
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。特に、国境
を越えて事業を展開しているグローバル企業はその影響力も大きく、期待される役割が増してい
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2021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5つをご紹介します。

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

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

SDGsへ向けた取り組み
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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。

■ 「ハイセロン™」製ランドリーバッグ
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を可能にします。主に病院
等でのウイルス感染防止に貢献します。

関連の深い 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

フェイスシールド一般タイプ フェイスシールド低反射タイプ

「ハイセロン™」製 
ランドリーバッグ

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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■ アクリル板「アクリライト™」製パーティション
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™」製パーティションは、その優れた透明性から、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、テレビ番組の収録などで幅広く利用さ
れています。

■ 受水槽「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、宿泊施設や、大阪コロナ重症
センターでも設置され、病床数確保に貢献しています。

■ 抗菌・防カビシート「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、コロナ禍でのテイクアウ
ト需要拡大で、活躍の場が広がっています。

■  アンチウイルススプレー、アンチウイルスウェットタオル
「アンチウイルススプレー」はドアノブ、テーブル、ソファーな
どの家具および衣類、カーテンなどの布製品、「アンチウイルス
ウェットタオル」は外出先でのドアノブ等への利用を想定した、
抗ウイルス・抗菌 1用途の製品です。持続型抗ウイルス・抗菌成
分（4級アンモニウム塩）がウイルスや菌を寄せ付けず、乾燥後
も、従来品より長い20日間効果が持続します 2。 

1 すべてのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。
2 使用状況等により、効果や持続性は異なります。

アクリル板「アクリライト™」製 
パーティション

受水槽「ヒシタンク™」

抗菌・防カビシート「ワサオーロ™」

アンチウイルスウェットタオル

アンチウイルススプレー
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新型コロナウイルス感染症対策の主な製品と三菱ケミカルグループ会社名

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 MCCトレーディング
アクリル板「アクリライト™」製パーティション 三菱ケミカルメタクリレーツ
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
アンチウイルススプレー 新菱
アンチウイルスウェットタオル 新菱

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。

■ ワクチン接種会場、備蓄品の提供
三菱ケミカル富山事業所は、新型コロナウイルスのワクチン接種率向上のため、集団接種会場として、
富山市にKAITEKIケミカル体育館の無償提供を行いました。
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

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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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、三菱ケミカルは、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
に応えつつ持続的な成長をめざしていきます。
具体的な対応として、CEを推進する専門部署の設置や、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。

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

グローバルな視点でバリューチェーンのパートナーとともに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月にサーキュラーエ
コノミー推進部を設置しました（2021年4月組織改編によりサーキュラーエコノミー推進本部、以下
CE推進本部）。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推進本部では、グローバルな視点・規模で、従来の事業部門の枠を超えて、さらにはバリュー
チェーンのパートナーとともに、CEに関連するソリューションの提案と事業化を推進しています。
また、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推進本部の活動としては、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、また各部署とお客様とのCEに関する対
話を支援していきます。

関連の深い 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

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。プラスチックのリ
サイクルは、回収した使用済みのプラスチックを、（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）分解してモノマーや中間原料に戻し再び重合してプラスチックを作る、あるいは
油やガスにまで分解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。ここでは、バリューチェーンのパートナーとともに取り組んでいるケミカルリ
サイクルの事例をご紹介します。

■ 回収プラスチックの油化
三菱ケミカルとENEOS株式会社は、2019年に共同設立した鹿島コンプレックス有限責任事業組合
において、使用済みプラスチックを石油精製・石油化学の原料として再生利用するケミカルリサイク
ルの事業化に取り組んでいます。
具体的には三菱ケミカル茨城事業所に国内最大規模となる年間2万トンの処理能力を有するプラス
チックの油化設備を建設し、2023年度に営業運転を開始することをめざしています。油化処理には、
英国のMura Technology Limitedの超臨界水技術を導入します。製造されるリサイクル生成油は、
ENEOSおよび三菱ケミカルの既存設備である石油精製装置およびナフサクラッカーにおいて原料と
して使用され、石油製品や化学品、各種プラスチックへと再製品化されることで、高効率なケミカル
リサイクルの循環が実現します。また、原料となる廃プラスチックの調達にあたっては、2020年8月
に資本業務提携を行ったリファインバース株式会社と連携していきます。

各種プラ製品原 油

廃プラスチック
油化設備

ガソリン

鹿島石油社との連携 リファインバース社との提携

石油精製 クラッカー ポリマー

化学品

加工

一次処理

廃 棄

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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■ アクリル樹脂のケミカルリサイクル
三菱ケミカルおよび三菱ケミカルメタクリレーツ株式会社は、かねてよりPMMA（ポリメチルメタク
リレート、以下アクリル樹脂）のリサイクルに向けた検討を行ってきました。欧州では既存の技術を
導入したリサイクルの検討を進めており、日本国内においては、アクリル樹脂のリサイクル技術検討
のパートナーであるマイクロ波化学株式会社と協力し、2021年6月に同社の大阪事業所内に新たに
実証設備を建設しました。日欧それぞれのアプローチで2024年の稼働を視野に、アクリル樹脂のリ
サイクルプラントの建設に向けた検討を本格化します。
アクリル樹脂は優れた透明性・耐光性をもつプラスチック製品で、自動車のランプカバー、看板、水族
館の水槽、塗料、建材などに幅広く用いられています。また、昨今では、飛沫感染防止用のアクリル樹
脂板の需要が増加しています。廃アクリル樹脂は、当社の製造工場から出る廃材に限らず、将来的に
は広く市場から回収することを視野に入れています。その一環として、本田技研工業株式会社ととも
に、廃車からのテールランプなどのアクリル樹脂の回収、ケミカルリサイクルおよび再利用について、
リサイクルシステムの実証試験を共同で実施していきます。

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NEDO1の人工光合成プロジェクトに
ARPChem2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（研究段階）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。

1  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。
2   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、株式会社 INPEX、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。
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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
産学連携を実施しています。
CGCは、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。
三菱ケミカルとCGC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、その中でグローバル・コモンズ 3を守るための化学産業の
役割に関する共同研究を2021年4月1日より開始しました。
具体的には、プラネタリー・バウンダリーズ 4の範囲内で活動するサステナブルな社会・経済の実現
をめざして、化学産業自らの環境負荷低減に加えて、他の産業や消費者のために化学産業が果たすべ
き役割、解決すべき課題を検討し、ビジョンを描きます。特に生産・消費、エネルギー、食料、都市など
の主要経済システムの転換に対して化学産業が貢献できることを研究します。本研究の特長は、専門
性をもつ外部の知も結集して取り組むことにより、欧州をはじめとする海外での最新の取り組みも参
考にしながら、主要化学品の原料からリサイクル・廃棄までの定量的なモデルを構築・活用して、日本
の化学産業の取るべき道筋を明らかにするところにあります。研究成果は、サステナブルな社会・経
済の実現加速のために社会へ広く共有、発信していきます。

3  グローバル・コモンズ（Global Commons）：人類の持続的発展の共通基盤である地球環境システム。
4   プラネタリー・バウンダリーズ（Planetary Boundaries）：地球環境システムを安定化させている9つのプロセス（気候変動、生物多様
性、窒素・リン循環など）について、人類が持続的に発展していくために超えてはならない限界値を定義した概念。これを超えると大規
模で不可逆的な環境変化をもたらすリスクが大きくなる。気候変動が危険領域にあるほか、生物多様性と窒素・リン循環は限界値を超
えたとされている。

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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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

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

関連の深い SDGs

目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する

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2つの原料からなる
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。
そのほか、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。

植物由来の生分解性樹脂「BioPBS™」
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BioPBS™の展開

BioPBS™は、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。

■ 紙コップ、ストロー
使い捨てプラスチックの代表的な例としてレジ袋や食品容器、ストローなどが挙げられますが、三菱
ケミカルは、BioPBS™をラミネートに用いた紙コップやBioPBS™コンパウンドを使用したスト
ローを作製しています。
2021年には、BioPBS™を使用した紙コップを起点とするコンポストによる循環型システム実現に
向けた実証試験を行いました。Jリーグサッカークラブのギラヴァンツ北九州が開催するサッカー
イベントに、当社のBioPBS™を使用した紙
コップを提供し、そこで使用された紙コップ
を回収し、コンポスト設備で食品残さ物など
と一緒に堆肥化します。できた堆肥の一部は
地元高校で野菜の栽培に活用し、さらに収穫
された野菜をスタジアムで販売するという、
紙コップを起点とした循環型システムの実証
試験を行いました。
三菱ケミカルは、今後もさまざまな企業・自
治体などとも連携しながら、循環型システム
の構築を積極的に実施し、サーキュラーエコ
ノミーの実現に貢献します。

農業用マルチフィルムでの使用例

実証実験のイメージ

コンポスト設備による堆肥化の様子

SDGsへ向けた取り組み

植物由来の生分解性樹脂「BioPBS™」
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■ 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BioPBS™が活かされています。
そして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。

コーヒーカプセルでの使用例
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リペラーク™ eプレート リードライン™

関連の深い 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

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
定していて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保
有耐力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。

SDGsへ向けた取り組み

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、東南アジアや欧州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、1951年に竣工しました。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、鉄筋コンクリート（RC）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。

施工中の源太橋
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eプレートを用いた床版補強工法確認実験

近年、現場作業の省力化のため、炭素繊維を工場で板状に成形した炭素繊維強化プラスチック板
「eプレート」を用いた床版補強方法が増加しています。本工法では、工場でエポキシ樹脂を染み
込ませた「eプレート」を床版下面に接着し補強を行います。「リペラーク™」のように床版下
面を全面覆わずに、コンクリート素地が見えるため、補強後の経過観察も容易となっています。
本工法は国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所（北海道）で輪荷重走行試験を実施し、
無補強時の10倍以上の疲労耐久性向上効果があることを確認しています。

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。

輪荷重走行試験の様子 eプレート補強床版

SDGsへ向けた取り組み

構造物補修・補強用炭素繊維シート「リペラーク™」
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関連の深い 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

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、2019年6月に、国際連合児童基金（ユニセフ）と世界保健機
関（WHO）が共同で発表した「水と衛生に関する共同監査プログラム」による報告書では、世界の22億
人が安全に管理された飲み水の供給を受けられず、42億人が安全に管理された衛生施設（トイレ）を使う
ことができず、30億人が基本的な手洗い施設のない暮らしをして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。
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社（以下MCAS、旧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

MCAS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、
そのほか、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

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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ケニアにおける水浄化および農業振興事業 

MCAS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・給水システムの応用

MCAS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。

SDGsへ向けた取り組み

分散型水処理・給水システム
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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、MCAS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頂
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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