
新潟工場
• メタノールとアンモニアの誘導品
• メタキシレンジアミン
• MXナイロン
• バイオ関連製品　　

鹿島工場
• 過酸化水素
• ポリカーボネート樹脂　　
• 光学樹脂ポリマー

山北工場
• 過酸化水素の各種誘導品
• 過硫酸塩類
• 化学研磨液

水島工場
• キシレン異性体
• メタキシレン誘導品
• 特殊芳香族製品
• 多価アルコール類　　

四日市工場
• 過酸化水素ほか各種工業薬品、
ポリアセタール樹脂
• 浪速製造所：プラスチックレンズモノマー
• 佐賀製造所：超純過酸化水素

QOLイノベーションセンター白河
・ MGCエージレス白河事業所：脱酸素剤
・ MGCフィルシート白河工場：ポリカーボネート
シート・フィルム
・ MGCファーミックス：完全人工光型水耕野菜
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生産マネジメント・CSR調達

「SMART-MGC」プロジェクトの推進

生産拠点と主要製品

　三菱ガス化学は生産活動の原点である安全確保、環
境保全と効率的な生産との両立を目指しています。いず
れも生産活動に従事する社員の技術力の高度化と、設
備(ハード)とシステム(ソフト)の最新化により目指す姿を
常に追求しています。
　化学の出発点となる反応に注目し酸化反応、水素添加
反応、重合反応といった多様な新規技術を開発してきまし
た。また効率を飛躍的に向上させる触媒の開発も自社技
術の柱として取り組んでいます。これらの自社技術により製
造される高品質な製品を安定的に生産するため、設備・
運転技術のブラッシュアップを継続しています。
　プロセス、設備の技術改善によって、生産活動の安全、
安定の確保に努めてきましたが、更に高次元の安定化の

実現のため、センサー、システム、モバイルデバイスといっ
たDX技術の活用を進め、SMART-FACTORYを目指し
た取り組みに注力していきます。
　SMART-FACTORYでは生産設備の状況に関するあ
らゆる情報をデジタルデータとして収集し、場所を選ば
ず、リアルタイムで活用できるデータ管理システムを構築し
ます。データはAI等の最先端技術により異常早期検知と
いった効果的な活用を図り、超安定化工場を実現させる
と同時に、研究開発、生産管理、装置運転、設備保全、物
流管理、事業管理といったあらゆる部門のメンバーがシ
ステムを活用することで、当社全体のサプライチェーンの
一翼を担い、会社全体のSMART-MGCを目指します。

基本的な考え方

SMART-MGC

SMART-FACTORY
工場

SMART-OFFICE
他事業所・出張先
（本社、研究所etc.）

・最新IT技術の活用
・各システムのデータ連携
・書類作成・計画作成の業務自動化
・専門業務の一般化、業務の最適化

人の入力業務
電子データ
電子データ閲覧

振動

事故・トラブル報告システム

運転データ
システム

設備管理
システム

品質管理
システム

画像解析
システム

環境安全
システム

運転記録
システム

異常予兆検知システム 生産管理システム

統合連携
システム

圧力CV

画像流量

組成

電流液面

音響

行動温度



安全理念

事業活動の最優先は安全の確保
安全は事業活動の基盤であり、安全確保は社会への責務である
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　三菱ガス化学は、「事業活動の最優先は安全の確保」
であるという「安全理念」の下、「安全行動指針」を定
め、当社社員及び協力会社の社員を含め、無事故・無災
害に積極的に取り組んでいます。
　労働安全衛生及び保安防災については、各事業所で
現場主体の自主保全活動に取り組むとともに、全社横
断組織「LINK」を設置し、改善活動を強化・推進してい
ます。
　具体的な推進体制としては、各事業所の環境保安部
門長が集まりRC活動状況を報告・議論する環境保安室
長会議や、各事業所のLINK活動について議論するLINK

　無災害を継続するために、三菱ガス化学では教育訓
練や労働安全衛生リスクアセスメントを実施しているほ
か、各事業所では日常の安全活動を活性化すべくヒヤリ
ハット提案活動、5S活動、危険予知活動などに継続的に

リーダー会議を年数回開催しています。また社長が議長
を務め年1回開催する「環境安全会議」において、活動の
レビューと次年計画の審議を行い、PDCAサイクルを回
すことで活動レベルを継続的に改善しています。
　更に、事故の防止には、設備故障や生産停止の削減が
有効であることから、設備を計画的に保全するとともに、
TPM活動*¹を中心とした生産現場における活動も強化し
ています。
＊1  TPM活動：生産システム上に存在するあらゆるロスをゼロにするこ
とで、継続的に生産性向上、収益の確保を実現する活動。

取り組んでいます。
　2020年は、平塚研究所と鹿島工場を社内規定に基づ
き表彰しました。

休業災害に係る度数率*²
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

三菱ガス化学 0.27 0 0 0.29 0 0.28

協力会社 0.58 1.45 0.57 2.19 1.41 1.38

化学工業 0.81 0.88 0.81 0.90 0.94 0.28

製造業 1.06 1.15 1.02 1.20 1.20 1.21

＊2 度数率：延労働時間100万時間当たりの死傷者数

休業災害に係る強度率*³
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

三菱ガス化学 0.002 0 0 0.000 0 0.008

協力会社 0.004 0.057 0.017 0.033 0.039 0.068

化学工業 0.040 0.030 0.090 0.060 0.020 0.110

製造業 0.060 0.070 0.080 0.100 0.100 0.070

＊3 強度率：延労働時間1,000時間当たりの損失日数

安全操業

労働安全衛生
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三菱ガス化学  休業災害
協力会社  休業災害

三菱ガス化学  不休災害
協力会社  不休災害

（年）2015 2016 2017 2018 20202019

　三菱ガス化学は、水島工場のプラントの安全・安定稼働に必須な運転員の安全感性
を向上させる「化学塾（化学知識の獲得と安全の感性向上）」の活動が評価され、一般
財団法人日本化学工業協会が授与する第15回（2020年度）レスポンシブル・ケア（RC）
賞 審査員特別賞を受賞しました。今後も安全で安心な生産活動を実現するため、更な
るRC活動を推進していきます。
＊4  RC活動の普及・推進に貢献した個人またはグループに対する表彰。

日本化学工業協会の「レスポンシブル・ケア（RC）賞＊4」で審査員特別賞を受賞
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　三菱ガス化学は、「1プラント当たりの年間平均計画外
停止時間」を成果指標として定め、設備故障や生産停止
の削減に取り組んでいます。同指標は2018年度、2019
年度と増加しましたが、2020年度は減少しました。また、
長期的には減少傾向にあります。
　2021年度は、長時間の計画外停止を更に低減すべ
く、新たな数値評価項目（KPI）を掲げて活動に取り組ん
でいきます。

　三菱ガス化学は全社的な品質保証活動（Q-MGC）
を推進しています。安全性・信頼性の高い、優れた製品・
サービスを提供するとともに、品質の管理と保証に対して
万全を期するため、全部門がMGC品質方針に沿って活
動しています。
　社長を議長とする「品質保証会議｣は、取締役、監査
役、事業所長で構成され、Q-MGC年間計画などの基本
的事項を審議、決定し、その実施状況について報告を受
けます。また、各組織の品質に関わる責任者を構成員と
する「品質保証責任者会議」を設置し、Q-MGC実施計
画や監査計画、教育・支援計画を審議、検討しています。
　全ての工場は品質マネジメントの国際規格である
ISO9001の認証を取得しています。また、食品安全マネ
ジメントFSSC22000認証、医療機器の品質マネジメント
ISO13485認証を得ている部門もあります。
　また、当社は、研究開発、製造、調達・物流、営業など、
品質に対して密接に関連する各部門に対して品質監査
を行っており、品質保証担当役員と監査チームが全部門
のQ-MGC実施状況を評価します。2020年の重点監査
事項は、①品質保証に関する情報伝達、②納入仕様書
の締結、③製造委託品・仕入販売品の品質保証・管理、
④品質クレーム・トラブルの是正確認でした。

●品質監査対象部門：
　 5工場、3研究所、基礎化学品事業部門、機能化学品
事業部門、新規事業開発部、原料物流部

●品質監査結果：
　良好点10件、不適合1件
　改善事項6件、コメント13件
※2020年度の旧組織で記載

MGC全社品質マネジメントシステム「Q-MGC」
　これまでISO9001の仕組みで管理してきた工場だけ
でなく、研究開発、製造、調達・物流、営業の各部門が連
携して品質保証に対する全社・全部門的な活動として
Q-MGCのPDCAを回し、継続的な改善を図ります。

保安防災

品質保証

１プラント当たりの平均計画外停止時間

（年度）
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（時間）
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「MGC品質方針」の詳細はCSR Webサイトをご参照ください。
https://www.mgc.co.jp/csr/society/safety/quality.html

品質監査（Web会議システムを使用）

顧客の
評価・期待 Q-MGC

品質保証会議（経営層）
品質保証責任者会議 各部門

品質監査

（各工場ISO9001取得）

品質保証責任者会議

品質保証
品質管理

営業

研究開発

調達・
物流

製造

P D

A C
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　三菱ガス化学は、化学品を供給する者の責務として、
製品（化学品）の性状、安全性、取り扱い方法を明確に
し、それらを利用する全ての人の安全と健康及び環境を
守る様々な活動を展開しています。
　当社は、「安全理念」「安全行動指針」の下、化学品の
取り扱い・使用・廃棄において安全を確保することを基
本方針としています。全部門で「三菱ガス化学グループの
環境・安全方針」に沿ってRCを推進しており、RCマネジ
メントシステムによるPDCAサイクルを回すことで改善を
継続しています。
　具体的な活動としては、製品の開発段階でまず基礎
調査と安全性評価を実施しています。製品が新規化学物
質に該当する場合などは安全性試験の後、各法令での
規制対象の該非や、GHS＊5などにおける危険有害性に
ついて分類し、安全データシート（SDS）などの安全性情

　三菱ガス化学は、原材料調達から製造・販売に至るサ
プライチェーン全体における環境・労働環境・人権などの
CSR水準を向上させることを経営のマテリアリティの一つ
として位置付けています。
　当社は、お取引先からご理解とご協力をいただきなが
ら、「原材料調達活動に関する基本的な考え方」「三菱ガ

報を作成しています。これらをもとに製品の製造から廃棄
に至る各段階においてリスク評価（物質そのものの危険
有害性とばく露の程度による評価）を実施し、これを審査
（上市審査）した上で製品を提供しています。
　当社の製品の多くは化学品であり、製品事故としては
火災や薬傷などが考えられます。化学品の有害性情報は
SDSや製品ラベル、イエローカードなどの形で、お客様や関
係者にお渡しし、製品を安全に取り扱うための情報として
活用いただいています。海外向け製品についても、翻訳版
SDSなどにより有害性情報を提供しています。
＊5  GHS：The Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicalsの略で、化学品の分類及び表示に関する
世界調和システムのこと。化学品の危険有害性を一定の基準に従っ
て分類し、絵表示などを用いて分かりやすく表示し、その結果をラベ
ルやSDSに反映させ、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立
てようとするもの。

ス化学CSR調達ガイドライン」で要請項目を共有し、CSR
調達を推進しています。今後も法令遵守、環境・安全に配
慮したサプライチェーンの構築に努めていきます。

化学物質管理

CSR調達

「CSR調達ガイドライン」の詳細はCSR Webサイトをご参照ください。
https://www.mgc.co.jp/csr/society/pdf/MGC_CSR_
Procurement_Guidelines.pdf

原材料調達活動に関する基本的な考え方

三菱ガス化学は、グループミッションである「社会と分かち合える価値の創造」を実現するために、MGC企業行動
指針に則り、法令や諸規則を遵守するとともに、サプライチェーンにおける社会的課題を認識し、持続可能な社会
の発展を支える責任ある調達に努めます。

1.  法令遵守：購買活動にあたって、法令、社会的規範を遵守します。
2.   公正・公平な取引：公正・公平な自由な競争に基づき、高潔な品性を以てお取引先様との関係を保ち、信頼しあえるパート
ナーシップ構築に努めます。

3.   お取引先様の選定：お取引先様の選定にあたっては、品質、価格、供給安定性、技術開発力、安全および環境への配慮など
を総合的に勘案し、判断します。

4.   社会的責任の遂行：企業の社会的責任を認識し、人権、資源保護・環境保全、安全などに十分配慮した調達活動を行いま
す。サプライチェーン全体においても社会の発展と調和に貢献することを目指し、お取引先様に対しても共に取り組んでいただく
ことを求めます。

安全性評価と製品情報提供のフロー
基礎調査

・ 原料SDSの入手
・ 安全性に関する
 文献調査
・ 使用分野の要求事項
 調査
・ 新規化学物質の該非
 調査

・ 物理化学的危険性の
 評価
・健康に対する有害性の
 評価
・環境に対する有害性の
 評価

・適用法令の調査
・GHS分類
・国連分類

・ SDSの作成
・ 警告表示（製品ラベル）
 の作成
・ イエローカード作成

・ リスク管理の評価
・ 上市の判断

・ 安全性情報の提供
・ 適用法令の遵守
・ 保管･輸送の適正化
・ 顧客情報の収集

安全性評価 危険有害性の分類 安全性情報の作成 上市審査 製品の提供

顧客情報


