
2050年

企業像

めざすべき社会

社会課題に対する継続的な
ソリューションの提供

最適化された循環型社会
Sustainable Well-being

産業構造や事業環境が劇的に変化する中で、
MCHCグループがステークホルダーの皆さまとともに
成長し続けていくために、何をしていくべきでしょうか。
社会の潮流や技術進化の動向を見据えて、MCHCは、
2050年のめざすべき社会とグループのありたい姿を想定しました。
そして、そこからバックキャストして2030年のあるべき企業像と
成長の道筋を明確にした「KAITEKI Vision 30（KV30）」を
策定しました。
このKV30を次期中期経営計画に織り込み、
2030年のめざす姿を実現していきます。

KAITEKI Vision 30の考え方
2030年

< Innovation & Solutions >

2050年の
ありたい姿から
バックキャストし、
2030年の
めざす姿を描く

バックキャスト

次期中期経営計画
への反映

解決への貢献

規制強化の潮流
● パリ協定：今世紀後半の早期にGHG実質ゼロ排出
● 各国における自動車燃費規制強化
● 2030年 欧州サーキュラーエコノミー目標：包装廃棄物リサイクル75%
● 2018年 海洋プラスチック憲章発表（G7）
● 炭素税導入拡大の傾向
● 人権に関するソフトローの強化　等

長期的な視点で見た社会環境の変化

2050年の未来像からバックキャストした中長期経営基本戦略

「KAITEKI Vision 30」を策定

グローバル化と多極化

デジタル化

ソーシャル化

地球

社会

人

■ LCA※を通した炭素マネジメント
■ CO2の利活用技術の確立　等

▶温室効果ガス（GHG）削減
気候変動対応と資源・エネルギーの効率性向上

▶多様性・専門性・流動性を包含する人事制度
▶グローバルに各地域のニーズを取り込み
   成長を加速する組織

創造性と生産性の向上、「働きがい」の充実

最適なサーキュラーエコノミーの推進
健康でいきいきと暮らせる社会の実現への貢献
ビジネスモデル変革やデジタル技術の活用による
社会課題の解決

2050年へのアプローチ
1 価値創造ストーリー

現 在
環境・社会課題

● 気候変動の増大 
● 水資源の汚染、不足
● 海洋プラスチック汚染
● 人口増加と高齢化の進展
● グローバル化と格差拡大
● 保護主義の台頭（ポピュリズムと貿易戦争）
● 地域経済圏の拡大 
● 医療費の増大
● 感染症拡大による価値観の変容

※ LCA（ライフサイクルアナリシス）：
 製品・サービスのライフサイクル全体を通じて、環境負荷を
 定量的に評価する手法
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めざす姿を導く３つの視点

MCHCは、2050年のめざすべき社会の実現に向けて、SDGs、

メガトレンドと企業理念、価値基準を照らし合わせ、MCHCグ

ループが解決に貢献すべき社会課題を特定し、それを事業領

域としました。KV30では、社会課題の解決に取り組まなかっ

た場合のリスクを約1兆円と試算し、これらリスクを最小化す

るのみならず、社会課題の解決を事業機会と位置付け、ポー

トフォリオを改革し続けることで持続的な企業価値の向上を

めざします。

MCHCグループは、社会課題の解決に貢献するソリューションを提供することで、自らの持続的成長を実現しながら、2050年に

は現在ある課題の多くが解決されている社会をめざします。KV30の「2030年にめざす姿」をゴールではなく、長期的視点で推

進していく改革の通過点と位置付け、「2050年にめざすべき社会」を実現していきます。

2030年の
MCHCグループがめざす姿

持続可能な未来に向けて社会課題の解決を
グローバルに主導するソリューションプロバイダー

リスクの評価2 社会課題の特定3 事業領域の特定4

社会課題 課題解決に向けたMCHCの貢献の方向性 事業領域

GHG低減

資源管理

食糧・水供給

健康いきいき

デジタル

安全・安心

人・働き方

社
会
課
題

構
造
変
化
か
ら

求
め
ら
れ
る

変
革
の
方
向
性

GHG低減・有効活用

持続可能な資源管理

持続可能な食糧供給

持続可能な水供給・利用

健康でいきいきとした暮らしの実現

安全・安心で快適な暮らしの実現

通信・デジタル処理技術の高度化

人・働き方

社会課題解決に資する事業ポートフォリオ

ビジネスモデルの変革 （モノからコト）

環境・社会インパクトへの対応強化

人・働き方に関わる制度と仕組みの変革

GHG排出削減・有効活用による気候変動の緩和 

素材の循環型社会を実現

食糧・水の供給不安の解消に貢献

健康でいきいきと暮らせる社会の実現

社会システムレベルでの最適化を実現するデータ社会の基盤構築

安全・安心で快適な暮らしの実現に貢献

社会課題の解決に熱意を持つ人が、やりがいを持って働ける場を提供

社会課題の抽出
（MOS）1

リスクのインパクト
(億円)

B/Sの悪化
株式価値の低下
営業利益減少

2,2001,6004,1002,300 200

機関投資家がESGを重視する中、
不十分なESG対応による
株価の低迷と金利上昇

社会課題への対応が不十分で
あれば、ブランド価値が棄損

企業に社会的意義を強く求める
優秀な若手人材の喪失

顧客要求の変化、規制強化、
政策変更による、既存ビジネスの
リスク顕在化
社会課題リスクの顕在化による
事業コストの増加
●炭素税負担　
●食糧価格高騰等
●異常気象による操業ロス
●医療保険増
●感染症拡大による操業停止

デジタル化の遅れによる競争力低下
●DXによる業務最適化
●MI※を駆使した開発競争

社会構造変化に対応した
人事組織改革への取り組み遅延
による競争力の喪失

医療費削減による事業利益の縮小

社会課題解決型の
ポートフォリオ改革遅延による
成長機会の喪失

プラットフォーム形成への
ビジネスモデル変革・
技術イノベーションの遅延による
新しい成長機会の喪失

グローバル化の遅延による
成長機会の喪失

企業価値・ブランド価値の棄損 既存ビジネスの喪失・縮小 新しい成長機会の逸失
リスク1 リスク2 リスク3

GHG低減
（エネルギー・モビリティ）

炭素循環

食糧・水供給

医療進化

デジタル社会基盤

人快適化

＜人事制度改革 　　　　＞P18

2050年へのアプローチ－KAITEKI Vision 30

社会課題と事業領域の特定プロセス

MCHCグループが取り組む社会課題と事業領域

社会課題の解決に取り組まなかった場合のリスク

MCHCグループが描く“未来”ー2030年を通過点として改革を推進ー

●社会課題の解決を事業機会として成長を加速し、高企業価値を実現
●イノベーティブなR&D体制を確立し、社会課題に対して継続的にソリューションを提供
●サステナビリティ マネジメント強化による環境インパクトニュートラル実現に向けた基盤を構築
●人材の多様性・専門性・流動性を包含する許容力の大きな人事制度を確立
●成長加速に必要な能力を兼ね備えたデジタルネイティブな人材が躍動
●各地域のニーズに対応し、成長を加速するグローバルマネジメント体制の深化

GHGインパクトニュートラルな
新・炭素社会 資源循環型社会

健康でいきいきと
暮らせる社会

個の多様性が
活かされる社会

通信・エネルギーシステムが
スマート化された
持続可能な都市

持続可能なシステムを備えた
食糧・水のリスクから
解放された社会

2050年ってどんな未来？
データとデジタル技術がインフラとして活用され、バイオ技術が発達し、

現在の社会課題が全て解決された社会を「2050年にめざすべき社会」
と想定しています。

社会課題解決型の事業領域へ

メガトレンドとSDGｓで示された社会
課題を企業理念・価値基準と照らし
合わせ、MCHCグループとして解決
に貢献すべき社会課題を抽出。

社内外ステークホルダーとの討議を
重ね、社会課題の解決に取り組まな
かった場合のリスクを定量評価。

M C H Cグループが取り組むべき
社会課題を特定。

特定した社会課題の解決の
方向性を見出し、事業領域
を特定。

バックキャスト

1 2 3
事業ポートフォリオ改革
●事業領域の選定
●ビジネスモデル変革

サステナビリティ
マネジメントの徹底

人・働き方に関わる
制度・組織改革

1

※ マテリアルズ・インフォマティクス：AIを用いて新素材の設計や代替素材の探索を効率的に行う開発手法
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社会課題解決型の事業群へとポートフォリ

オを果敢にシフトしていくことで、成長事業

の売上収益構成比を、現在の約２５%から

2030年には70%超へと拡大していきます。

持続的成長に向けて、中長期的な視点で事業ポートフォリオ

を構築していきます。成長事業の選定にあたっては、GHG排

出規制やプラスチック循環など事業領域に影響を与える各

種規制の動向を勘案しながら、2050年までを見据えた上で

現在から2030年までの市場トレンド、技術進化の動向を分

析し、事業候補を挙げました。そして、これら事業候補の中か

ら「市場成長性」「技術イノベーションの余地」「市場規模」の

３つの観点で成長事業を選定しました。

人工光合成は、太陽光エネルギーと水から生産したクリーンな水素を活用し、発電
所や工場の排ガスから回収されるCO2をプラスチック等の原料となる基礎化学品に
変換する技術です。三菱ケミカルは、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
が主導する“人工光合成プロジェクト”に取り組んでおり、2030年までに大規模実
証を、2040年までに人工光合成を活用した炭素循環システムの社会実装をめざし
ています。2020年1月23日に首相官邸で開催された総合科学技術・イノベーショ
ン会議にて、革新的技術の代表例として、人工光合成のデモンストレーションを実施
しました。

MCHCは、ポートフォリオの柱となる成長事業を拡大して

いくためには、ビジネスモデルを抜本的に変えていく必要

があると考えています。そこでKV３０では、顧客の要望に

応える製品供給を中心としたビジネスモデルにとどまら

ず、社会の要請に応える付加価値の高いソリューションを

提供するビジネスモデルへと変革、すなわち、コト化レベル

の向上を図り、問題解決・最適化の範囲を社会システム全

体へと広げていきます。MCHCグループは、このコト化レ

ベルの向上とイノベーションの高度化の両側面から成長

事業の付加価値を高め、収益力の強化を図っていきます。

2018年
＜3.9兆円＞

25% 70%超

2030年
＜6.0兆円＞

デジタル社会基盤

炭素循環

医療進化
人快適化

GHG低減

食糧・水供給

MCHCグループが解決すべき社会課題と事業領域

デジタル
社会基盤炭素循環

医療進化食糧・水供給

人快適化GHG低減

再エネを拡大する
安全・安心な
社会システム

GHGを
回収・活用する

自然資源を
使う

資源を
循環させる

処理能力を
高める

伝え方を
多様化する

ケアする

病気を治す

食糧を
増産する

食糧生産の
環境負荷を
減らす 健康を

維持する
フードロスを
減らす

より多く・
早くつなぐ

エネルギー利用
効率を高める

次世代高速通信
ソリューション

半導体
ソリューション

次世代
ディスプレイ
ソリューション

ケミカル・
マテリアル
リサイクル

バイオプラスチック

CO2回収・
利活用

快適で
楽しい生活

ヒト・ロボット共生
空間ソリューション

分散エネルギー
マネジメント

低環境負荷
化学プロセス

モビリティ軽量化
電化ソリューション

長期保存化・
代替食品・
おいしさ

分散型食糧・
水システム プレシジョンメディシン

再生医療

予防医療

Innovation & Solutions （社会課題解決に向けた貢献の方向性と成長事業群）

成長事業の
候補規制動向

市場・技術
トレンド

「成長」事業以外 「成長」事業以外

Yes

Yes

NoNo

●市場成長率（MOE）
●技術イノベーションの
余地（MOT）

2030年以降の 2030年時点の

各事業領域の
コト化レベルを織り込み

●市場規模（MOE） 
社会課題の
解決に貢献する
事業領域
（MOS）

ユニバーサル・ヘルス・
カバレッジへの貢献

社会システム
全体の最適化

イノベーション
の高度化

顧客のオペレーション
の最適化

顧客のビジネス
全体の最適化

社会システムの核となる
サブシステムの最適化

●素材の技術革新
●データ集積
●アルゴリズム/ 
アーキテクチャ
●オープン
イノベーション
●人材 顧客との連携

社会システム

電化ソリューション

再生医療

ヒト・ロボット共生
空間ソリューション

次世代ディスプレイ
ソリューション

次世代高速通信
ソリューション

バイオプラスチック

予防医療

分散エネルギー
マネジメント

半導体ソリューション

モビリティ軽量化 分散型食糧・
水システム

長期保存化・
代替食品・おいしさ

プレシジョンメディシン
ケミカル・マテリアル
リサイクル

CO2回収・利活用

擦り合わせを通した
カスタマイズ商品

スペック商品コト化レベル

患者アウトカムを
向上

患者とその家族の
生活の質の向上

健康寿命を延伸する
医療システムへの貢献

臨床アウトカムを
証明

ヘルスケアの
コト化レベル

1 2 3 4 5 6

2050年へのアプローチ－KAITEKI Vision 30

2030年の売上収益の目線成長事業を中心とした
ポートフォリオへ

ポートフォリオの柱となる「成長事業群」を選定

TOPIC CO2回収と人工光合成による炭素循環システムの実現に向けて

成長事業の選定プロセス

2030年のポートフォリオの柱となる成長事業群

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

ビジネスモデル変革

「コト化」と「イノベーションの高度化」を通じてビジネスモデルを変革
1

：Sustainability ：Health  ：Comfort
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2050年のめざすべき社会の実現に向けて、KV30では、5つの施策で環境・社会のサステナビリティ向上と経営基盤の強化に
取り組んでいきます。

変革を成し遂げるためには、目標やプロセスを変えていく

だけでなく、多様な価値観、専門性を持った人材が活躍で

きる職場を実現していく必要があります。そうした認識を

もとにMCHCグループは、「個の尊重」「柔軟性」「市場価

値や成果に沿った報酬・処遇」を重視し、多様性、流動性、

専門性を包含した、許容力の大きな人事制度への改革を

めざすとともに、グローバルマネジメントシステムの深化

にも取り組んでいきます。一方で、許容力の大きな人事制

度のもとでは、人材の流動性が高まり、「遠心力」が働きま

す。そのため、MCHCグループでは、KAITEKIと個人の業

務を関連付け、従業員一人一人が「何のためにこの会社

で働くのか」を自覚できるようエンゲージメントの強化を

図っています。KAITEKIを求心力に企業理念の実践の輪を

社内外に広げていきます。

MCHCは、2019年12月に、新たな企業価値算出手法の確
立を目的に設立された、Value Balancing Alliance（VBA）に日
本企業として初めて参画しました。VBAは、OECDや複数の監
査法人と協力し、LCAの考え方を環境影響のみならず社会
影響にも展開するなど、企業が環境・人・社会に与える影響
を金額換算し、企業間での比較・分析を可能にする企業価値
算出の手法と、それに基づく会計基準の確立をめざしています。

当社は、VBAのステアリングコミッティおよび企業価値算出
の手法開発を担うチームに入り、検討を進めています。VBA

での手法開発を通じて、当社のLCAツールを従来の製品の
環境負荷を評価する手法から、社会へのインパクトも含めて
バリューチェーン全体で評価する高いレベルの手法へと進化
させ、ESG要素を内包したKAITEKI価値算出の高度化を図っ
ていきます。

KV30の「人」に関わる施策の検討プロジェクトには、MCHCグループのこれからを担う
多様なバックグラウンドを持ったメンバーが集まりました。「働きがい」の充実や創造性
と生産性の向上を実現し、MCHCグループが持続的成長を遂げるために、プロジェク
トでは、社会に提供すべき価値やビジネスについての考察を踏まえ、「自分たちは
2030年にどうありたいか、その実現に向けて何をするべきか」の議論を重ねました。そ
して、プロジェクトメンバーから人と組織のあり方について経営層に提案し、多様性・
流動性・専門性をキーワードに、MCHCグループが重視する視点が導き出されました。

従来の製品の環境負荷を評価するLCAから、社会へのインパクトも含めてバ
リューチェーン全体で評価する、高いレベルのLCAへと進化させていきます。１

2
バリューチェーン全体を通じたGHG低減・有効活用に加え、事業活動を含めた
社会全体の持続可能な水供給・利用、資源管理への貢献に取り組み、環境負
荷を低減していきます。

環境インパクトの
削減

マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルの技術開発やビジネスモデルの開
発、バイオプラスチックの提供を通じて、サーキュラーエコノミーの推進に貢献
していきます。

サーキュラー
エコノミーの推進

社会課題の解決に貢献するソリューションを提供する「KAITEKIファクトリー」
と地域社会が融合したエコシステムの実現をめざします。

KAITEKIファクトリーの
可能性検討

以上４つの施策を実現するため、意思決定プロセスや組織・人材といった経営
基盤を整備し、サステナビリティ マネジメント体制を構築していきます。

サステナビリティ
マネジメントの
経営基盤構築

GHG排出量
2030年度に国内26%削減（2013年度比）
海外においては各国政府目標に沿った削減

環境インパクトニュートラル達成（2050年）に向けた基盤構築

3

4

5

許容力の大きい人事制度の基盤となる５つの柱
１．Pay for job ／Pay for performanceの徹底
２．業務・職種に応じてデザインされたHR（ヒューマンリソース）システム
３．世界のニーズに対応できるスキルとマインドを醸成する機能の強化
４．タレント・マネジメント共通プラットフォームによるグローバルでの適所適材
５．複雑な課題解決を可能にするクラスター型組織

世界の流れ

人材・働き方

人事制度改革において
MCHCグループが
重視すること

多様性 流動性 専門性

仕事を通じた自己実現の
場の提供

多様性・流動性・専門性を
許容する柔軟な人事制度

人材の市場価値と仕事の成果
を重視する報酬や処遇

個の尊重 柔軟性 市場価値/成果

グローバル化 デジタル化 ソーシャル化

LCAツールの進化

2050年へのアプローチ－KAITEKI Vision 30

サステナビリティ マネジメント

人・働き方に関わる制度・組織改革の重要視点

TOPIC ＬＣＡツールの進化に向けて　～Value Balancing Allianceに参画～ TOPIC「人と組織のあり方」についての検討プロジェクト

５つの施策を通じてサステナビリティ向上と経営基盤強化を推進 多様性・流動性・専門性を包含した人事制度・組織改革を実施
サステナビリティ マネジメントの徹底 人・働き方に関わる制度・組織改革32
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