
Performance Products 
機能商品分野においては、成長する5つの市場にフォーカスし、グループの幅広い製品・技術を協奏させながら、

差異化、高機能化を図り、それぞれの市場に対し多様なソリューションを提供していきます。

機 能 商 品 分 野

主要事業・製品

情電・ディスプレイ
光学系フィルム

ポリエステルフィルムや光学用透明粘着シート
など、グローバルに拡大する市場と高度化する
ニーズに迅速に対応し、ディスプレイの進化を
支えています。

情報電子材料
FPD（フラットパネルディスプレイ）向けの各
種材料や半導体向け精密洗浄など、お客さま
のニーズに合った新たな価値を生み出す製品や
サービスの開発・販売に注力しています。

光学系フィルム／光学用PVOH
フィルム／精密洗浄／カラーレ
ジスト

高機能フィルム

高機能フィルム（食品包装材、工
業用フィルム、医療・衛生用フィ
ルム）

環境・生活ソリューション

アクアソリューション／イオン交
換樹脂／分離・アクアケミカル／
アグリソリューション／インフラ
資材

高機能成形材料

高機能エンジニアリングプラス
チック／炭素繊維・複合材料／
繊維／アルミナ繊維／機能成形
複合材料

高機能フィルム
高分子材料設計、成形加工、表面処理、複合
化などの各技術を最適に組み合わせることで、バ
リア性、耐候性、透湿性、易開封性など、さまざ
まな機能を付加した製品を、食品・産業・医療な
どの市場へ展開しています。

アクアソリューション
水処理用の薬品、ろ過膜、イオン交換樹脂等
を通じ、飲料水から下排水までの水処理をトー
タルに手掛け、世界の水問題の解決をめざして
います。

アグリソリューション
農業ハウス用として耐久性能に優れる高機能
フィルム等の農業資材や、一年を通じて安定
的に高品質な野菜を栽培できる植物工場を手
掛けています。

高機能エンジニアリングプラスチック
エンジニアリングプラスチック素材のグローバル
リーダーとして、産業機械、自動車、航空機、
医療など幅広い分野で事業を展開しています。

炭素繊維・複合材料
PAN系およびピッチ系炭素繊維と、それを基
材とした中間材料や成型加工品にいたる一貫
した世界屈指のプロダクトチェーンを実現して
います。

2017年度売上収益 7,821億円 2017年度コア営業利益 580億円機 能 部 材
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SWOT分析

フォーカスする市場
（分野）

自動車・航空機
（モビリティ）

パッケージング・
ラベル・フィルム

IT・エレクトロニクス・
ディスプレイ 環境・エネルギー メディカル・フード・バイオ

軽量化部材、環境対応材料 食品包装フィルム、工業用フィルム FPD用部材、半導体関連部材 電池材料、水処理システム・部材 食品機能材料、製薬材料、医療部材

主要事業部門
高機能ポリマー／
高機能化学／
高機能成形材料

高機能ポリマー／
高機能フィルム

情電・ディスプレイ／
高機能成形材料

環境・生活ソリューション／
新エネルギー

高機能ポリマー／高機能フィルム／
高機能成形材料／高機能化学／
環境・生活ソリューション

光学フィルム

各種光学用途における強い
マーケットポジションと
ソリューション能力

想定を上回る
短期需要変動に対する

対応力

市場ニーズの高度化
（高機能、高精度の需要増加）

破壊的な技術革新に伴う
既存市場の縮小

高機能フィルム

バリア性、多孔化、
多層化等の
機能付加技術

国内中心の事業展開 高機能製品の海外事業展開 中期的な国内需要の減少

高機能エンジニアリングプラスチック

素材から成形加工までの
事業群における

グローバルネットワーク

世界各地域の
社会・経済・為替リスクが
広範・直接的に影響

産業用途（航空機、半導体等）、
医療分野での需要拡大

3Dプリンター等の
新技術普及による
既存市場縮小

炭素繊維複合材料

炭素繊維から中間基材・
コンポジットをカバーする
垂直統合バリューチェーンを

活かした事業展開

海外売上比率の高さによる
為替変動影響

産業用途の需要拡大
（自動車、風力発電、

圧力容器等）

新興国品の
品質向上による競争激化

高機能ポリマー

機能性樹脂
フェノール・ポリカーボネート
ポリブチレンテレフタレート
サステイナブルリソース

高機能化学

コーティング材料／エポキシ樹脂
／樹脂添加剤／食品機能材／
無機化学品

新エネルギー

リチウムイオン電池材料
蛍光体
シンチレータ
GaN基板

機能性樹脂
熱可塑性エラストマー、機能性ポリオレフィン、
塩ビコンパウンドを中心とした幅広い品揃えで
医療、産業から日用品までお客さまのイノベー
ションに貢献します。

フェノール・ポリカーボネート
独自の製造プロセス技術とポリマー設計技術、
コンパウンド技術を融合し、アジアトップクラス
のシェアでグローバルに事業を展開しています。

コーティング材料
高度な合成、配合および評価技術に基づき、
塗料、インク、粘接着剤、化粧品基材、レジ
スト材などの分野で、環境対応も強く意識し付
加価値を提供しています。

食品機能材
世界トップシェアのシュガーエステルに代表され
る乳化剤、ビタミンEなどの製品群で、食品をは
じめ医薬品、化粧品まで幅広い領域で事業を展
開しています。

リチウムイオン電池材料
高度化する顧客ニーズに対し、材料開発から
安全性評価にわたる高い技術力とグローバル
供給ネットワークをもとに、主に電気自動車に
搭載する電池向けに電解液と負極材を展開し
ています。

蛍光体・シンチレータ・GaN基板
蛍光バックライトやLED用の蛍光体、セキュ
リティーやCTなどの医療診断装置用のシンチ
レータの提供、レーザー等高性能デバイスに
用いられる窒化ガリウム（GaN）基板の開発
を取り進めています。

2017年度売上収益 3,638億円 2017年度コア営業利益 360億円機 能 化 学
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Performance Products APTSIS 20

情電・ディスプレイ部門の成長戦略

 オーガニックグロース、他部門連携、M&A、新領域開拓による成長

「ダイアミロン」使用例

 スマートフォンの構成例

現在

新規領域開拓による
事業の拡大

M&Aによる
外的リソースの活用

3社統合による強みを
活かした他部門連携

既存事業の充実

事業規模

シュガーエステル

～2025年

高機能フィルム部門の成長戦略

 高機能化学品部門の成長戦略

協奏・インテグレーションにより成長を加速し、
高機能商品、ソリューションをグローバルに提供

主　要　戦　略

▶高機能・高付加価値製品、ソリューション事業の拡大
▶グローバル展開の加速
▶統合によるイノベーションの強化
▶新エネルギー事業の早期収益化

方　針

ディスプレイ用途に使用される光学関連部材情報、情報電子機器分野の
関連情報、および顧客情報を共有化することで市場アクセスを強化し、顧
客ニーズに合致する製品供給・開発の取り組みを他部門との協奏含めて
加速中です。具体的には、ディスプレイ産業の集積が進む中国へポリエス
テルフィルム加工製品の生産能力増強に向けた増設を行うとともに、国内
では年々大型化していく液晶ディスプレイに対応するため、その構成部材
である偏光板に使用される広幅「OPLフィルム」生産ラインの増設等を進
めています。このほかにも有機EL向けの製品開発など、さらなるソリュー
ション提供により事業拡大を進めていきます。

他部門との協奏を加速してシームレスなテクノロジープラットフォームの
進化を図ることにより、製品開発力・提案力を強化していくとともに、グ
ループ海外拠点のリソースをフル活用することにより、高付加価値製品の
海外展開を加速し、成長戦略を実現していきます。具体例として、食品包
装・医療分野などで広く使用されている共押出多層フィルム「ダイアミロン」
は、今後も大きな成長が見込まれるASEAN市場での事業拡大を図るた
め、タイにおける現地生産体制整備を開始。「ダイアミロン」に代表される
バリアフィルムの海外M&Aも含めたグローバルな事業拡大や、スマート
パッケージングなど次世代商品の技術開発も強化し、フードロス問題（賞
味期限の延長）の解決などの社会貢献にも注力していきます。

オーガニックグロース、他部門連携、M&Aによる外的リソースの活用、新規
領域開拓による事業の拡大により、成長をめざしています。
オーガニックグロースの具体例として、世界トップシェアのシュガーエステ
ルに代表される乳化剤事業は、日本での長年の実績により確立した技術・
システムを応用して海外展開を強化し、中国・ASEANを中心とした加工
食品市場拡大地域の需要を取り込むことでさらなる事業拡大を進めて
いきます。また、他部門連携の具体例として、炭素繊維複合材料に対し、
高機能化学部門が有する複合材用ベース樹脂等を組み合わせることに
より高靱性付与、硬化制御技術、他素材との接着などの機能を付加させ、
成長マーケットに特色ある複合的な製品を提案しています。

オーガニックグロース

他部門連携

M&A

新領域開拓

※1 2017年度より一部製品のセグメントを変更しています。
※2 2017年11月に、投融資を全社で2,000億円、R&D投資を全社で250億円増額することを公表しています。

計　画　数　値  （APTSIS 20オリジナル計画数値）

1,250億円
940億円

3,900億円※2

1,700億円※2

（億円）
1,500

1,000

500

0

2017実績※1 2020計画

コア営業利益

（年度）

投資額
（5カ年累計）

R&D投資
（5カ年累計）

表面保護フィルム

カバーガラス
層間充塡シート
タッチパネル
層間充塡シート

偏光板

液晶パネル

偏光板

バックライト

光学用透明粘着シート
「クリアフィット」

偏光板向けPVOHフィルム
「OPLフィルム」

その他当社製品
カラーレジスト
液晶パネルに使用
導光板  反射シート
液晶バックライトに使用

光学用二軸延伸
ポリエステルフィルム
「ダイアホイル」
（保護フィルム・

離型フィルム・拡散フィルム）
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成 長 戦 略

環境・社会課題へのソリューション

さまざまな医療ニーズに柔軟に対応した製品を展開

日経BP社、2015、テクノロジーロードマップ2016-2025
<医療・健康・食農編>をもとに作成

　先進国での高齢化進展や新興国での急速な人口増加
により、世界のメディカル市場は今後も大きく成長すると
見込まれています。MCHCグループでは成長するメディ
カル市場に注力しており、さまざまな医療ニーズに柔軟に
対応した製品を展開しています。
　たとえば、世界21カ国に拠点をもつ高機能エンジニ
アリングプラスチックス事業においては、長年、世界中の人
工関節メーカーに超高分子ポリエチレン「チルレン」が採
用されているほか、生体適合性エンジニアリングプラスチッ
クは、軽量であることやエックス線透過性などの特徴を活
かし、金属部品からの代替材として医療器具・手術器具
に広く用いられています。
　MCHCグループ全体では2017年に550億円であった
メディカル市場向け売上を、2020年には1,000億円に
拡大することを目標としており、グループ内で有する幅広
い技術と経験を融合し、今後も成長を図っていきます。

生体適合性の高機能エンジニアリングプラスチック

股関節 膝関節

世界の整形インプラント市場
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毎年5－10%で市場の成長を見込む
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2020

2018

2025

2019 2020 2025

効率的エネルギー活用に寄与する
イノベーティブな資源の製品とソリューションを
市場に提供し、KAITEKI社会の実現をめざす

　近年、資源の制約や環境問題への関心の高まりを
背景に、電気自動車の市場が拡大しています。MCHC

グループでは、電気自動車等向けのリチウムイオン電池

（LIB）部材である電解液および負極材を製造・販売
しています。当社の電解液および負極材は、LIBの寿命・
出力・充電特性等の諸性能を改善することが可能な
高機能品として、自動車用LIBに広く採用されています。
今後も高い技術力で顧客の要求性能に対応すると同
時に、世界各拠点での能増を通じて、グローバルな供
給体制を強化し、KAITEKI社会の実現をめざします。

LIB大型用途別 需要見込み 生産拠点一覧

電解液
負極材

四日市

英国ストックトンオンティーズ 
ルーサイト工場内

米国テネシー州メンフィス
ルーサイト工場内

坂出中国山東省青島

中国江蘇省常熟

参考データ：IHS、富士経済、B3、ID Tech

 航空､船舶   ESS   車載
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