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三菱化学株式会社
三菱ウェルファーマ株式会社

株式会社三菱ケミカルホールディングス

化学の世界を通じて

長年培ってきた広汎な技術基盤・事業経験の

上に立ち常に新しい時代の

価値の創造を求めて前進しています。

世界の市場で競争力を

発揮できる独創的な新薬を開発し、

世界の人々に貢献できる

製薬企業への発展を目指しています。

三菱化学と三菱ウェルファーマの

共同持株会社として、2005年10月に設立され、

グループのポートフォリオ・マネジメント機能を担い、

グループの成長・飛躍にむけた経営諸施策を

積極的に推進しています。

Chemistryには、“人と人との相性・関係・つながり”という意味もあり、上記グループ

理念は、「“Good Chemistry for Tomorrow”すなわち、人、社会、そして地球環境

のより良い関係を創ることを目指し、活動していく」という企業姿勢を表現していま

す。理念のデザインは、グループのダイナミズムとスピードを、カラーは、無限の可能

性とコミュニケーションを表しています。

グループ理念
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編集方針／報告範囲

三菱ケミカルホールディングスグループでは、三菱化学がRCレポート、三菱ウェルファーマが
環境・社会報告書を発行しておりますが、昨年10月に三菱ケミカルホールディングスが発足し
たことに伴い、本年度から、各社の報告書に加え、三菱ケミカルホールディングスとして「CSR
レポート」を発行することといたしました。本レポートを通じて、三菱ケミカルホールディング
スグループのCSRに対する考え方や今後の取り組みを社会に広く報告することにより、社会と
のコミュニケーションを図り、三菱ケミカルホールディングスグループのCSRをより積極的に
推進していきたいと考えております。本レポートは、三菱ケミカルホールディングスグループを
報告範囲としておりますが、三菱ケミカルホールディングス単体の方針等も掲載しております。
なお、三菱化学および三菱ウェルファーマの個別の施策、環境データなどについては、各社

が発行する報告書をご覧ください。

•三菱化学：http://www.m-kagaku.co.jp/index.htm
•三菱ウェルファーマ：http://www.m-pharma.co.jp/company/environment/index.html

お問い合わせ先

（株）三菱ケミカルホールディングス CSR推進室
TEL: 03-6414-4880 FAX: 03-6414-4859

生産拠点と社会とのGood Chemistry
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より機動的な経営判断を実現する

純粋持株会社体制への移行

池田 三菱ケミカルホールディングスが発足して1年近くが経

ちました。そもそも純粋持株会社にしたのは、どのようなお考

えからだったのでしょうか。

冨澤 三菱ケミカルホールディングスが発足する以前は、三菱化

学のもとに各社が事業を行う総合化学企業でした。総合化学とい

うのは石油化学や医薬、樹脂製品など事業の幅がとても広く、し

かもあらゆる業種のお客さまを対象にしています。近年さらに事業

領域が拡大し、経営的な判断をする上で難しい面が出てきました。

池田 確かに三菱ケミカルホールディングスグループの事業を

見ると、とても幅広い分野に及んでいますね。

冨澤 これほど事業領域が広いと、経営者にとっても詳しい領

域とそうでない領域がどうしても出てきてしまいます。そこを

何人かの力でカバーしてきたわけですが、意思決定に時間がか

かるという問題が浮き彫りになってきました。

さらに医薬事業では、業界再編の加速という動きもありまし

た。実は、三菱ケミカルホールディングスグループの医薬事業

は業界に先駆けて積極的な企業統合を行ってきたのですが、将

来、他の医薬企業とのさらなる統合や提携も考えられるため、

事業戦略の自由度を広げることも純粋持株会社に移行するひと

つの理由になっています。

成長のためにも欠かせないCSRの強化
池田 三菱ケミカルホールディングスグループでは今、「革進」

という経営計画を進めているとお聞きしましたが。

冨澤 2003年4月にPhase1として取り組みを始め、2005年4

月からは「革進－Phase2」へと移っています。私たちのグループ

も2000年代初め、厳しさを増した事業環境を乗り越えるため、

痛みを伴う改革を行いました。その後の基礎体力の回復を目指

したのが「革進－Phase1」で、Phase2は成長に軸足を移し、成

長を遂げていこうという考えのもとに推進しています。

池田 「革進－Phase2」では、CSRを強化していくということも

示されていますね。これはどのような理由からなのでしょう。

冨澤 企業が将来も成長を続けていくためには、社会的責任を果

たすことが絶対に必要です。革進－Phase2は成長を目指す経営

計画でもあり、このタイミングをとらえ、CSRの一層の強化を基

本方針のひとつに織り込みました。事業拡大のための施策を決

断するのと同じ強い意志で、CSRの強化に取り組むつもりです。

池田 CSR強化の取り組みの中で、何か特長はありますか。

冨澤 昭和30年代から40年代にかけ

て、化学会社は公害などの難しい問題

に直面しました。化学というのは常に

新しいものを発明・発見し、製品とし

て世の中に送り出すことで社会の発展

に貢献してきました。ただ、新しいも

のを生み出す過程ではネガティブな側

面が浮かび上がることがあり、しかも

当時の科学の力では予知・予見できな

い部分があったため、公害問題や製品

の安全性などの問題を引き起こす結

果となってしまいました。

社会からの信頼を目指す

Good Chemistry
2005年10月、新たなグループ経営の推進を担って設立された三菱ケミカルホールディングス。

グループとして、今後どのように社会的責任を果たし、社会の発展に貢献していくのか、

化学・医薬業界の動きにも詳しいサイエンスライターの池田亜希子さんから

冨澤社長に聞いていただきました。

（株）三菱ケミカルホールディングス取締役社長
三菱化学（株）取締役社長

冨澤 龍一
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こうした辛い経験の上に立って、化学業界では社会から信頼

を得るために、自分たちの作業環境や労働環境、安全性はもち

ろん、開発から製造、輸送、消費、廃棄に至るすべての過程にお

いて地域や地球環境に悪い影響を及ぼさないよう配慮する「レ

スポンシブル・ケア」という自主的な活動を進めてきました。三

菱ケミカルホールディングスが現在進めているCSRの強化は、

このレスポンシブル・ケア活動をベースに、コンプライアンスや

社会貢献といった要素を加えたものになっています。さらに

2006年5月には、国連が提唱する「グローバル・コンパクト」に参

加してCSRの重要な柱としました。

グループ理念の「Chemistry」に込めた意味
池田 グローバル・コンパクトについては、私も以前から関心

を持っていました。冨澤さんも早くから興味をお持ちだったよ

うですね。

冨澤 人権・労働・環境・腐敗防止という4つの分野について、企

業としての責任を果たしていこうという活動だと聞き、ちょうど

CSRの強化について考えていたこともあって興味を持ちました。

グローバル・コンパクトについて私には、自ら実践するのは当

たり前として、自分が接する関係者すべてにも同じように人権

を尊重し、腐敗を防止し、環境に優しい活動をしてもらうよう働

きかけるという、もっと積極的な姿勢を持てと言っているように

思えるのです。

池田 実は私は以前、ラジオで人権に関する番組を担当させて

いただいたことがあり、グローバル・コンパクトの人権尊重の考

えには深く共感しました。

冨澤 そうですね。例えば、我々が調達する原料が、子供など

の不当な労働で作られたものでないか、そうしたところまで配

慮することが今後もっと重要になると思います。

池田 そうなると国内だけを見ているわけにはいきませんね。

冨澤 ええ。三菱ケミカルホールディングスグループの活動も

世界にどんどん広がっていますから、海外の我々の仲間と意識

を共有するためにもグローバル・コンパクトへの参加は良い効

果を生むのではないかと考えています。

三菱ケミカルホールディングスグループでは「Good Chemistry

for Tomorrow 人、社会、そして地球環境のより良い関係を創

るために。」をグループ理念としています。私は、このグループ

理念とグローバル・コンパクトは基本的な考えは同じだと思う

のです。ですからこの2つをセットにして、世界での我々グルー

プの事業活動を進めていこうと思っています。

池田 「Good Chemistry for Tomorrow」という三菱ケミカル

ホールディングスのグループ理念ですが、とても印象に残る言

葉ですね。

冨澤 ありがとうございます。Chemistryというと一番に「化学」

を想像されるでしょうが、他に「相性」や「折り合い」、「良い組み

合わせ」といった意味もあるんです。「Good Chemistry for

Tomorrow」に続く、「人、社会、そして地球環境のより良い関係

を創るために。」という言葉を見ていただくと、Chemistry に込

めたそうした広い意味をご理解いただけるかと思います。

信頼を得るためには“隠さない”姿勢が大切

池田 このところ企業の不祥事が毎日のように報じられてい

て、国民はテレビを見て「今度はこの会社か」と思うような状況

が続いています。これについて冨澤さんはどうお感じですか。

冨澤 私は、企業の道徳心や社会的責任感が、昔に比べて低下

したとは必ずしも思っていません。むしろ全般としては高まっ

ているのではないでしょうか。にもかかわらず企業の謝罪会見

が増えたのは、社会の意識が以前と大きく変わったからだと

思っています。社会全体が、企業に高い倫理性を求め、特に問題

があったときに隠すことを許さない流れになっています。その

点を取り違えず、万が一問題が起きた際には積極的に公表して、

誤った点、至らぬ点について謝罪し、原因の究明、再発の防止等

について全力を尽くすことが大切だと考えています。この点に

ついては、グループの全従業員にも徹底しています。

社長対談
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池田 問題を未然に防ぐ上でも、色々とご苦労なさっているの

ではありませんか。

冨澤 それは相当努力しています。我々のような製造業の場合、

事故が一番怖いんです。事故の原因には人的なこともありますし、

装置や機器の具合によって起きてしまうこともあります。日頃か

らそうした機器類の点検は怠っていませんが、どうしても故障を

発見しにくいところも出てきます。それを、日頃の運転中にもで

きるだけチェックできるような取り組みを現在進めています。こ

れには大きな投資も伴うのですが、多少お金がかかっても安全

性の向上には常に力を注ぎ続けたいと思っています。

池田 CSRには幅広い要素が含まれますが、今後の課題として

お考えになっていることなどはありますか。

冨澤 やや足りないと感じるのは、社会貢献・国際貢献活動で

しょうか。個人レベルの活動を支援するボランティア休暇制度な

どもグループ会社で導入したところもありますが、これからもっと

拡充強化していきたいと考えています。社会貢献にも色々あって、

子供たちに化学の楽しさを知ってもらい、将来の化学の専門家

を育てることなども社会貢献のひとつになるかもしれません。

池田 冨澤さんが2006年から会長を務めていらっしゃる日化協

（日本化学工業協会）などが主催する「夢・化学－21」などもそう

した活動ですね。

冨澤 「夢・化学－21」には、池田さんも以前から関わっておら

れるそうですね。

池田 科学の魅力を広めていくことは私の使命でもありますか

ら、できる限りお手伝いさせていただきたいと思っています。

社会貢献活動を広げるのと同時に、成果をもっとアピールして

いけたらいいですね。

冨澤 そうですね。やるべきことはしっかりと行い、CSRレポー

トなどを通じて、私たちの社会貢献への考えや実績をきちんと

説明していくことも大切だと思います。

若い社員たちで描くグループの未来像

池田 三菱ケミカルホールディングスグループを今後どのよう

な企業グループにしていきたいとお考えですか。

冨澤 持株会社の仕事が何かと言えば、事業の選択、我々の言

葉を使えばポートフォリオ・マネジメントということになります。

ここで大事なのは、どういう事業が将来に向けて意義を持つ仕

事になりうるかを判断することです。今の収益を最大にするた

めにどうしたらいいかという視点に加え、未来のことも考えな

ければいけません。

これまで私たちは、5年先を見て3年間の中期計画を立てて

きました。持株会社としての活動が軌道に乗り始めた今、10年、

20年先の会社の姿を描いて、グループ内でのベクトル合わせを

しようと作業を開始しました。これは事業だけに限らず、例えば

少子高齢化社会が進展したときにどういう会社でありたいか、

働く集団としてどんな会社でありたいか、どういう制度・職場が

望ましいかということまで含むもので、幅広く活発な議論を

行っています。

池田 20年後の三菱ケミカルホールディングスがどんな姿に

なっているのか、興味が湧きますね。ライターとして新しい科学

に触れていると、「こんなことも実現するかもしれない」と大き

な期待を感じることがあります。作業中とのことですが、どのよ

うなグループ像が描かれることになりそうですか。

冨澤 これは大変難しいことで……。20年先はもう私の時代で

はありませんから、議論の主導は様々な部門から集まった30歳代

中心の人たちに任せています。ただ、ひとつ彼らに伝えておきたい

のは、三菱ケミカルホールディングスグループは色々な研究開発

の成果や、多くの難題を乗り越えた経験を貴重な財産として蓄積

しており、こうした豊かな資産とグループ力を活かして、各社それ

ぞれが大きく成長を遂げてほしいということです。その上で、若い

人たちがどのような三菱ケミカルホールディングスグループの未

来像を描いてくれるのか、私自身もとても楽しみにしています。

（2006年7月20日）

池田 亜希子
民放ラジオ番組でレポーターを務めながら、各種
番組制作にも関わり、現在は、サイエンスライター
として専門誌に寄稿するとともに、日本化学会、日
本化学工業協会等主催の「夢・化学–21」で司会を
行うなど様々な分野で活躍



三菱ケミカルホールディングス　CSRレポート2006 6

人、社会、地球環境

社会に有用な
価値を提供する

三菱ケミカルホールディングスグループは、企業活動の基盤は社会からの信頼にあるとの認識に立ち、企業の社会的責任を

自覚するとともに、化学や医療分野を核とした事業活動を通じて社会に有用な価値を提供していきます。

　そのためには、個々の事業活動において、それが社会に有用な価値を提供しているか、社会からの信頼を得られているか

を絶えず検証し、自らをより良い方向にかえていくことが求められます。私たち三菱ケミカルホールディングスグループは、

グループ理念「Good Chemistry for Tomorrow 人、社会、そして地球環境のより良い関係を創るために。」を実践しな

がら持続可能な社会の実現に貢献していきます。

三菱ケミカルホールディングスのCSRに対する考え方

社会からの
信頼を得る

事業活動を支える基盤

事業活動

社会貢献活動

（製品・サービス・技術）

企業倫理

人権・雇用

企業統治

情報開示

RC

CSR推進体制
三菱ケミカルホールディングスでは、昨年10月にCSR推進室を発足させ、さらに本年4月にはCSR

推進における社長の意思決定を補佐する機関としてCSR推進会議を設置するなど、CSR推進体

制を整備しています。（P8参照）

三菱ケミカルホールディングスグループ

対話

●CSR推進の取り進め
三菱ケミカルホールディングスがこれまで行ってきたCSRの推進に関する主要事項は、次の通りです。

2005年10月 三菱ケミカルホールディングス発足
 CSR推進室設置

2006年 5月 第１回ＣＳＲ推進会議開催
 国連グローバル・コンパクト参加　　　　

（P10参照）

CSRに対する考え方
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経営戦略

「革進- 
 Phase2」

主要テーマ

成長戦略の遂行
自動車、情報電子／IT、環境／エネルギー、生活関連、ヘルスケアの重点市場領域において、 

 Ⅰ. 成長対象事業の選別、重点的資源投入 
 Ⅱ. 新商品化・新プロセス化・新ビジネスモデル化の推進
  （機能商品分野における新商品化率35%目標） 
 Ⅲ. 将来テーマの重点化、事業との連携強化によるR&D推進 
 Ⅳ. 減価償却の枠に拘らない積極的・重点的な設備投資

  （「革進-Phase 1計画」比　年当り20%増）

経営基盤の強化
 Ⅰ. 財務体質の改善（成長戦略とのバランスを考慮しつつ必要な投資・施策を推進） 
 Ⅱ. 国内生産拠点の戦略的再編 
 Ⅲ. 生産革進の進化 
 Ⅳ. 人材の確保・育成の強化

グループ総合力の強化
グループワイドでの事業戦略・展開の強化、透明性・公平性向上等を基軸とし、グループ経営

の深化を図る。

CSRの強化
企業活動の基盤は社会からの信頼にあるとの認識に立ち、様々なステークホルダーとの対

話を図りながら、事業活動や社員一人ひとりを通じて、社会に有用な価値を提供し、CSRを

推進する。

数値目標

•営業利益： 1,400億円以上

•ROA（税前当期純利益／総資産）：5.5%以上

•D/Eレシオ※：1.5以下

2008年3月期業績目標

成長・飛躍に向けて

①ポートフォリオ改革

②財務体質の改善 

③持続的成長に向けたR&D投資 

④徹底したコスト削減

⑤グループ総合力の強化

2005年3月期（三菱化学 連結）に、有利子負債を
8,700億円に削減、連結営業利益1,000億円以上、
ROA4%以上を掲げた数値目標をはじめ計画を
達成しました。

徹底した経営基盤整備

「革進-Phase1」
計画の達成

（2003年4月～2005年3月）

（2005年4月～2008年3月）

※株主資本に対する有利子負債の比率

2005年4月からスタートした3カ年の中期経営計画「革進–Phase2」では、グループ

の成長・飛躍に向けて、成長に軸足をおいた事業ポートフォリオの改革、成長戦略

とバランスのとれた財務体質の改善を実施しています。石油化学、機能商品、ヘル

スケアの3分野を柱とし、それぞれにおける選択と集中を一層徹底し、グループ全

体としての持続的な収益の向上を目指します。

基本コンセプト
1. 成長とは、変化することによって、より企業価値を高めることと位置づけ、新商
品化、新市場への展開を促進する。

2. 石油化学・機能商品・ヘルスケアの3分野を柱にして、それぞれにおいて事業
の選択と集中を一層加速させて成長を実現する。

Ⅰ.石化分野：成長を続けるアジア市場に対応して積極展開する。

Ⅱ.機能商品分野：新商品化を加速し、グループの新陳代謝を牽引する。

Ⅲ.ヘルスケア分野：国内の医療環境変化に対応し、医薬事業の国際展開と

新たな医療事業展開を図る。

※従来の三菱化学グループの「革進–Phase2」計画を三菱ケミカルホールディングスの中期経営計画として継承しています。（P25参照）



よび業務執行の効率性・迅速性の確保、経営責任の明確化、コン

プライアンスの確保並びにリスク管理の強化をコーポレート・

ガバナンス上の最重要課題と位置づけ、企業価値の一層の向上

を目指しています。

コーポレート・ガバナンスの体制

三菱ケミカルホールディングスは、執行役員制度の導入により、

経営と執行の分離を進めるとともに、取締役会、経営会議、

CSR推進会議をはじめとする各審議決定機関および各職位の権

限並びに各部門の所管事項を社内規則に定め、会社の経営に関

する意思決定および執行を効率的かつ適正に行っています。

基本的な考え方

三菱ケミカルホールディングスは、2005年10月3日、三菱化学

および三菱ウェルファーマの株式移転により、両社の完全親会

社として設立されました。これにより、グループの経営形態は、

ポートフォリオ・マネジメント機能と個別事業経営機能とを完全

に分離した純粋持株会社制に移行しました。三菱ケミカルホー

ルディングスは、三菱ケミカルホールディングスグループのポー

トフォリオ･マネジメント機能を担う持株会社として、グループ

経営の深化、グループの成長･飛躍に向けた資源配分など、企業

価値向上のための経営諸施策を積極的に推進しています。また、

グループの経営を統括する立場から、経営における意思決定お

取締役会
取締役会は、取締役会規則その他の関連規則に基づき、三菱ケミカルホー

ルディングスの経営上の重要事項およびグループ経営上の基本的事項に

関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行について監督を行って

います。原則として毎月1回開催されており、三菱ケミカルホールディング
スの取締役は、6月末時点で8名（うち執行役員兼務者3名）です。なお、経
営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、取締役の経営責任

とその役割の一層の明確化を図るため、取締役の任期を1年としています。

経営会議
経営会議は、取締役社長の意思決定を補佐するための機関として、三菱ケ

ミカルホールディングスおよびグループ各社の投融資等の重要な業務執行

について審議を行っています。なお、審議事項のうち、経営上の重要事項

については、取締役の決議を経て執行されることになります。経営会議は、

月2回程度開催され、取締役社長、取締役、常務執行役員および監査役に
より構成されています。

CSR 推進会議
CSR推進会議は、取締役社長の意思決定を補佐するための機関として、三
菱ケミカルホールディングスおよびグループ各社のコンプライアンス、リ

スク管理、安全・環境対策、人権啓発、社会貢献などのCSR推進の重要事
項について審議を行っています。原則として年2回開催されるほか、必要
に応じ随時開催され、三菱ケミカルホールディングスおよび直接出資子会

社それぞれの社長、コンプライアンス推進統括執行役員、リスク管理担当

役員、RC（レスポンシブル・ケア）担当役員等のCSRに関する役員および
監査役により構成されています。

監査役および監査役会
三菱ケミカルホールディングスの監査機関としては、監査役および監査役

会があります。監査役会は、原則として毎月1回開催されており、三菱ケミ
カルホールディングスの監査役は、2006年6月末時点で社外監査役3名を
含む5名です。監査役は、監査役監査基準等に基づき監査を行うとともに、
内部監査部門および会計監査人と連携を取りながら監査を行っています。

株 主 総 会

三菱ケミカルホールディングスグループ

社　長

執 行 役 員

経営会議

内
部
監
査
部
門

業
務
執
行
役
員

CSR推進会議

監査役付
監査

内部監査

監査 会計監査

監査の補助

連
携
・
情
報
交
換

選任

選任・監督

リスク管理統括責任者

会計監査

選任
選任

会計監査人

職務執行に関する

情報保管

職務の

効率性確保

企業集団の業務の

適正確保

コンプライアンス

推進・確保
リスク管理

コンプライアンス

推進統括執行役員

監査役会 取締役会
監査役 取締役
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コーポレート・ガバナンス



内部統制システムに関する基本的な考え方

会社法で大企業に内部統制システム（会社の業務の適正を確保

するための体制）の整備が義務づけられるなど、社会から内部

統制の強化が求められています。このような状況下、三菱ケミ

カルホールディングスグループでは、コンプライアンス、リスク

管理など内部統制に関する基本方針を策定し、同方針に基づい

て内部統制システムの強化・徹底を図っています。

コンプライアンスに対する取り組み

三菱ケミカルホールディングスグループは、コンプライアンス

を経営上の最重要課題と位置づけ、グループにおけるコンプラ

イアンスの基本規程となるグループ企業倫理憲章およびグルー

プコンプライアンス行動規範を策定するとともに、グループコ

ンプライアンス推進規程その他の関連規則に基づき、コンプラ

イアンスに関する推進体制、啓発・教育プログラム、監査・モニ

タリング体制、ホットラインなどのコンプライアンス推進プロ

グラムを整備し、コンプライアンス推進統括執行役員（CCO）

を置いて、その適切な運用・管理にあたっています。なお、グ

ループ企業倫理憲章およびグループコンプライアンス行動規範

は、三菱ケミカルホールディングスホームページでご覧いただ

けます。

●リスク管理体制

三菱ケミカルホールディングス グループ・リスク管理基本規程

三菱ケミカルホールディングス 社長

三菱化学 社長 三菱ウェルファーマ 社長

経営会議

経営執行会議 リスク管理委員会 執行会議 リスクマネジメント委員会

CSR推進会議

三菱化学
グループ・リスク管理規程

三菱ウェルファーマ
リスクマネジメント規則

〈グループ重大戦略リスク〉 〈グループ重大事業遂行リスク〉

〈戦略リスク〉 〈事業遂行リスク〉 〈戦略リスク〉 〈事業遂行リスク〉

報告 報告報告報告

●グループコンプライアンス推進体制

三菱ケミカルホールディングス取締役会

三菱ケミカルホールディングスCCO

三菱化学CCO 三菱ウェルファーマCCO

•コンプライアンス
 推進委員会

•コンプライアンス
 推進委員会

三菱ケミカルホールディングス社長

CSR推進会議

グループ会社

報告 報告

報告

報告

報告

報告
指導・監督

指導・監督

選任

（メンバー）

（メンバー）

http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/csr/compliance/
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コンプライアンス／リスクマネジメント

三菱ケミカルホールディングスグループ企業倫理憲章

三菱ケミカルホールディングスグループの構成員であるわれわれは、次
に掲げる倫理規範を共有し、その企業活動のあらゆる局面において、常
に高い倫理観と社会的良識をもって行動し、社会から信頼される企業グ
ループとして、その持続的発展を期す。

1. 自覚・責任
企業活動の基盤は社会からの信頼にあるとの基本認識のもと、企業の社
会的責任を自覚の上、それぞれの事業活動を通じ、豊かで快適な社会の
実現に貢献する。

2. 公正・公平・誠実
すべての人間の尊厳と権利を尊重し、人種、性別、宗教など、事由の如
何を問わず、不当な差別を一切行わない。
さらに、お客さまその他の取引先、株主、協力会社、行政機関、地域社会
など、三菱ケミカルホールディングスグループの事業に関わる様々な外
部の方々に対して、またグループ内の構成員相互間においても、常に公
正で公平かつ誠実な態度をもって臨む。

3. 遵法精神
すべての法を守るという遵法精神は、社会の一員としての基本であり、
「違法行為は絶対に行わない」という当然の社会ルール(法規範)は、いつ
いかなるときにおいても厳守されなければならない。
さらに、三菱ケミカルホールディングスグループにおいては、「違法性に
つながるリスク」を回避するため、次の規準に従って行動する。
（1）違法性についての感性を常に磨く。
（2）違法性の疑いのある行為を行わない。
（3）楽観的態度で違法性リスクについての判断をしない。
（4）万一、法に触れる行為があったとしても、これを隠蔽あるいは正当化しない。
（5）違法性のリスクを回避することは、常に利益の追求に優先する。

4. 節度
社内、グループ会社間においても、また取引先や協力会社などとの関係に
おいても、不適切な社交は避け、その時々の社会通念に照らして、誤解を
招くことのないよう、常に節度をもった関係を保たなければならない。
とりわけ、「公私のけじめ」を厳格にし、取引先などとの関係を含め、会
社における職務や地位を利用して、私的な利益を追求しない。

5. 透明性・開放性
企業活動における説明責任の重要性を認識し、企業活動の透明性を保
つとともに、積極的に情報を開示し、外に対しても、内に対しても、常に
「開かれた」姿勢を堅持する。

リスク管理に対する取り組み

リスク管理統括責任者を社長とし、グループ・リスク管理基本規

程その他の関連規則に基づき、三菱ケミカルホールディングスグ

ループの事業活動に伴う重大なリスクの顕在化を防ぎ、万一リス

クが顕在化した場合の損害を最小限にとどめるためのリスク管

理システムを整備し、その適切な運用・管理にあたっています。
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グローバル・コンパクトへの参加

三菱ケミカルホールディングスグループは、このたび国連

が提唱する「グローバル・コンパクト」に参加しました。「グ

ローバル・コンパクト」は、1999年1月、スイスのダボスで

開かれた世界経済フォーラムの席上、コフィー・アナン国

連事務総長が地球的視野に立って「民間企業のもつ創造力

を結集し、弱い立場にある人々の願いや未来世代の必要

に応えていこう」と提唱したことがきっかけとなり、2000

年7月に発足しました。参加企業には、グローバル・コン

パクトの理念とともに、「人権、労働、環境、腐敗防止」の4

分野において世界的に確立された10の原則を支持し、実

践することが求められます。参加を機に、地球市民として、

これまでグループ全体で

実践してきたことをさら

に加速させていきたいと

考えています。

グローバル・コンパクト
グローバル・
コンパクト

10原則

（人権）
原則1. 企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言されている

人権の擁護を支持し、尊重する。

原則2. 人権侵害に加担しない。

（労働）
原則3. 組合結成の自由と団体交渉の権利を実効あるものにする。

原則4. あらゆる形態の強制労働を排除する。

原則5. 児童労働を実効的に廃止する。

原則6. 雇用と職業に関する差別を撤廃する。

（環境）
原則7. 環境問題の予防的なアプローチを支持する。

原則8. 環境に関して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる。

原則9. 環境にやさしい技術の開発と普及を促進する。

（腐敗防止）
原則10.強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために

取り組む。

海外グループRC会議を開催
海外グループRC（レスポンシブル・ケア）会議を2004年から継続して開催しています。本会議では、

海外で事業を展開するグループ会社へのRC活動方針の浸透やRCの主要テーマである環境保護・保

安安全への取り組みについて、情報の共有化を図っています。

2006年7月に中国（上海）で開催した会議では、環境保護に関する情報交換や「設備管理や労働安

全」についての討議を行いました。参加者からは、他社のRCへの取り組みがわかり、その情報を今

後のRC活動に活かしたいなどの意見がありました。
アメリカRC会議（バージニア）

アジアRC会議（バンコク）アジアRC会議（上海）

海外グループRC会議実施実績

•2004年７月 シンガポール

•2005年5月 アメリカ（バージニア）

•2005年7月 タイ（バンコク）

•2006年7月 中国（上海）

•2006年9月 アメリカ（メリーランド）

RCとは
化学物質を取り扱う事業者が化学製品
の開発から製造、流通、使用、最終消費
を経て廃棄に至る全ライフサイクルに
わたって、自主的に「環境・安全・健康」
を確保し、その責任ある活動の成果を
公表し社会との対話・コミュニケーショ
ンを行う活動です。
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お客さまの声を積極的に聞きに行く

神田 お客さまとのGood Chemistry、すなわちより良い関係を

築いていくためには、まずお客さまの声を聞くことが大切だと思い

ます。この点について、何か気を配っていることはありますか。

二本柳 MR（医薬情報担当者）の仕事では、直接お会いするのは

医療現場で働く医師や看護師、薬剤師といった方々になります。

ただ、その先には実際に医薬品を使う患者さまがいらっしゃること

を忘れないよう心がけています。患者さまのQOL（生活の質）を向

上させることが第一です。

丸岡 記録メディア事業の場合も似ていて、販売店の方々と、

エンドユーザーの方々という立場の違ったお客さまがいらっしゃ

います。それぞれの立場での要望があることを意識して、バラ

ンスよく耳を傾けるよう気をつけています。

二本柳 私たちは規定上、患者さまと直に接することはできない

のですが、CDやDVDなどのメディア製品だとエンドユーザーの

方々の声も色々入ってくるでしょうからね。

丸岡 そうですね。カスタマーセンターにたくさんのお問い合わ

せやご意見をいただくので、そうした声はデータベース化して、社

内で活用できるようにしています。

神田 お問い合わせを蓄積すると、隠れているお客さまのニーズ

や、世の中の動きが何となく見えてきますからね。インフォメー

ションセンターにはMCHCグループ全体のお問い合わせが集まる

のですが、私たちのチームでも、受けたお問い合わせをより有

効に活用できるように努めています。

浅川 私が普段気をつけているのは、営業担当者なら当然のこ

とですが、足繁く先方にお伺いして直接話を聞くということです。

竹岡 メールや電話だけでなく、直接お会いすることは大事だと

思います。顔をあわせてお話しすることで理解が深まるし、先方の

会社内や工場内を見ることでも色々なことが見えてきますから。

お困りのときこそ全力で力になる

丸岡 MCHCグループの事業は本当に幅広いので、お客さまの

立場で考えれば、要望をどこにどう伝えればいいのか迷う方も

多いのではないでしょうか。そうした声をどう吸い上げるかも

問題ですね。

神田 それが私たちインフォメーションセンターの仕事で、とにか

くお問い合わせをいただければ、適切な部署を調べてコーディ

ネートしています。それで、結果的にグループの中に適した製品が

なかった場合でも、調べた中に他社の製品で紹介できるものがあ

ればお伝えするようにしているんです。お客さまに「MCHCグ

ループに尋ねたおかげで得るものがあった」と感じていただけ

れば、次にお困りのときもきっとアクセスしていただけると思いま

すから。確か三菱樹脂のオフィスにも、お客さまのご相談に幅広く

対応するカスタマーラボがありますよね。

浅川 ええ。専任スタッフの他、ある程度の分析ができる機器も

置いているので、見本を持参してこういうものを分析して欲しい

と依頼されるお客さまも多くいらっしゃいます。

竹岡 お客さまがお困りのときに本当の力になることが、結局

は自分たちのためにもなるのだと思います。私が扱っているの

は原料ですから、供給が止まればお客さまの生産もストップし

てしまうわけですよね。明日までに何とか手配できないか、と

切羽詰まって相談を受ければ、何とか期待に応えられるよう最

グループ力を集約して、
より最適なソリューションをご提供
石油化学から情報電子、機能化学、石炭化学、医薬など幅広い事業分野を持つ三菱ケミカルホール

ディングス（MCHC）グループは、お客さまとの良い関係をどう築き、どのように高めていこうと考え
ているのか。日々お客さまと接し、最前線で活動する各事業の営業担当者が語り合いました。

お客さまとの

Good Chemistry
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三菱化学（株）
インフォメーションセンター
副センター長

神田 三奈
グループ製品・技術に対するお問い合
わせや相談のコーディネートを担当

三菱ウェルファーマ（株）
営業本部 東京第一支店 営業第一部
病院第二営業所 病院第2チーム 課長代理

二本柳 誠一
医療用医薬品を扱う大学病院担当
MR（医薬情報担当者）

三菱化学メディア（株）
三菱化学メディア／バーベイタムグループ
アジアパシフィック担当 マネジャー

丸岡 励
アジアパシフィック地域における
マーケティング統括

三菱樹脂（株）関東支社
ディスプレイ材料営業部
1グループ 主任

浅川 智之
液晶ディスプレイに使用される
「アルセット®」の韓国営業担当

三菱化学（株）石化セグメント
石化営業部門 石化営業部
東京営業1グループ

竹岡 洋輔
繊維やPETボトルの原料となる
ポリエステル樹脂などの国内販売

大限の努力をしています。「困ったときはMCHCグループ」と言

われればありがたいし、そうしたプラスαの部分で認めていた

だくことが、お客さまとの関係を本当により良くしていくのでは

ないでしょうか。

丸岡 三菱化学メディアの記録用CDやDVDなどは、海外では

「Verbatim」（バーベイタム）というブランド名で販売していて、

各国で高いシェアを誇っています。それがなぜできたかというと、

品質の高さはもちろん、店頭に常に並んでいるよう供給努力を続

けてきたからだと思います。お客さまに認めていただくためには、

価格や品質にプラスした魅力も重要だと私も感じます。

もっとより良いお客さまとの関係を築くために

神田 お客さまとのより良い関係を作っていくために、冨澤さん

（MCHCおよび三菱化学社長）はよく、ソリューションの提供とい

う話をしています。ソリューションにも色々あって、お客さまの中

ですでに顕在化している課題を解決するのもそのひとつ。でも

これからは、お客さまとのコミュニケーションを通じて潜在的な

課題を浮かび上がらせ、それを解決することがより重要になる

のではないでしょうか。そして「お客さまがNo.1になっていただ

くためのお手伝いをする」ことでソリューションのステージを上

げ、MCHCグループのブランド価値を高めていきたいですよね。

二本柳 医薬事業で言えば、医師、看護師、薬剤師の方々や患

者さまに、もっと医療のパートナーとして認めていただかなけれ

ばならないと思っています。そのためには私たちも、医薬品や

医療全般について今以上の勉強が必要です。

浅川 私もお客さまとより良い関係を作るためには、まず自分た

ちの強み、良い商品を持つことが大切だと思います。良いもの

があって、製品を理解していただき、お客さまの課題を解決して、

という好循環を作っていきたいですね。

丸岡 記録メディア事業は、グループの中では数少ないエンド

ユーザー向けの商品を手がけています。今でもお客さまのサ

ポートは相当丁寧に行っていると思うのですが、この姿勢を保ち

続けることが大切ですね。また、もっと深くエンドユーザーの要望

を知りたい。実は今、これまでにない規模でマーケット調査を行っ

ていて、今後この作業で確認できたリアルなユーザー像や市場の

声を商品に反映させていく予定です。

竹岡 結局は、当たり前のことが当たり前にできるというのが、お

客さまの信頼につながるのではないでしょうか。目新しさを求め

たり、意表をつく必要はなくて、真正面からぶつかって失敗したら、

そこから学んでまた前に進むことが大切なように思います。

グループ力をいかに発揮していくか

神田 MCHCグループがスタートして、事業分野を越えた横の

連携を活用する意識がグループ間で高まってきているように感

じます。お客さまとの良い関係を築く上で、グループ力はどのよ

うに活かされている、また活かしていきたいと考えていますか。

丸岡 確かに、メディアの表面加工や分析、表面制御などの技術

が、バイオチップの技術に使われ、それをヘルスケア分野で活か

しているというように、グループ力が形になりつつありますね。

竹岡 グループ力の大きさは肌で感じるのですが、一人の営業

担当者としては、自分の考えでグループ力を結集してお客さま

に対応するということはあまり具体的には想像できません。だ

から、インフォメーションセンターをはじめグループの横の連携

が強化されたことには心強さを感じます。

浅川 私個人も今のところは、まったく事業領域が違う横の連携

より、お互いの得意分野を活かしながら製品の共同開発を進める

という、従来からの縦の連携にグループ力を感じます。

神田 でも機能商品事業分野には、インフォメーションセン

ターから対応依頼を受けるとすぐにお客さまや他の部門に足を

運んでくれる担当者も多く、フットワークの良さには私たちも驚

くくらいなんですよ。

丸岡 そういう風土があれば、浅川さんの周囲でも横の連携でグ

ループ力を活かした事例がすぐに出てきますよ。

二本柳 私はかえって社外の、医療関係の方々からの期待が高

まっていることを感じます。MCHCが生まれて、生命科学を探

究する基礎研究を継続する一方、創薬、検査、診断、創薬支援ま

での一連に対応できることは、想像する以上のインパクトに

なっているようです。

神田 このグループ力を活用すれば、お客さまにより最適なソ

リューションがご提供できるはずなんです。そのために私たちも、

もっとお客さまの声や情報を活かしていきましょう。

インフォメーションセンター　お問合せ先　蕁03-6414-3000
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将来の事業再編にも備え企業情報を積極開示

医薬事業を判断するためには、化学事業とは異なる専門性が必要になります。これに

加え、今も業界再編の動きが続く医薬業界にあって、さらなる成長を目指して他の製

薬企業との提携や合併が必要になることも考えられるため、三菱ウェルファーマは非

上場企業となった今も従来通りの活発なIR活動を続けています。また、三菱ケミカル

ホールディングスの発足とともに化学業界のアナリストの皆さまとの接触も増えた

ため、医薬業界の理解を深めていただくセミナーなどを開催し好評を得ています。

（株）三菱ケミカルホールディングス
広報・IR室

赤神 貴子

●必要な情報を的確に開示

IR（Investor Relations：投資家向けの広報活動）の目的は、株主

や機関投資家、証券アナリストの皆さまに、三菱ケミカルホー

ルディングスを評価していただく上での必要な情報をタイム

リーにご提供し、信頼関係の構築を図ることにあります。求めら

れる情報は人それぞれに異なり、こまめな対応が必要ですし、

しかも化学という学問名を冠する産業にあって、幅広い製品、そ

れも素材や中間原料など直接消費者の皆さまの目に触れにくい

製品を多く扱う三菱ケミカルホールディングスグループの場合、

社外の方から全体を理解していただくことには難しさが伴いま

す。また化学、医薬とも新製品・新事業の開発には長期的な取り

組みが必要なものが多く、そうした特性をご理解いただけるよ

う努めています。私たちは、より良いコミュニケーションを目指

して試行錯誤を重ね、今もその努力を続けています。

●対話を通じて株主・投資家の声を経営に反映

これまで進めてきたIR活動では、とくに経営の状況・方針や事業

の見通しを、経営トップをはじめ各事業の責任者から直接お伝え

できるよう心がけてきました。中間決算と本決算の際はネットカ

ンファレンスを開催するほか、定期的に開催する事業説明会には

CEO、CFOや事業責任者が出席して説明にあたります。また、ス

モールミーティングや個別取材にも積極的に対応しています。海

外についても、CEOとCFOが欧州と北米にそれぞれ年1回赴き、

株主や機関投資家へ経営戦略などの説明を行っています。

こうした直接対話の場は、株主・機関投資家の皆さまの声を経

営に反映させる上でも貴重なものであり、今後とも積極的に機

会を設けていく考えです。

●化学と医薬の総合的な理解を得るために

化学と医薬を併せ持つグループとしての総合力を理解していただ

くため、各種の試みを実施しています。そのひとつとして、グループ

の総合力が活かされるテーラーメイド医療への取り組みについて

のIR活動が挙げられます。医薬と診断の融合並びにその延長線上

にあるテーラーメイド医療には、総合化学会社としてライフサイ

エンスに早い段階から取り組んできた私たちの様々な技術が活

かされると考えており、「テーラーメイド医療に向けて」をテーマ

に事業説明会を開催するなど、積極的にIR活動を展開しています。

今後も、化学と医薬を併せ持つ三菱ケミカルホールディング

スの総合力を理解していただけるよう、IR活動に取り組んでま

いります。

株主・投資家の皆さまとの双方向
コミュニケーションを目指して
株式上場会社である三菱ケミカルホールディングスにとって、株主や投資家の皆さまにグループ各社

の情報を適切に開示するIR活動は重要な役割のひとつです。どのような考えで、どのような取り組み

を行っているのかを広報・IR室に聞きました。

（株）三菱ケミカルホールディングス
広報・IR室 IRグループマネジャー

馬場 由佳

上場証券取引所：東証・大証第一部／コード番号：4188
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●説明会の実施

中間・期末決算の発表の際には、機関投資家や証券アナリストの

皆さまにその内容をより深く理解していただくため、ネットカン

ファレンスを開催しています。それに加え、個別ミーティングを数

多く開催し、三菱ケミカルホールディングスの事業内容や今後の

展開などについての質疑応答を行っています。

また、報道関係者および証券アナリストの皆さまを対象とし

た事業説明会を定期的に開催し、2005年7月には「三菱化学グ

ループの自動車向けビジネス展開」をテーマに、三菱化学が考え

る「地球・ひと・社会にやさしい、生活のパートナー」としての“くる

ま”の将来像と、素材メーカーとしての同分野への貢献の可能性

などについて紹介しました。自動車向けビジネスにおける優位性

や今後の事業展開の考え方について説明し、参加者の方々との

活発な質疑応答も行われました。

2006年1月には「テーラーメイド医療に向けて」、2006年5月

には「石化セグメント事業説明」をテーマとする説明会を開催す

るなど、積極的に事

業内容を説明する機

会をつくっています。

●事業所・研究所見学会の実施

三菱ケミカルホールディングスでは、報道関係者および証券ア

ナリストの皆さまに三菱ケミカルホールディングスグループに

ついての理解を深めていただくために事業所・研究所見学会を

開催しています。

2006年3月に横浜研究センターにおいて見学会を開催しまし

た。光記録メディア事業とカーボン・ケミストリー事業に焦点を

あてて、三菱ケミカルホールディングスグループが積み上げてき

た技術の広がりや技

術優位性についての

説明を行ったあと、

関連研究室の見学を

行いました。

●IR情報の開示

三菱ケミカルホールディングスは、株主の皆さまとのコミュニ

ケーションツールとして、営業の概況、財務情報、トピックスなど

グループに関する情報をまとめた「IR NAVI」を四半期毎に発行

し、株主の皆さまにお届けしています。また、アニュアルレポー

ト（海外の投資家向け年次報告書）やホームページにおいても財

務・株式情報を提供し、情報開示の充実に取り組んでいます。

●株主総会の活性化に向けた取り組み

三菱ケミカルホールディングスでは、いわゆる「第一集中日」以

外での株主総会の開催、株主総会招集通知の早期発送やホーム

ページへの掲載（和文、英文）、インターネットによる議決権行使

に加えて、株主総会会場では映像や音声を用いた、よりわかり

やすい営業報告や議案説明など、開かれた株主総会の実現に向

けて様々な工夫を行っています。なお、設立後最初の株主総会

となった2006年2月22日開催の臨時株主総会においては、ご出

席の株主の皆さまに三菱ケミカルホールディングスグループに

ついての理解を深めていただくために、商品展示を行い、さら

に総会終了後には事業説明会を行いました。

事業説明会

見学会
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三菱ケミカルホールディングスグループの
最も大きな財産は、「人」です。

事業活動を通じて、豊かで健康な社会の実現に貢献していくためには、グループ各社従業員一人ひと

りが職場で働きがいを感じ、それぞれの目標に向かって力を合わせていくことが必要です。そのため

には、私たち三菱ケミカルホールディンスグループの従業員は、お互いの個性を尊重し、自由で活発な

議論を行うとともに、それぞれ与えられた業務のエキスパートとして、その能力を自ら高めていくこと

が必要であると考えています。

人権に取り組み四半世紀

三菱化学（株）
人事部 人権室長

小原 俊治

三菱化学では、1980年1月に人権啓発推進体制を発足させ、「あらゆる差別をゆるさない、見逃さな

い」企業を目指して、人権啓発に取り組んでいます。私が担当したのは同年9月からで、早いもので

26年、四半世紀が経過しました。これまでの道のりは、平坦なものではなく、研修を開始した当初は、

「また、研修か」といった声が聞こえましたが、根気よく人権啓発に取り組んだ結果、2005年度の三

菱化学グループの人権研修は、436回を数え、人権啓発標語の募集に対し8,786点の応募があるま

でに、社内においての人権啓発は、定着、発展してきました。まさに継続は力なりを感じています。

3年前からは、社内講師養成研修でグループ会社の人権講師を養成するとともに、「三菱化学グルー

プ人権啓発推進連絡会」を発足させました。また、単独企業グループでは初めて、中小企業等に対し

人権尊重の理念を普及させ、人権意識の涵養を図るために実施する人権啓発支援調査委託事業を経

済産業省から受託し、グループ会社、一部の取引先を対象に人権研修を実施しています。私は、「人権

を守ることは自分の人権を守ることでもある」と考えています。気づきをもたらし、意識を変革し行

動を変容するためには、情熱とたゆまぬ努力が求められます。「働きやすい心豊かな社会から認めら

れる企業集団」を目指して、今後、海外における人権啓発に取り組むなど幅広く頑張ってまいります。

GLP研修制度を利用して

Mitsubishi Polyester Film, Inc.
(South Carolina, U.S.A.)
Customer Service Manager

Melissa Few

私が参加したアメリカ・ヨーロッパ・アジアをまたぐポリエステルフィルムグループのGLP（Global

Leadership Program）は素晴らしい研修でした。日本（滋賀）とドイツの工場を訪れ、それぞれの文

化を体験することができたことは、非常に有意義であり、グループ幹部メンバーの方々の講演やアク

ションラーニングチームでの活動からも多くのことを学びました。最も興味深かったのは、Ram

Charan氏の講演とRocky Kimball社による体感ワークを交えた講義でした。

GLPに参加するために日本とドイツを訪れたことで、気軽に連絡を取り合うことのできる友人、仕事仲

間ができ、意思疎通を円滑に図ることができるようになりました。質問があればすぐに他の地域の方に

聞くことで、的確なアドバイスをもらったり、同じ課題を抱えていたということが分かる場合もあります。

また、研修にて上司、部下、同僚等からの評価（360度評価）のフィードバックを受け、リーダーとしての

パフォーマンス、スキル向上に役立てています。
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育児休職制度を利用して

三菱ウェルファーマ（株）
保証本部 安全性情報部

山口 郁未

子どもの出産・育児のため、2005年1月から2006年4月まで育児休職制度を利用しました。

約1年間、息子とベッタリの毎日で大変なこともありましたが、「寝返りして、ハイハイして、つかま

り立ちして、あんよして」と日々成長する息子の姿を間近で見守ることができ、とても充実した1年を

過ごすことができたと感じています。また、1歳過ぎまでゆったりと休職できたため、安心して息子

を預けることの出来る保育園を、じっくり選ぶことができました。無事、第一希望の保育園に入所で

き、息子は毎日、先生やたくさんの友達と楽しい日々を過ごしているようです。

実際に復職するまで、育児との両立や1年間のブランクなど様々な不安がありましたが、育児との

両立がしやすいよう業務内容に配慮していただくなど、上司や周りの方々の理解と協力のお陰で、安

心して復職することができ、感謝しています。現在は短時間勤務制度を利用しながら育児と仕事の両

立に励んでいます。

障がい者雇用について

（有）化成フロンティアサービス
常務取締役 事業部長

森川 清照

1993年3月、障がい者雇用促進のために特例子会社「化成フロンテイアサービス」が北九州市黒崎の

地に設立されました。当時は従業員29名の内、障がい者が18名でしたが、現在は総勢118名の内、

障がい者は72名を占めています。これにより三菱化学の障がい者雇用率についても、法定雇用率

1.8%に対して2006年6月時点で2.2%となっています。

基本的な考え方は、様々な障がい者および健常者すべての従業員が働きやすい職場「ノーマライ

ゼイション」を目指すことです。そのために日 「々健康・安全と良い仕事」を目標に、挨拶・声かけに始

まる明るく活き活きとした職場づくり、そしてお客さまのニーズに合った良質なサービス提供を目指

してそれぞれの職場で頑張っています。

2006年3月には無災害135万時間（第6種）を達成しました。すべての従業員がお互いに少しずつ

助け合い、補いながら、お客さまの信頼に応えられるように、そして企業としての社会的責任を果た

すべく取り組んでいます。

従業員のモチベーション向上への取り組み

三菱化学メディア（株）
三菱化学メディア／バーベイタムグループ
アジアパシフィック担当
ジェネラルマネジャー

佐藤 龍平

三菱化学グループのDVD-Rをはじめ、各種記録メディアの販売で欧州最大のバーベイタム社は、従業

員の仕事に対するモチベーションの向上を目指し、毎年欧州およびその周辺の営業地域内において

セールスカンファレンスを開催しています。今回は南アフリカのヨハネスブルクで行いました。

セールスカンファレンスは、参加者にとって、自分たちが「ただ物を売っている」のではなく、自社の製

品がいかに社会に貢献しているか、今後どのような形で社会に貢献していけるかを製品情報や最先端

の技術を通して実感することにより、「製品を通して社会に貢献

していく」といった誇りを感じてもらえる機会であればと考えて

います。参加者からも、「日ごろ顔を合わすことのない他地域の

担当者とのコミュニケーションを図ることができる」、「自社が社

会に役立っていることを感じられ、より一層、製品を通して社会

へ貢献していきたい」といった意見をいただいています。



製品・技術を通した社会への貢献 
社会との 

Good Chemistry
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研究開発体制

総合力を活かした多彩な技術・知識の融合で社会に貢献

●幅広い事業の境界領域で新たな価値を創造

三菱ケミカルホールディングスグループは、「総合化学企

業」として社会の発展につながる幅広い製品を世に送り出

してきました。そして今後ますます高度化・複雑化が進む

社会のために、多彩な事業の境界領域で、それぞれが培っ

た知識や技術を融合して新たな価値を生み出す「複合化

学」により、その進化に貢献したいと考えています。

私たちは「Good Chemistry for Tomorrow」というグ

ループ理念のもと、基礎石化製品や合成繊維原料などの

「化学品」、エレクトロニクスや自動車産業などに高機能な

化学材料を提供する「機能商品」、ヘルスケアにかかわる

「医薬バイオ」の3つの分野を中心に事業を展開していま

す。そしてグループが持つ力を効果的に発揮するための

選択と集中を図り、「非枯渇資源」、「固体照明」、「ディスプ

レイ」、「自動車用ポリマー」、「創薬支援」の5つを重点テー

マに選びました。

●未来に向け研究開発体制を再編

こうした三菱ケミカルホールディングスグループが進む方

向に合わせ、2006年4月には新規事業の創出や基盤技術

の強化を担う研究開発センターの組織再編にも着手し、

従来は21あった研究所を7つにするとともに、プロジェク

トも重点テーマに沿った4つに整理しました。企業の研究

開発は、主に基盤研

究、探索研究、応用

研究の3つに分かれ

ますが、従来から強

みとしてきた基盤や

探索研究はさらに磨

きをかけ、応用研究

では社会やお客さまの声をより積極的に取り入れること

で研究のスピードアップを図っていきます。

また、企業にとってCSRがますます重要になる中、研究

開発の現場でもコンプライアンスのさらなる徹底が必要

だと考え、研究者たちが価値観を共有し行動の規範とす

る「研究者行動規範」を制定しています。

●20年先の社会も見すえて研究を拡大
私たちが今、積極的に取り組んでいる5つの重点テーマは、

いずれも省資源や省エネルギー、ヘルスケアなど、社会的

な広がりとなっている課題の解決に寄与できるテーマば

かりです。これらについては3年、5年のうちに具体的な

成果を生み出していきたいと考えています。さらに10年、

20年先の将来に向け、私たちは新たな重点研究テーマの

探索にも取り組んでいます。

ライフサイエンスやプロセステクノロジー、素材開発力

など、幅広くかつ高度な知識と技術の融合により、三菱ケ

ミカルホールディングスグループはこの先の未来も、社会

や人、地球環境のために優れた価値の創造を続けます。

(株)三菱ケミカルホールディングス 取締役
三菱化学（株）常務執行役員［CTO（Chief Technology Officer）］
（株）三菱化学科学技術研究センター 取締役社長
（株）三菱化学生命科学研究所 代表取締役

小林 喜光

横浜研究センター
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医薬品開発

強みを磨くことで研究開発の成果をより早く具現化

三菱ウェルファーマ（株）常務執行役員
事業開発部門長

製品戦略部・知的財産部・渉外部　担当

戸部 昭広

●研究開発を通じて人々の命や健康に貢献

製薬企業には、医薬品の開発や供給を通して、人々の生命

の維持や健康の増進に貢献するという重要な社会的使命

があり、私たち三菱ウェルファーマもその使命を果たし、

さらには医療の未来を切り拓くべく積極的な研究開発を

推し進めています。

私たちが手がけているのは、医療の現場で使われる専

門の薬剤ですが、近年は新薬開発の成果をより早く具現

化するために、これまで蓄積してきた経験や知識が効果

的に発揮できる分野の見極めと体制の整備に努めてきま

した。そして現在、重点領域に定めて研究開発に取り組ん

でいるのが、「循環・代謝」、「精神・神経」、「呼吸器・免疫」、

および「癌・肝疾患」の4つの領域です。

●豊かな知識と経験を活かす4つの重点領域
循環・代謝領域は、脳梗塞や脳血管障害などを含む分野で

すが、三菱ウェルファーマは脳保護剤の「ラジカット®」をは

じめ、他にない機能を持った薬剤を多数揃えており、今後

もこの強みをさらに進化拡大させていきます。

また、精神・神経領域にはアルツハイマー病やうつ病な

どを含み、呼吸器・免疫領域では気管支ぜん息やアレル

ギー性鼻炎などが対象に入ります。いずれも、今後ますま

す社会的な必要性が高ま

るものと予想され、三菱

ウェルファーマでも効果

と安全性の高い新薬の開

発に力を注いでいきます。

肝疾患領域でも、これまでに多くの実績を上げてきて

おり、現在も数種の新薬開発が進んでいます。米国の医薬

ベンチャーであるVertex社の技術を導入したC型肝炎治

療薬の開発などが進行中です。

さらにこれらの重点領域については、難病と呼ばれる

ようなハードルの高いテーマへの挑戦も続け、医療の進

化の一翼を担うことを目指しています。

●テーラーメイド医療の実現に向けて

近年、今後の医療が向かう先として、遺伝子の解析をもと

に一人ひとりに最適な治療を施す「テーラーメイド医療」

への期待が高まってきました。三菱ケミカルホールディン

グスグループは、基礎研究から診断検査、医薬品の開発ま

でを一貫して行える世界にも類を見ないグループであり、

三菱ウェルファーマの研究開発部門でも現在、グループ各

社との連携をさらに強化してテーラーメイド医療の実現

を目指した取り組みを進めています。

さらに今、医薬品業界はますます変化が早く、グローバ

ル競争の激しい世界となってきました。新薬の開発には

長時間を要し、10年後の社会を見すえて研究を持続する

必要があります。三菱ウェルファーマは自らの強みが発

揮できる領域で確かな成果をあげることによって存在感

を示し、世界に通用する国際創薬企業として成長を成し

遂げます。

「ノバスタン®」とトロンビンの結合状態図



地球温暖化の主因とされているCO2排出量の削減が、私たち

の重要課題となっています。これには地球規模で、長期的な視

野を持ち、対策を取っていくことが必要です。2005年2月に京

都議定書が発効し、日本には2010年までに1990年比6%の温

室効果ガスの削減が求められています。

三菱ケミカルホールディングスグループでは、グループ各社がそ

れぞれの業種・業態に応じたCO2排出量の削減に取り組んでい

ます。また、社員一人ひとりが業務における環境に及ぼす影響を

十分に認識し、結果的にCO2排出量の削減につながる生産性の

向上や効率化の事例などの情報・技術をグループ会社で共有

し、より一層地球温暖化の防止に貢献できるよう努めています。

三菱ケミカルホールディングスグループにおいて多くのCO2を

排出している三菱化学では、所属する日本化学工業協会の環境

自主行動計画に基づいて、エネルギー原単位（ある単位量の製品

を生み出すために必要な電力や熱などのエネルギーの量）の改

善に取り組んできました。この取り組みは、エネルギ－の効率化

を図ることで、より少ないエネルギーで製品をつくり、製造過程

で発生するCO2を減らしていくことを目的としています。また、

化学業界全体で「2010年に1990年比エネルギー原単位10%の

改善」が目標値として設定されましたが、三菱化学は、大口の排出

者としての責務を果たすべく、1990年から毎年１%の削減という

目標を設定し、2002年には10%の削減を達成しました。

しかし、京都議定書で求められているのは、CO2排出の「絶対

量の削減」です。社会の発展とともに生産量が増える中で、CO2

排出絶対量をどう抑制するかが今後の課題となっています。三

菱化学では、エネルギー多消費型の製品から高機能・高付加価

値の製品へ事業構造を転換したことがCO2排出絶対量の削減に

もつながりました。その結果、2005年度に1990年比14.0%の

削減を達成することができました。

また、三菱ウェルファーマでは、日本製薬工業協会が掲げる

「2010年度の製薬企業のCO2排出量を1990年度レベル以下に

抑制する」と同じ目標を設定し、三菱ウェルファーマグループの工

場や研究所、物流センター、オフィスビル等で取り組んでいる省

エネルギー活動を中心とするCO2排出量削減対策を推進してい

ます。三菱ウェルファーマのような製薬会社はエネルギー多消費

型産業ではありませんが、研究所や工場ではGLP（医薬品の安全

性試験の実施に関する基準）、GMP（製造管理および品質管理規

則）などの基準に基づく厳格な清浄度管理や冷室温度維持管理等

が必須であり、製品の製造量に直接連動しないエネルギーを多く

使用するという特性があります。そこで、エネルギー負荷の大き

い空調の省エネルギー対策を優先的に実施しなければならない

と考え、熱源として使用する蒸気の効率化に取り組んでいます。

このように、三菱ケミカルホールディングスグループは、現状

に満足せず、継続してCO2排出量の削減に取り組んでいきます。

そして、従来よりいっそう省エネルギー化を進め、社会的責任を

果たしていきます。

地球温暖化への対応

三菱ケミカルホールディングス　CSRレポート200619

人と地球の持続可能な社会のために
幅広い技術で環境保護に取り組みます。
三菱ケミカルホールディングスグループでは、地球環境とのGood Chemistry
を構築するため、世界の共通課題である深刻化する地球温暖化への対応、省資

源・省エネルギー、廃棄物や環境負荷物質の排出削減などに積極的に取り組ん

でいます。常に環境配慮の視点を持ち、人と地球が共存できる持続可能な社会

の実現に向けて邁進しています。

地球環境との

Good Chemistry
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京都議定書の批准により、二酸化炭素の排出増加につながらない植物原料製

品への社会的関心は年々高まってきています。「エコロージュ®」は、トウモロ

コシなど植物のでんぷんから作られる「ポリ乳酸」を主原料とした非枯渇の植

物系フィルムで、化石燃料の使用量削減やCO2排出量の抑制にも効果があり、

環境負荷の軽減に貢献しています。窓付き封筒の窓部分のフィルム（（株）NTT

ドコモ等）、乾電池用ブリスターパック（松下電池工業（株））、PETボトルシュ

リンクラベル（アサヒ

飲料（株））などに使用

され、着々と用途が

拡がってきています。

「環境の維持」と「人の生活に役立つプラスチック」の両立を目指

して名付けられた「GS Pla®」は、「脱水重縮合」技術を用いて作ら

れる「自然に還るプラスチック」です。コハク酸、1,4-ブタンジ

オールなどを原料とする脂肪族ポリエステル樹脂で、自然環境の

なかで水と二酸化炭素に分解します。現在、原料のコハク酸は石

油資源から製造されているため、枯渇しない「再生可能な資源」

であるでん粉などの植物性原料からの製造を目指し、研究開発に

取り組んでいます。主にフィルム・シート分野で、たとえば包装材

料、農業用資材などに使用が始まって

います。

今後は、植物から作られる「GS Pla®」

の応用範囲を広げ、食品包装容器・家

電・自動車部品など様々な産業分野で

の活用を目指していきます。

鹿島動力では、鹿島臨海工業地帯として初め

てLNG（液化天然ガス）燃料を導入し、既設ガ

スタービン（8,100kw級2基）の燃料をLPG（液化プロパンガス）からLNGに

転換することによる高効率化に加え、天然ガス・ガスエンジン（5,750kw級

2基）の新設を実施し、2006年3月から営業運転を開始しました。これにより、

エネルギー使用量を原油換算値で年間約9,500k褄削減（省エネ率10%）でき

るほか、炭酸ガスも約61,000トン削減（削減率25%）できる見通しです。こ

の取り組みは、NEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術統合開発機構）

の「複数事業者が連携する省エネ事

業者支援事業」の第１号案件として

採択されています。今後も電力・蒸

気コストの低減化を図りつつ、省エ

ネ、炭酸ガス削減のさらなる追求を

行い、次世代型コージェネレーショ

ンモデル事業を目指していきます。

イフコ・コンテナーシステムは、従来の青果物輸送

に使われていた段ボールに代わり、プラスチックコ

ンテナーを使用し、これをレンタルする「青果物流

通用・通いコンテナーレンタルシステム」です。

青果物の生産地における軽量化・物流コスト削減

などの問題に、また青果物を販売する小売者におけ

るゴミのゼロ化に、大きく貢献しています。その上、

商品の鮮度・品質の保持、作業効率化、省スペース

化にも役に立っています。

量販店業界大手も導入を推進しており、青果物業

界でも重要性・有用性への理解が深まってきていま

す。さらに農林水産省も、深刻化する環境問題から

通いコンテナーの重要性を認識し、産地へのコンテ

ナー化促進の施策が取られるようになりました。

環境配慮型
製品・設備

省資源（非枯渇資源）

「エコロージュ®」 三菱樹脂㈱

省エネルギー
LNGコージェネ設備 鹿島動力㈱

リユース（廃棄物削減）

イフコ・コンテナーシステム イフコ・ジャパン㈱

「GS Pla®（ジーエスプラ）」 三菱化学㈱
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人の命にもかかわる医薬品の生産に携わる者にとっては、高いレベルで

製品の品質を維持し、安全性を保証することが重要な社会的責任のひと

つになります。医薬品の品質で最も大切なのは薬効ですが、それととも

に異物の混入や、錠剤の割れや欠け、ラベルの汚れ・かすれなども含め、

私たちは品質を総合的にとらえてGMPと呼ばれる医薬品の製造管理規

則に則り、その維持とさらなる向上に努めています。

一例として異物の混入に関して述べますと、昆虫や人の毛髪・皮膚菌

類など生体由来のものや、塵埃等が混入する可能性あります。それらを

製造環境からシャットアウトするとともに、それが常に証明できることが

必要です。そのため生産エリアでは、定期的なモニタリングを行ってお

り、昆虫については生産エリア各所に機器を設置し常時調査を行うとと

もに、さらに年1回、大規模な調査を過去15年以上にわたって実施し、建

物内への虫の侵入を防いでいることを確認しています。菌についても同

様に、3カ月ごとに調査を行い適切なレベルにあることを確かめていま

す。また塵埃については、生産する剤形に応じたクリーンルームを備え、

工程ごとに最適な管理を施しています。

私たち従業員一人ひとりがこうした品質の維持・向上についての取り組

みや、「人為的なミスを最小限にする」というGMPの精神を理解するととも

に、私たちは、製品への信頼・理解を向上していただくため、医療関係者

や地域の方々にも積極的に生産エリアを見ていただくよう努めています。

三菱化学グループでは「環境と安全の確保は事業活動の大前提

であり、経営の基盤である」との理念のもと、1995年からRC（レ

スポンシブル・ケア）活動に取り組んできました。鹿島事業所の

CSR強化についても、このRC活動の「環境保護」、「保安防災」、「労

働安全衛生」、「化学品安全」、「品質保証」の5つの柱を中心に推進

するとともに、地域社会とのコミュニケーションを図っています。

保安防災では、自主保安活動による災害ゼロを目指し、安全

のための徹底した設備管理や検査を実施するだけでなく、設備

の潜在的なリスクを把握し、設備の安全性の向上に取り組んで

います。また災害や事故に備え、事業所内の消防・防災設備や

組織を整えるとともに、生産現場、事業所、コンビナート全体な

ど様々な規模で定期的に防災訓練を行っています。

環境保護については、2001年に認証を受けたISO14001の

システムを活用し、生産現場ごとの責任を明確にしながら進め

ています。大気や水質の汚染物質排出量、廃棄物の削減などに

ついて年度ごとに明確な目標を定め、計画・実施・点検・見直し

を繰り返すことで確実な実績をあげてきました。

品質保証についてもISO9001のシステムを利用して高度化を

進めており、労働安全では全従業員への意識徹底などを図り労

働災害防止に努めています。また近隣小学校への出前実験教室

や工場見学の受け入れ、積極的な情報開示などにより地域社会

とのコミュニケーションを推進しています。

生産拠点と社会との

Good Chemistry

鹿島地域の事業所/
工場における取り組み
三菱ケミカルホールディングスグループの各社は、国内外の

様々な場所に生産拠点を設け、地域社会の一員として安全や

環境保護、地域社会とのコミュニケーションに努めながら生

産活動を行っています。中でも茨城県東部の鹿島臨海工業地

帯は、三菱化学の石化関連プラントや、三菱ウェルファーマの

医薬品工場など、三菱ケミカルホールディングスグループの

重要な生産拠点が集まる地域です。地域社会との共存のため

に、また産業や暮らしを支える原料・製品を安全・安定的にお

届けするために、鹿島地域の事業所／工場が推進している取

り組みの一端をご紹介します。

品質を総合的に保証するための継続的な努力

三菱ウェルファーマ（株）
製薬本部　製薬技術センター
製剤製造部長

金栄 秀彦

RC活動を核にCSRの強化を推進



運転効率の向上や環境対策、安全・
安定運転についての検討は日常
業務のひとつとなっている。

技術検討会

KYは危険予知の略で、実作業を
行う前には担当者が集まり潜在的
な危険を洗い出し対策を検討する。

作業KY

教育訓練のひとつで、独自に開発
したソフトを使いコンピュータでプ
ラントの運転操作を学ぶ。

シミュレータ訓練

自主保全活動や作業改善活動など、
生産での日々の改善活動の成果を
事業所大会や全社大会で発表する。

小集団活動報告会

部内、事業所内、コンビナート全体
と日常的に様々な防災訓練が行わ
れ万が一に備えている。

防災訓練

認定完成・保安検査

法令遵守はもちろん、さらに厳し
い管理基準を定め、異常の兆候を
早期に検知し、対策を立案する。

設備検査

制御室の計器でコンピュータによ
る運転制御の状況を監視しつつ、
場合に応じて調整を加える。

計器による運転監視

運転・設備管理

プラントの計器を確認して回りな
がら、五感を働かせて設備の点検
を行う。

パトロール

保安・安全・環境への取り組み

改善活動

教育訓練

ポリエチレンや塩化ビニルなど、さまざまな石油化学製品の大もとになる基礎製品を生み出すエチレン
プラント。その時どきによって微妙に異なる原料の性質に合わせ運転をきめ細かく調整し、設備に異常
がないかを確認しメンテナンスを施しながら、エチレンプラントは24時間365日、周辺地域への環境配慮
を行いながら安全かつ安定的な生産を続けています。

7:307:30 15:30

23:30

パトロール

SOP教育法令教育

作業
改善活動

資格取得勉強会

計器による
運転監視

工事協力会社
連絡会

品質／環境
ISO監査

緊急防災訓練

RC
委員会

RC監査

SR検討会

SA検討会

パトロール

パトロール

引継ぎ

引継ぎ

トラブル事例教育
計器による
運転監視
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運転員が3交代制で24時間、プラントの運転を監視・調整。プラント近くの制御
室で計器やモニターによる監視および運転調整を行うチームと、生産現場に赴
いて設備を見回り、計器・機器のチェック、メンテナンス作業などを行うチームに
分かれ、お互いが密接に連絡を取り合いながらプラントの安全・安定的な運転を
支えています。エチレンプラントでは、定期的に設備全体を停止し大規模なメン
テナンスを行う定期改修工事を実施しており、その計画や工事管理も担当します。

生産の高度化やメンテナンスのために、プラントの設備や運転方法にはしばし
ば変更が加えられますが、その際には、必ず事前に安全や環境保護などの面か
ら詳細な検討を行っています。また鹿島事業所は、法令で定められた設備検査
を自ら行うことが認められた認定事業所となっており、設備の新設や改造を行っ
た際には法規に則った検査を実施するとともに、検査の正当性を確かめるため
第三者的立場での内部監査も行っています。また排ガス・排水などについては、
24時間計器による監視やパトロールを行い、環境への悪影響を防止しています。

一見、変わりなく運転を続けているように見えるエチレンプラントも、安全性
や環境性、生産性などの面で常に進化を続けており、その進化を支えている
のがプラントの運転管理を担う運転員の、改善への前向きな取り組みです。
全社的にも各生産現場の改善活動を活性化する仕組みを整えており、優れた
活動は部内、事業所内、全社での発表会を経て表彰を行い、他の事業所へ水
平展開することで生産現場力の強化に活かしています。

自動化が進んだ大規模な生産プラントも、きめ細かい運転調整や保全管理で
は“人”に頼る部分も多く、優れた人材の育成が欠かせません。生産現場での
作業に必要な知識・技能は、SOP（標準業務手順書）教育や仕事を通じて先輩
から後輩へと伝えられるとともに、通常なら起こりえないトラブルの発生な
ども自在に設定できるシミュレータも活用して運転員を育成。また万が一災
害や事故が起きた際にも落ち着いて的確な対応ができるよう、実践的な防災
訓練や緊急操作訓練を頻繁に実施しています。

各種会議 他部門との連携強化のため、保安や環境
などの取り組みに関する様々な会議が開かれる。

運転方法および設備変更の際の安全性検討（SA）は
もちろん、既存設備の安全性の評価（SR）についても
取り組んでおり、確実に対策を講じている。

引継ぎ チームが交代する際には必ず、それまでの
運転や作業準備状況の申し送りを行う。

朝　礼 1日の区切りとして朝礼を行い、運転員全員が
共有すべき情報をあらためて確認する。

高圧ガス認定事業所として、設備
の新設や改造を行った際には、認
定検査室が法令に準拠しているか
の検査を行い、さらに認定監査室
が認定検査室の作業が正しく行わ
れたかを官庁にかわり確認し、検
査の透明性を高めている。



■石化セグメント
ヴイテック(株)
越前ポリマー(株)
川崎化成工業(株)
サンダイヤポリマー(株)
(株)ジェイ・プラス
ダイアケミカル(株)
ダイヤティーエー(株)
ダイヤニトリックス(株)
中央理化工業(株)
テクノポリマー(株)
日本イソブチレン(有)
日本エステル(株)

日本エタノール(株)
日本合成化学工業(株)
日本ポリケム(株)
日本ポリエチレン(株)
日本ポリプロ(株)
日本ユニペット(株)
PSジャパン(株)
三菱エンジニアリングプラスチックス(株)
油化スケネクタディー(株)
四日市合成(株)
Dia Chemics Korea Limited
台湾菱化股 有限公司

HMT Polystyrene Co., Ltd.

MCC PTA India Corp. Private Limited
Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.
Mytex Polymers US Corporation
Mytex Polymers Asia Pacific Pte Ltd
Novapex Australia Pty Ltd.
寧波三菱化学有限公司

PT. Mitsubishi Chemical Indonesia
三南石油化学（株）

三養化成（株）

Sasol Dia Acrylates (Pty) Ltd
太洋尼龍股 有限公司

Yuka Seraya Private Limited

■機能商品セグメント
エムコマース（株）

大阪化成（株）

化成オプトニクス（株）

関西熱化学（株）

児玉化学工業（株）

ジャパンエポキシレジン（株）

（株）新菱

（株）ダイアインスツルメンツ

（株）ダイヤケムコ

ダイヤファイン（株）

（株）ティーエムエアー

日東化工（株）

主なグループ会社名

衣・食・住を
様 に々支えるケミストリー

身のまわりにある様々

なプラスチック製品を

提供するだけでなく、缶

コーヒーのミルクとコー

ヒーの分離を防ぐ乳化剤などの

食品機能材や食品特性に合わせた最適な食品包材を開発し、

広く利用されています。各種衣料の伸縮性や着心地を支える

合成繊維の原料、リサイクル可能な材料で作られた内装材をは

じめとする「人と地球にやさしい建築材料」など、衣・食・住の

すべての分野において、私たちの快適な暮らしに貢

献しています。

生活関連
分野

最先端の色素技術を用いたCD、DVDなど

の光記録メディア、電子写真感光体（OPC）・ト

ナーなどで、大容量の情報の記録、プリンターや複写

機の高速化、高精細化に対応し、私たちのIT・情報化

社会の進展を様々なかたちで支えています。

また、薄型、大型化、高性能化が進むフラットディスプレイパネルにおいて、

液晶・プラズマなどのディスプレイ用部材、フラットディスプレイパネルに使用

される機能性フィルムを運搬時に保護するリリースフィルムなどを提供してい

ます。エネルギー効率が高く高輝度な固体照明や次世代ディスプレイとして注

目されている有機ELディスプレイなど新たな領域への挑戦も始まっています。

三菱ケミカルホールディングスグループでは、

石油化学製品、炭素製品、情報電子関連製品、

樹脂加工品、複合材、医薬品など多彩な製品を

社会に提供しています。

これらの製品は、私たちの暮らしの

いたるところで利用されており、

豊かで健康な社会の実現に貢献しています。

今後も、高度な技術と革新的な研究開発によって、

「人・社会・地球環境」のより良い関係構築の

一助になりたいと考えています。

多彩に広がるGood Chemistryで
より良い未来に貢献します。

情報電子・
IT分野

事業を通したCSR

鮮やかに暮らしを彩る
光と色のテクノロジー
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世界中の一人ひとりに
より良い医療の提供
基礎研究から創薬、検査、診断、創薬支援まで、

グループ総合力とネットワークを活かして、世界中

の人びとの「QOL（生活の質）」向上を目指すとともに、

最先端医療にも貢献しています。遺伝子レベルの解析

によって、患者さま一人ひとりに対して最適な治療を施

すテーラーメイド医療や予防・予後医療を視野に入れた

総合医療など、医療を受ける患者さんの視点でヘルス

ケア関連ビジネスを展開しています。

日本化成（株）

フロンティアカーボン（株）

三菱化学アグリ（株）

三菱化学エムケーブイ（株）

三菱化学カルゴン（株）

三菱化学産資（株）

三菱樹脂（株）

三菱化学フーズ（株）

三菱化学ポリエステルフィルム（株）

三菱化学メディア（株）

油化電子（株）

（株）ユポ・コーポレーション

菱化マックス（株）

■ヘルスケアセグメント
（株）ウェルファイドサービス

MPテクノファーマ（株）
MPロジスティクス（株）
（株）エーピーアイコーポレーション

ゾイジーン（株）

（株）バイファ

（株）ベネシス

（株）三菱化学安全科学研究所

（株）三菱化学ビーシーエル

（株）三菱化学ヤトロン

吉富薬品（株）

■その他
アルパスタッフ（株）

エムシーエフエー（株）

（株）エムネット

（有）化成フロンティアサービス

（株）ダイヤ分析センター

（株）ダイヤリサーチマーテック

ダイヤリックス（株）

日本錬水（株）

（株）三鈴エリー

三菱化学エンジニアリング（株）

（株）三菱化学科学技術研究センター

（株）三菱化学生命科学研究所

三菱化学物流（株）

（株）菱化システム

（株）ロンビック

MC Research & Innovation Center, Inc.

※三菱化学（株）および三菱ウェルファーマ（株）
は除いています。

※グループ会社名はセグメント別五十音順、

2006年3月末現在

菱東肥料（株）

菱洋商事（株）

Mitsubishi Chemical FP America, Inc.
Mitsubishi Chemical Infonics Pte Ltd
Mitsubishi Kagaku Imaging Corporation
Mitsubishi Polyester Film GmbH
Mitsubishi Polyester Film, Inc.
RESINDION S.R.L.
太洋化成股 有限公司

太洋新技股 有限公司

USR Optonix Inc.
Verbatim Corporation
Verbatim Limited

ヘルスケア
分野

タイヤに使用されているカーボンブ

ラックや透明性、耐熱性、耐衝撃性な

どに優れたエンジニアリングプラスチッ

クなど私たちの製品は自動車分野においても多

く使われています。中でも、自動車用各種部品

に使用されるポリプロピレンや優れた耐衝撃性・耐久性をもつ樹脂燃料

タンク用ポリエチレン、炭素繊維と成形・加工技術、化学蒸着技術などを

複合し開発した外装部品、プロペラシャフト、時速200km以上に対応す

るカーボンコンポジットブレーキなどの炭素繊維複合材料、ハイブリッド

車の動力源として使用されるリチウムイオン2次電池の電解液、正極材、

負極材などの主要材料、排ガス中のNOxを大幅削減する尿素SCRシステ

ム用高品位尿素水などを提供し、自動車の軽量化、低燃費、CO2低減な

どの環境性能とともに、安全性能や乗り心地の向上に貢献しています。

自動車
分野

化学を通して、人と自然のより良い関係を築くための

製品づくりに取り組んでいます。水処理や空気の浄化な

どに使われるイオン交換樹脂や活性炭をはじめ、液晶ガラス基板

の再生や半導体製造装置部品の精密洗浄技術、さらには、化成品

や水などの納入・使用・回収・処理までを技術的にケアする「トータ

ルケミカルマネジメント」など限りある資源を有効利用する仕組み

づくりを取り進めています。また、生分解性プラスチックな

ど暮らしに身近な製品の環境負荷低減に取り組むとともに、

蓄積した知識・技術を活かした環境分析・コンサルティング

などを通して、地球環境保護への貢献を目指しています。

環境・
エネルギー
分野

安全で快適で環境にもやさしいカーライフ

人と自然の共存を
化学のチカラで実現
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会社概要

社　名 株式会社三菱ケミカルホールディングス
（英文名：Mitsubishi Chemical Holdings Corporation）

設　立 2005年10月3日

資本金 500億円

代表者 取締役社長　冨澤 龍一

本社所在地 東京都港区芝五丁目33番8号（第一田町ビル）

2006年10月10日に以下所在地に移転
東京都港区芝四丁目14番1号
（三菱ケミカルホールディングスビル）

従業員数 32,955名（連結ベース）

上　場 東京証券取引所、大阪証券取引所

主要連結子会社 三菱化学（株）、三菱ウェルファーマ（株）

主な事業内容 グループ会社の経営管理
（グループの全体戦略策定、資源配分など）

グループ会社数 371社（国内／258社、海外／113社）

URL http://www.mitsubishichem-hd.co.jp

三菱化学（株）

1934 日本タール工業㈱として発足

1950 企業再建整備計画により、繊維部門は新光レイヨン㈱（現三菱

レイヨン㈱）、硝子部門は旭硝子㈱として分離、化学工業部門

は日本化成工業㈱として発足

1956 三菱グループとシェル社グループとの共同出資により三菱油化㈱

設立

1994 三菱化成㈱と三菱油化㈱が合併し三菱化学㈱が誕生

1999 東京田辺製薬㈱と合併し、両社の医薬事業を全額出資子会社の

三菱東京製薬㈱として分離

三菱ウェルファーマ（株）

1901 東京日本橋本町で薬種問屋「田辺元三郎商店」（後に東京田辺製薬

㈱に商号変更）創業

1940 ㈱武田長兵衛商店（現武田薬品工業㈱）と日本化成工業㈱（現三菱

化学㈱）により武田化成㈱（後に吉富製薬㈱に商号変更）を設立

1950 ㈱日本ブラッド・バンク（後に㈱ミドリ十字に商号変更）設立

1998 吉富製薬㈱と㈱ミドリ十字が合併して新生吉富製薬㈱が誕生

2000 吉富製薬㈱をウェルファイド㈱に商号変更

2001 ウェルファイド㈱と三菱東京製薬㈱が合併し、三菱ウェルファーマ

㈱が発足

History
2005年10月3日、三菱化学（株）と三菱ウェルファーマ（株）は、株式移転により、共同持株会社、（株）三菱ケミカルホールディングスを設立しました。
両社の主な沿革は以下の通りです。

◎売上高（億円） ◎営業利益（億円）

◎当期純利益（億円） ◎従業員数（人）
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33,496 33,261 32,955

【三菱ケミカルホールディングス連結業績に関する留意点】

• 2005年度（2006年3月期）の三菱ケミカルホールディングス連結は三菱化学
連結を引き継いで作成しています。

（三菱ケミカルホールディングス連結［2005年度］＝
三菱化学連結上期＋三菱ケミカルホールディングス連結下期）

• 従来の三菱化学の連結は三菱ウェルファーマグループを連結子会社として含

んでおり、三菱ケミカルホールディングスの連結範囲も基本的に同一です。

2005 三菱化学（株）と三菱ウェルファーマ（株）の共同持株会社として（株）三菱ケミカルホールディングスを設立

三菱化学株式会社

本社所在地 東京都港区芝五丁目33番8号（第一田町ビル）
2006年10月10日に以下所在地に移転
東京都港区芝四丁目14番1号
（三菱ケミカルホールディングスビル）

資 本 金 1,450億86百万円

事業内容 石油化学、機能商品、ヘルスケア 他

三菱ウェルファーマ株式会社

本社所在地 大阪府大阪市中央区平野町二丁目6番9号
資　本　金 305億60百万円

事業内容 医療用医薬品を主体とする各種医薬品の製造、
仕入れおよび販売

（2006年3月31日現在）



第三者意見

当意見は、本報告書の記載内容に基づいて執筆しています。

同社のCSRへの取り組みは、役割の定義や体制の整備など、

持株会社としての責任と役割を確認しつつ進め始めている段階

と言えます。

評価すべき点

• 2005年4月からの中期経営計画「革進-Phase2」において、4つ

の主要テーマのひとつとして「CSRの強化」を挙げていること

（P7）。

一層の努力を求めたい点

•「CSRの強化」の具体的な実践計画を明示すること（P7）。特に

「様々なステークホルダーとの対話を図り」とある部分につい

ては、特に重要なステークホルダーとの対話を深める機会を、

どのように設け続けるのかについて、明示されたい。

•持株会社自身としての社会責任と、グループ各社共通の社会責

任について、責任と役割を明示すること。ヨーロッパにおける

欧州連合（EU）と各国との関係のように、持株会社が補完性原

則に徹するのであれば、グループ共通の規則を設けると同時

に、自らの運営についても明確な責任が求められることを参

考とされたい。

2005年10月に三菱化学と三菱ウェルファーマの共同持株会

社として発足した三菱ケミカルホールディングスは、グループ

の中期経営計画「革進–Phase2」において「CSRの強化」を主要

テーマの一つとして取り上げています。発足から1年を経よう

としている今般、「CSRレポート」を皆さまにお届けすることと

なりました。発足後第1号ということもあり、まずは、三菱ケミ

カルホールディングスという会社を知っていただくことを目的

として作成いたしました。川北さんからご指摘いただいた点

を踏まえ、今後、グループにおけるCSRの取り組みをCSRレ

ポートを通じて分かりやすく伝えていきたいと考えています。

私たちのグループ理念「Good Chemistry for Tomorrow

人、社会、そして地球環境のより良い関係を創るために。」は、

正に私たちのCSRへの取り組みを言い表していると考えてお

り、ステークホルダーの皆さまとの「Good Chemistry」を醸

成することにより、社会から高い信頼を受ける存在になってい

きたいと思っています。

CSRへの取り組みに関し、現在、持株会社としてグループを

どうリードしていくのか、グループ全体の取り組みと各社の独

自性とのバランスをどのようにとっていくべきかを検討してい

るところです。川北さんからの貴重なご指摘を社内のCSR推

進会議などの場で活かしながら、一層のCSRの強化につなげ

ていきたいと考えています。

ご意見をいただいて

•グループ各社のCSRを統合する報告書として、実践を羅列する

だけでなく、各社の方針や計画とともに、グループ全体として

の方針と計画を、早急に明示すること。

•グループ内各社に共通の原則や体制整備などの取り組みが求

められる事項として、コンプライアンス、資材購入（特に環境

や人権への配慮）、取引先のEHS（環境、健康・人権、安全）対

応整備の支援、障がい者の雇用促進、社会貢献については、持

株会社の基本的責任であり、グループ全体の推進体制の拡充

を強く求めたい。

IIHOE：「地球上のすべての生命にとって、民主的で調和的な発展のために」を目的に
1994年に設立されたNPO。主な活動は市民団体・社会事業家のマネジメント支援だ
が、大手企業のCSR支援も多く手がける。http://www.iihoe.com（日本語のみ）

（株）三菱ケミカルホールディングス
執行役員　CSR推進室長

藤澤 晃一
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