
コア技術

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。

　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。

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）

機器設計・制御

分析・物性解析・シミュレーション合成技術

製品評価技術

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

バイオ技術

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
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研究・開発マネジメント

2020－25年度に成長を担うべき新たな事業の育成に向け、
フォーカス市場の変化を睨み、
次世代テーマの事業化を促進していきます。

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） 137%

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） 104%

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）109%

MOT指標の代表例と2017年度実績
　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（Management of Technology）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、中期経営計画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：2017年度目標に対する代表的指標の2017年度達成率）
※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

次世代テーマの早期事業化

コア技術

マルチマテリアル
関連材料

次世代ディスプレイ材料

有機センシングフィルム

機能性バリアフィルム
（メディカル、食品）

3Dプリンター用複合材料
（メディカル用途など）

次世代センサー材料

パワー半導体関連材料

疾病予防強化
（マイクロバイオーム）

新しいタイプの
医薬/診断医薬

ICT/AI活用の
医療システム

再生医療
周辺材料

環境負荷低減
・LCA観点（リサイクル技術）
・再生可能エネルギー
・新規生分解性ポリマー

次世代電池関連材料

メディカル・フード・バイオ ヘルスケア 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

自動車・航空機
（モビリティ）
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デジタル技術と思想によって
会社、業界、社会に新しい流れをつくり、
MCHCのビジネスや風土に変革をもたらします。
執行役員
Chief Digital Officer

岩野 和生

CDOメッセージ

　クラウドコンピューティング、ビッ
グデータ、IoT (Internet of Things)、
AIなどのデジタル技術の進展により、
世界は加速度的にスピードを上げ
ながら変化するとともに、複雑さを増
す時代が到来しました。
　こうした時代環境は、コンシュー
マービジネスの世界だけでなく重厚
長大な化学・素材産業にも大きな
インパクトをもたらすと見ています。
そうした中、MCHCグループは
2017年4月、新たにChief Digital 

Officer（CDO、最高デジタル責任者）
を設置し、私が着任いたしました。長
年にわたってIT業界に身を置いてき
た私は、現在のデジタル技術の底辺
に流れる技術や思想の本質、そして、
それらのビジネスや社会へのインプ
リケーションつまり含意を考え続け、
それらの肌感覚を養ってきました。
この感覚を、世界の経済・社会活動
を支える製品やサービスを生み出
すMCHCグループに還元し、新た

な価値の創出に貢献できることに喜
びを感じるとともに、責任の重さを感
じています。
　MCHCグループには、デジタル
トランスフォーメーションにとって
の4つの財産があります。（1）過去
から蓄積された膨大なデータ、（2） 
リアルな現場、（3）トップの変革へ
の意志、そして（4）さまざまな事業
と高度な専門家 いずれもが大変
重要な財産です。
　ビッグデータ、AIの時代と言われ
て久しいですが、今までは、B2C 

（Business to Consumer）の世
界でその利活用の議論・実践がな
されてきました。2017年あたりから
「データが新しい経済を生み出しつ
つある。」「データは、今世紀におけ
る新しい石油資源である。そして自
分たちで採掘し加工して価値を作
り出すことが最も利益を生み出す。」
などと言われ始めています。データ
と現場をもつ私たちが、価値を自分

たちの手で生み出す時代がやって
きたのです。しかも、CPS （Cyber 

Physical Systems）、 IoT の世界
では、いよいよ物理的世界とサイ
バーの世界が一体となって価値が
生み出されます。その意味で、これま
で物理的世界の比重が高かった
B2B （Business to Business） 
の世界にも革新的な変化が生み出
され、社会や産業界に大きな影響
を与えられるのです。まさに、私たち
が変革の主導者になる時代がきて
います。
　この千載一遇の機会に、上記の
貴重な財産をもつMCHCグループ
が、デジタル技術・思想によってもた
らされる革新を本質的に取り込み、
ビジネスや風土に変革をもたらすこ
とが、私たちの使命です。これらの
活動は、世の中にとっても、深い意
味と先駆的な役割をもつものと感じ
ています。
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 センサーの相関図

辞書 統計
学習モデル

1 2

デジタルトランスフォーメーションに向けた取り組み

Vision
デジタル技術と思想によって会社、業界、社会に新しい流れをつくり、

MCHCのビジネスや風土に変革をもたらす

人材育成、Digital Nativeな組織・風土変革

全社共通インフラ基盤、MCHCメソッド（全社横展開）

テキストマイニングを応用した知識継承

 テキストマイニングの適用範囲

インターネット

異常検知・予測

知的検索

質問応答

知識伝承

特許分析

日報

言語処理

形態素解析

構文解析

意味解析

意図解析

特徴抽出

対話作成

トレンド分析

相関分析

時系列分析

評判分析

統計処理・
機械学習 分析

ブログ 特許

オフィス文書 文書DB

データ 処理

ソリューション例

プラントのプロセス異常の予兆検知

Operational
Excellence
ありとあらゆる業務の
運用を最適にする

データから知識・知恵へ

New Digital
Business

Model
サプライチェーンに
変化・変革をもたらす
新たなサービス・

ビジネスモデルの創出

New Digital
Paradigm
革新的な技術の
取り込み・活用

組織・制度・仕組みの
再構築

　デジタルトランスフォーメーションのビジョン実現のために、
右図のように、5つの柱のもとに活動を展開しています（右図
参照）。具体的には、MCHCグループの事業会社、事業部、事
業所と協働で、デジタル技術や思想を用いて事業課題の解決
をめざす「デジタルプロジェクト」を推進します。2017年度は、
Operational Excellenceを中心に数十のプロジェクトを手
掛け、以下のような成果を創出しました。

　当社グループでは、情報の価値が長期間にわたって持続する
一方で、それら情報・データが散在している、あるいは、属人化し
ていて熟練従業員の退職に伴い知識・ノウハウを喪失する恐れ
があるといった課題がありました。たとえば、お客さまからの製品
に関する問い合わせに対し、当該製品の教科書や過去の応答
情報などの文書群をテキストマイニング技術により知識化およ
び検索・可視化することで、応答品質と応答スピードの向上を
実現しました。

　大きな化学プラントにおける異常は、ビジネス機会を失うなど
事業活動への影響が甚大な一方で、長年、事前検知を化学工学
だけで解決することは困難でした。プラントに付置されたセン
サーから上がってくる数値をデータとして統計・機械学習手法で
解析することで、現場運用に堪える異常状態の事前検知を実現
しました。

　こうしたデジタルプロジェクトの実践で得られた解決プロセスの
考え方や方法論をMCHCメソッドとして確立、共通インフラ
基盤とともにグループに広く提供しています。また、実践を通じた
現場技術者を含めた人材の育成や外部知見との交流・柔軟な
取り込みによる技術の高度化も図っています。
　今後は、サプライチェーンの川上に位置する企業として、川下の
パートナーとともに新たなビジネスモデルの構築にも注力して
いきます。
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