革」
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私たち三菱ケミカルは、COVID-19：新型コロナウイルス感染症による医療体制のひっ迫を目の当た
りにし、三菱ケミカルグループがもつ素材や技術を利用して貢献できることは何かをまず考えまし
た。そして三菱ケミカルグループ内のアイデア、ネットワークと、化学のもつ多様性、柔軟性を活か
し、次の製品を社会に提供してきました。

製品による貢献

■ プラスチックガウン
プラスチックガウンは厚生労働省の指導を受けながらポリエチ
レン製の雨がっぱを改良して開発したもので、袖口に親指を通
す穴をあけ袖めくれを防止する機能を付与したほか、使用後に
ガウンを脱ぐ際の接触感染リスクを低減するため、背面にミシ
ン目加工を施し容易に脱ぐことができる仕様としています。加
えて、重さが1枚当たり100g以下と使用後の廃棄物削減にも
配慮しました。

■ フェイスシールド
フェイスシールドは食品包装トレーに用いるポ
リエステルシート製造技術と、化粧品ケース加
工で培った折り曲げ罫線付与技術を応用し製作
しました。

プラスチックガウンとフェイスシールドのいち
早い医療機関への寄付や供給が、院内での感染
防止に役立っています。

■ ランドリーバッグ
水溶性フィルム「ハイセロン™」製のランドリーバッグは、使用済みの
シーツや衣類に触れることなく洗濯することが可能です。主に病院等で
のウイルス感染防止に貢献します。

関連する SDGs

目標 3. すべての人の健康な生活を確保する

プラスチックガウン

フェイスシールド 低反射タイプ

ランドリーバッグ

COVID-19：新型コロナウイルス感染症への対応  
―多様な製品と技術を通じた社会貢献
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■ 飛沫感染防止対策用の製品
飛沫感染防止用として、新しい生活様式に適したアクリル板「アクリライト™」製パーティションや
軟質PVCフィルム「アルトロン™」を使用した間仕切りカーテンは、その優れた透明性と加工性から、
対面業務店舗のレジやカウンター、オフィス内、公共サービスなどの対面業務カウンター、タクシー
やバスなどの公共交通機関、
テレビ番組の収録などで幅
広く利用されています。

■ ヒシタンク™

「ヒシタンク™」は、清潔な飲料水を提供することを第一に開
発された耐震性、衛生性、耐久性、施工性などに優れた繊維強化
プラスチック（FRP）製の受水槽です。公益財団法人日本財団が
整備する新型コロナウイルス対策施設に設置されました。また、
香港政府が新型コロナウイルス感染症のパンデミックに備えて
新たに建設した患者専用の検疫、宿泊施設でも設置され、病床
数確保に貢献しています。

■ ワサオーロ™

「ワサオーロ™」は、ワサビやカラシの辛味主成分であるアリル
カラシ油（アリルイソチオシアネート、以下AIT）を主剤とした抗
菌・鮮度保持剤で、透明フィルム内に担持したAITが徐々に放出
されることによって、食品の鮮度と品質が手早く安全に保てる
ように開発された抗菌・防カビシートです。消費期限の短いお
弁当の品質保持に適した製品であり、営業自粛によりお弁当販
売を開始した飲食店を対象に期間限定で無償提供しました。

■  貼ってはがせるユポ®・サクションタック®ポスター
新型コロナウイルス感染症拡大防止策に取り組む
飲食店や企業へ、平滑な面にエアー抜けがよく、
貼ってはがせる微吸着シートであるユポ®・サク
ションタック®ポスターを数量限定で無償提供し、
感染拡大防止の啓発活動に活用されました。

アクリル板「アクリライト™」製 
パーティション

軟質 PVCフィルム「アルトロン™」を 
使用した間仕切りカーテン

ヒシタンク™

ワサオーロ™

貼ってはがせるユポ ®・サクションタック ®ポスター

SDGsへ向けた取り組み

COVID-19：新型コロナウイルス感染症への対応  
―多様な製品と技術を通じた社会貢献
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新型コロナウイルス感染症対策の主な製品

貢献の内容 実施した企業

プラスチックガウン ジェイフィルム
フェイスシールド ジェイフィルム
ランドリーバッグ 大成化薬

飛沫感染防止対策製品

アクリル板「アクリライト™」製 
パーティション 三菱ケミカル

軟質PVCフィルム「アルトロン™」を 
使用した間仕切りカーテン ダイヤプラスフィルム 

ヒシタンク™ 三菱ケミカルインフラテック
ワサオーロ™ 三菱ケミカルフーズ
貼ってはがせるユポ®・サクションタック®ポスター ユポ・コーポレーション

その他の貢献

■ 「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」への参画
本宣言は、新型コロナウイルス感染症のまん延終結を目的とした開発、製造、販売等の行為に関して
は、権利者が保有する特許権、実用新案権、意匠権、著作権の権利行使を行わないことを宣言するもの
です。2020年5月、三菱ケミカルはこの活動に賛同し、一定期間、新型コロナウイルス感染症のまん
延終結を唯一の目的とした行為に対しては対価や補償を求めることなく、当社が保有する特許権・実
用新案権・意匠権・著作権の権利行使を行わないことを宣言しました。

■ 子どもたちに向けて
三菱ケミカルは、休校やステイホームによって家にいる
時間の増えた子どもたちが少しでも楽しく過ごせるよう
に、また化学に対して興味をもってもらえるようにと、
2020年5月より社内で実験動画を募集し、三菱ケミカ
ルグループ社内ポータルにて公開しています。身の回り
にある素材を使い、考察・実験・解説と楽しく学べる動
画が10本以上集まり、2020年7月からは一部の動画を
YouTubeにて一般公開しています。

そのほか、三菱ケミカル滋賀事業所では社内備蓄品のN95高性能マスク17,000枚を長浜市内の医療
機関へ寄付いたしました。

今後も政府や業界団体などと連携を図りながら、従業員からも幅広くアイデアを募り、三菱ケミカル
グループの多様な製品と技術の組み合わせで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に寄与する新た
な製品の開発に積極的に取り組んでいきます。

実験動画より
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リニアエコノミー

原料

サーキュラーエコノミー

製造

利用

廃棄

利用

製
造

リ
サ
イク
ル

原料

サーキュラーエコノミーの推進により新たなビジネスソリューションを提供

世界は、気候変動や人口増大に伴う諸問題など、多くの解決すべき課題を抱えています。化学の技術
はさまざまな社会課題を解決できる大きな可能性を有しており、当社は、社会の一員として、また総
合化学メーカーとして、これらの課題に正面から向き合ってきました。
特に近年は、各国の環境規制強化などを受け、サステナブルな製品に対するお客様からのご要望が日
に日に高まっています。三菱ケミカルは、従来の「採って、作って、使って、廃棄する」という一方通行
のリニアエコノミーから、リサイクルを含む資源の有効活用や再生可能原料の使用などをはじめとす
るサーキュラーエコノミー（循環型経済、以下CE）への移行を推進することにより、社会からの要請
に応えていきます。
具体的な対応として、サーキュラーエコノミー推進部（CE推進部）の設立や、廃プラスチック、気候変
動問題への取り組みなどの事例をご紹介します。

関連する SDGs

目標 13. 気候変動の影響を軽減するために具体的対策の取り進め

グローバルな視点でソリューションを提案

サステナビリティに関する社会課題への取り組みを強化するために、2020年4月にCE推進部を設
立しました。これまでも各事業でサステナビリティに関わる課題解決に取り組んできましたが、CE

推進部では、グローバルな視点・規模で、従来の事業部門の枠を超えて、CEに関連するソリューショ
ンの提案と事業化を推進し、お取引先、アカデミア、スタートアップ等との連携も積極的に進めてい
きます。
CE推進部の活動としては、三菱ケミカル全体のCEに関する課題把握と戦略の策定、ソリューション
の事業化推進、温室効果ガス（GHG）や排水などの事業活動から生じる環境負荷の低減に向けたサス
テナビリティ・マネジメントなど、CEに関する全社的な取りまとめを行います。加えて、サステナビ
リティに関する各国の規制動向などの情報を収集・発信し、またお客様とのCEに関する対話を支援
していきます。

SDGsへ向けた取り組み

持続可能な成長をめざすサーキュラーエコノミー
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提携を推進しプラスチックのリサイクル体制を構築

リニアエコノミーからCEへ転換するには、リサイクルの工程が極めて重要です。三菱ケミカルグルー
プは、廃プラスチックの回収技術やネットワークに関するノウハウを有するリサイクル会社との提携
を進めています。
プラスチックのリサイクルは、回収した廃プラスチックを、（1）融かして成形し直して再利用する 

マテリアル・リサイクルと、（2）分解してモノマー、あるいは油やガスに戻してから化学品の原料とす
るケミカル・リサイクルの2通りに大別されます。三菱ケミカルグループは、その両方に対応できる
ようさまざまなパートナーと技術開発を含めた提携を推進し、従来は単に焼却・埋め立てられてきた
廃プラスチックを資源・原料としてリサイクルできる体制の構築を強化していきます。

リサイクル会社との提携例

提携先 
（所在地） 提携の概要

リファインバース株式会社
（東京都）

リファインバースは建築系廃棄物処理の収集運搬業を主とした事業
を起点に、廃棄物処理から樹脂製造までの一貫した体制を築き、さま
ざまな再生資源を提供しています。三菱ケミカルは、今回の資本業務
提携により、同社がもつ産業廃棄物全般のノウハウと当社の技術お
よび知見を融合させ、廃棄物の適切なリサイクルや有効利用を促進
していきます。

CFK1とcNXT2

（ドイツ）

CFKは炭素繊維（CF）を使用したプリプレグなどの中間材を加工す
る際に発生する端材を、モビリティを中心とした顧客から回収する
ネットワークおよび回収した端材をリサイクルする技術を保有して
おり、cNXTは係るリサイクル製品を販売しています。三菱ケミカル
は、グループ会社のMitsubishi Chemical Advanced Materials（以
下MCAM、本社：スイス）を通して同社を買収しました。今後、欧州
におけるCFおよびCFコンポジットの製造から製品回収、リサイク
ルまでのチェーンを確立していきます。

Mingerグループ 3

（スイス）

Mingerグループは、PEEKやPVDF、ナイロンなどのエンジニアリン
グプラスチックについて、独自の優れたリサイクル技術と欧州域内
に広域な原料回収ネットワークを保有しています。三菱ケミカルは、
グループ会社のMCAMを通してMingerグループを買収しました。
今後、エンジニアリングプラスチックの製造から販売・加工・回収・
再利用に至る一貫したビジネスモデルを構築していきます。

1  CFK：CFK Valley Stade Recycling GmbH & Co. KG
2  cNXT：carboNXT GmbH
3  Mingerグループ：Minger Kunststofftechnik AGおよびMinger Plastic AG
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人工光合成プロジェクトでGHG低減に貢献

GHGの低減に向けて、工場や発電所などから排出される二酸化炭素を化学品の原料として利用する
人工光合成が注目されています。三菱ケミカルは、2012年よりNEDO4の人工光合成プロジェクトに
ARPChem5の一員として参画し、次の3段階のプロセスすべての開発に携わっています。
（1）光触媒によって、水を水素と酸素に分解し、（2）分離膜によって、水素と酸素の混合ガスから水素
を安全に分離し、（3）最後に、その水素と工場排ガス等から回収した二酸化炭素を原料として、化学品
を製造する基盤技術を開発しています。

人工光合成プロジェクトでは、光触媒の太陽光エネルギー変換効率の最終目標10%に対し2019年
度にはラボスケールで7%を達成しており、2020年度から水分解システムの屋外実証試験にも着手
しています。

4  NEDO（New Energy and Industrial Technology Development Organization）：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構。
5   ARPChem（Japan Technological Research Association of Artificial Photosynthetic Chemical Process）：人工光合成化学プロセス
技術研究組合。参画機関は、国際石油開発帝石株式会社、TOTO株式会社、一般財団法人ファインセラミックスセンター、富士フイルム
株式会社、三井化学株式会社、三菱ケミカル。

化学産業としての役割を果たすための長期ビジョンを策定

2050年の社会の姿を見据えて、化学産業がどのようにサステナビリティに取り組むべきか、長期ビ
ジョン策定の一助とするため、三菱ケミカルは東京大学グローバル・コモンズ・センター（CGC）との
産学連携を開始しました。

CGCは、人類の発展がよって立つ地球環境システムの持続可能性を確保するため、社会・経済システ
ムの根本的転換の道筋をモデルやインデックスによって科学的に示し、企業をはじめさまざまなス
テークホルダーと協働しながら、その実現を国際的な連携により促進することを目標としています。
三菱ケミカルは、2050年とそこへ至るまでの2030年、2040年における社会ニーズ（特にモノ、サー
ビス、社会システム）を明らかにし、その中で化学産業が果たす役割を描き出すべく、CGCと共同研
究を行う予定です。

SDGsへ向けた取り組み
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