
MCHCグループでは、環境・社会課題や市場のニーズを捉えコア技術を活用することによって、

新たなバリューチェーンや今までにない生活スタイルの創出など、総合的なソリューションを提供・実現します。

そして、部品や材料の研究・技術開発にとどまらず、製造プロセスや流通チャネルの革新、新たな用途の提案までを見据え、

顧客だけではなく、バリューチェーンすべてのビジネスパートナーや、

MCHCグループの活動地域にも価値のある「ことづくり」を実現します。

環境・社会課題

コア技術収益力

社会への影響力
社会資本の充実
社会責任履行

ソリューション
ビジネス・製品/サービス

事業機会/企業ブランド
評価・レピュテーション

ガバナンス

製品/技術競争力
ソリューション

ビジネスモデル/プロセス/研究資源配分

社会環境課題
（ニーズ）

MOE（Management of Economics）
MOS（Management of Sustainability）
MOT（Management of Technology）

イノベーション創出を
追求する経営

MOT

資本の効率化を
重視する経営

MOE

サステナビリティの
向上をめざす経営

MOS

Innovation
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MOT指標 達成率

R&D指標 ステージアップ達成率
（開発ステージ→上市化ステージ） 105%

知的財産指標 海外出願比率
（全出願件数に占める海外出願の割合） 91%

マーケット指標 新商品化率
（売上収益に占める新商品・新サービスの割合）117%

MOT指標の代表例と実績　イノベーションの基盤となるコア技術の強化・イノベーション
創出に向けて、社内R&D、外部を活用したR&D、ベンチャー
投資、OSB※（Open Shared Business）、およびM&Aなど
さまざまなアプローチを実施します。　
　また、事業会社間の情報共有の促進および情報漏えい
リスクを軽減させた体制を構築することでコア技術間のシ
ナジーを加速させ、その進捗をMOT指標を用いて可視化した
研究開発マネジメントを行っています。
　MOT指標は、研究開発の効率性（R&D指標）、技術の優位
性（知的財産指標）、および社会ニーズとの整合性（マーケット
指標）の3つの視点によって選ばれた12の指標で構成されて
います。2013年度からトライアルを行い、APTSIS 20の策定
に合わせて指標を見直し、2016年度から新指標での運用を
開始しました。（右表：2016年度目標に対する代表的指標の2016年

度達成率）

　MCHCグループは、素材からコンシューマー製品まで数万を
超える種類の製品・サービスの競争力の源となる多くの独自
技術やノウハウ、すなわちコア技術を有しています。そして、それ
らを土台として、刻一刻と変化する市場のニーズや社会課題の
解決に対応できるよう、さらなるコア技術の強化と新たなコア技
術の創出に取り組みます。

※OSB（Open Shared Business）：グループ外の組織とともに、研究開発とビジネスの両方におい
てコラボレーションを進め、独特のバリューチェーンを構築する、MCHC独自のフレームワークです。
　「OSB」：三菱ケミカルホールディングス登録商標第5585432号

コア技術

機器設計・制御

製品評価解析/安全性評価

分析・物性解析合成技術

シミュレーション

機能設計技術

紡糸・成膜

成型加工

塗工・表面処理

複合・配合

分子設計技術

有機分子

無機分子

高分子

触　媒

バイオテクノロジー

研究・開発マネジメント

　市場や社会から必要とされる製品・サービスを適切な時期に提供していくために、コア技術を最大限活用するだけでなく、高度な
技術や効率的な生産体制、販売チャネルなどを有するパートナーの皆さまとの積極的なコラボレーションにより、社外の技術と融合さ
せて、より高い技術レベルの達成をめざしています。その際、ビジネスの全領域で、ブラックボックス化（クローズ）する部分と、社外と協
働（オープン）する部分を設定することによって、競争力のあるビジネスモデルを迅速に構築するよう努めています。

オープンイノベーション

Management
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人工光合成プロジェクトの体制
　三菱ケミカルは、2012年10月に設立さ
れた人工光合成化学プロセス技術研究組合
（ARPChem）の一員として、国立研究開発
法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）委託事業「二酸化炭素原料化基
幹化学品製造プロセス技術開発（人工光合
成プロジェクト）」に参画しています。
　人工光合成プロジェクトでは、瀬戸山 亨
プロジェクトリーダー（三菱ケミカル執行役
員）のもと、右の体制図のように国内の多く
の企業・研究機関と共同で研究開発に取
り組んでおり、三菱ケミカルはすべてのテーマ
に参画しています。

人工光合成とは？
　人工光合成とは太陽エネルギーを用いて、水や二酸化炭素（CO2）等の低エネルギー物質を、水素や有機化合物等の高エネルギー
物質に変換する技術で、CO2排出量の削減や化石資源の使用量削減に大きく貢献する技術として期待されています。

イノベーションの事例

人工光合成プロジェクトへの参画

ARPChem

ソーラー水素等製造プロセス技術開発

水素分離膜などの研究開発
三菱ケミカル/ファインセラミックスセンター

光触媒などの研究開発
国際石油開発帝石/富士フイルム/
三井化学/三菱ケミカル/TOTO

二酸化炭素資源化プロセス技術開発
三菱ケミカル/住友化学

東京大学
京都大学

東京理科大学
明治大学

（国研）産業技術総合研究所

人工光合成プロジェクトの体制（2016年度）

委　託

指示･協議

名古屋工業大学
山口大学

（国研）産業技術総合研究所

東京工業大学
富山大学

NEDO プロジェクトリーダー
三菱ケミカル

執行役員　瀬戸山 亨

共同実施

共同実施

共同実施

Message from partner

NEDO 環境部 環境化学グループ
プロジェクトマネジャー

服部 孝司様

光触媒による水の分解でH2とO2を製造

光触媒 分離膜

合成触媒

H2とO2の混合ガスから分離膜でH2を分離 分離したH2とCO2から合成触媒でオレフィンを製造

C2－C4
オレフィン

工場

人工光合成の概要

発電所

太陽

H2O

+O2

1 2

3H2 H2

CO2

　このプロジェクトは、水と太陽光とCO2から生活に必要な化学原料をつくるというまさに夢のPJです。今すぐ実用化できるわけ
ではないですが、日本発の技術として、未来のために今やるべき技術だと思います。
　このプロジェクトは、光触媒、分離膜、合成触媒という3つのテーマから成り立っていますが、御社には、すべてに参画いただき、
研究開発に取り組んでもらっています。合成触媒の分野では、触媒、プロセスの開発からスタートし、小型パイロット規模での実
証をするなど、確実に約束した成果をあげていただいています。また、プロジェクトリーダーの瀬戸山氏には、研究内容はもちろん
のこと、実用化に向けた構想やシナリオについても中心的に考えていただいています。
　御社は、日本を代表する総合化学メーカーであり、産業や社会に不可欠な素材や部材を供給している、縁の下の力持ちのイ
メージがあります。このプロジェクトも、後半に向けて、それぞれの性能向上と並行して、今までにないプロセスやモジュール、さら
にはシステムを具現化していくという、別の意味で難しいフェーズに入ります。御社には、プロジェクトのほかの参画企業、大学と
力を合わせ、それらを総合化学メーカーの英知でうまくつなげていってほしいと思います。
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三菱ケミカル
米国Gemini Composites LLC
（炭素繊維材料部品設計・製造メーカー）買収

大陽日酸 米国Optomec,Inc.（3Dメタルプリンターメーカー）への出資

中国Jilin OLED Material Tech Co.,Ltd.
（有機EL材料開発）への出資

米国Sulfa Trap LLC（脱硫精製剤開発）への出資

生命科学インスティテュート 日本株式会社Clio（再生医療）買収→現在は吸収合併

人工光合成プロジェクトへの参画 ベンチャーの活用

近年のベンチャー活用事例

MCHCグループは、イノベーションの加速・創出をめざし、ベンチャー
企業に対して積極的な投資や連携を行っています。

1　「光触媒開発」については、光触媒材料や助
触媒の開発、光触媒モジュール等の開発を進め、
太陽光エネルギー変換効率の大幅な向上に成功
し、2016年度にはプロジェクトの中間目標であ
る3%（プロジェクト開始時0.2%程度）を達成し
ています。現在、プロジェクトの最終目標（2021

年度）であるエネルギー変換効率10%をめざして
さらに研究を進めています。

2　「高機能分離膜開発」については、分離膜材
料としてゼオライト系、シリカ系、炭素系の3種類
を並行して検討し、いずれの材料系においても透
過性能の中間目標値の達成に成功しています。ま
た、水素と酸素の分離を安全に行うためのモジュ
ールを開発するため、これまで前例のない水素／
酸素混合ガスの爆発を回避するための技術の開
発にも着手しています。

3　「高効率合成触媒開発」では、水素とCO2か
ら合成されるメタノールから低級オレフィンを高収
率かつ高生産性で製造する超高耐久性ゼオライ
ト触媒の開発に成功し、小型パイロット規模での
性能実証に成功しています。また、前段のメタノー
ル合成についても分離膜を用いた革新的な触媒
反応プロセスの開発に取り組んでおり、CO2を資源
とするオレフィン製造プロセスの実現に向けて大き
く前進するものと期待されています。

オレフィン合成小型パイロット設備

人工光合成プロジェクトへの貢献　　

Optomecの3Dメタルプリンターを
使った金属加工

3Dプリンターへの取り組み
　大陽日酸は今後の高い成長率が見込まれる分野での産業ガス事
業拡大と新規事業開発を加速するために、ベンチャー企業との提携
を通じて、高付加価値品、サービスを展開しています。産業ガスビジ
ネスとの相乗効果が期待できる分野として、これまでクリーンテクノロ
ジー、エレクトロニクス、アディティブ・マニュファクチャリング（AM）
等の分野で提携を実施してきました。
　すでに提携が完了したSulfaTrapの脱硫精製剤やJilin OLEDの
有機EL材料は当社のグローバルな販売網を通じて売上実績も得ら
れてきています。
　今回、2017年4月に、欧米での成長が著しいAM分野において、3D

メタルプリンターメーカーのOptomec（米国ベンチャー企業）との提
携を完了しました。3Dメタルプリンターは、別名マイクロウェルデング
とも言われており、当社の溶接事業で培われたガスアプリケーション技
術を活用することで、品質改善、生産性向上など、付加価値の高い
サービスを提供できる可能性があります。顧客にソリューションを提
案する産業ガスメーカーとして、新規顧客開拓ならびに既存顧客へ
のサービス拡大へ大きく寄与する商材となる可能性をもっています。
　今後もユニークな技術／サービスを保有するベンチャー企業と積
極的に連携し、ガステクノロジー、メディカル／バイオテクノロジー分
野にも注目しながら、
新しいビジネスモデル
を展開して収益拡大
を加速していきます。
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