
研究開発の特徴

研究開発プロセスの特徴

イノベーション創出

主体性と
対話の重視

顧客課題

技術開発
・コア技術　・要素技術　・プロセス技術

製品開発

生産技術

事業具体化事業化プラン

レスポンシブル・ケア

三菱ガス化学グループ保有の技術・原料・資源

主体性と対話を重視する風通しの良い企業文化

マーケット
ニーズ

探索

差異化製品

企画開発社会課題

研究投資の
最適化

基盤技術の
組み合わせ

他社に見られない多様な基盤技術
は、競争優位につながる重要な経営
資源。当社製品の9割以上は、自社
開発技術から生まれています。これら
の技術を組み合わせることで、事業
の可能性を無限に広げています。

｢投資対効果」の最大化、すなわち
研究活動における投資効率を高める
ために、研究テーマに優先度をつけ
る客観的な評価指標を導入。投資に
見合った成果を獲得しながら、外部
環境の変化に強い収益構造への転
換を図ります。

三菱ガス化学の研究組織では、研究
員の発想や主体性が尊重され、ボト
ムアップ型の研究も予算を組んで推
奨しています。日々オープンな議論が
交わされる風通しの良い組織風土
は、イノベーション創出の重要な鍵と
言えます。

最新のAIやMIを用いて、研究プロセ
スの高度化と効率化を推進します。
知財関連の組織を新設・改定し、
DXの手法によって知的財産管理の
あり方を変革。IPランドスケープを
実現します。

Key Point 1 Key Point 2

Key Point 3 Key Point 4

DX推進

研究・プロジェクト
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生産技術に関する詳細は、P51「生産マネジメント・CSR調達」を
ご参照ください。

特集：三菱ガス化学グループの研究戦略

　研究戦略を推進する際に、私たちはまず社会課題・顧
客課題の正しい把握に努め、市場からの要求（ニーズ）と
当社グループ固有の技術・資源（シーズ）をマッチングさ
せて差異化製品を創出することが重要だと考えています。
　研究開発プロセスは、大きく分けて「探索」と、研究テー
マとして製品化・市場参入を目指す「研究・プロジェクト」
で展開しています。既存事業における要素技術の改良や
新製品・新規グレードの開発は、事業部門の企画開発部
が推進します。新規事業や長期テーマである気候変動問
題などの探索は研究統括部が推進します。各組織では、
研究員の主体性や対話を重視する企業風土の下、知の
コラボレーションと自由な探索活動を奨励しています。
　新たに策定した中期経営計画で定めた「モビリティ」

「医・食」「情報・通信」「エネルギー」「インフラ」のター
ゲット領域に「CSR」を加えた領域の中から、適社度と成
長性を考慮して重点研究分野を設定しました。各研究分
野では、優先度の高いテーマに経営資源を集中し、プロ
ジェクト発足後は市場価値の早期確認を実施していま
す。また、開発スピード向上に向けて生産技術部との連携
を強化し、タイムリーな上市を目指しています。併せて、製
品の安全性・信頼性を担保するために、研究開発プロセ
スにおいても全社的な品質保証システム「Q-MGC」を適
用し、継続的な改善を図っています。



幅広い製品群を支える基盤技術

バイオ 触媒

機能製品

ポリマー
サイエンス

合成

・連続培養
・育種
・抗体医薬技術

・超強酸
・酸化固体触媒
・高圧技術

芳香族
アルデヒド

メタノール

キシレン
分離誘導品

メタキシレン
ジアミン

ネオペンチル
グリコール

過酸化水素

ポリカーボネート
光学樹脂
ポリマー

MXナイロン

脱酸素剤
エージレス®

BTレジン

EL薬品

医療用材料

医薬品

機能性
食品素材

カーボンニュートラル燃料

QOLの向上

製品の長寿命化

健康寿命の延長

持続可能な
医療への貢献

半導体の進化

次世代通信システム

モビリティの進化

水環境の保護

食品ロス削減

光学材料の進化

・空気酸化
・液相酸化
・水添

・脱酸素関連
・ワニス製造
・半導体向け薬液

・縮重合
・塊状重合
・酸化重合
・ポリマーの設計
・フィルム・シート
・樹脂加工
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〈用語解説〉

触媒： そのもの自身は変化しないで化学反応を促進する物質
合成： 化学反応によって化合物を合成すること
ポリマーサイエンス： 高分子（ポリマー）の構成単位を多数結合させて巨大な分子をつくる化学反応や加工技術
機能製品： 複数の原料を複合化する技術を用いて新たな機能を付与した製品
バイオ： 生物機能を利用して物質を変換する技術

　当社グループは、「触媒」「合成」「ポリマーサイエンス」
「機能製品」「バイオ」の5つの基盤技術を保有していま
す。触媒技術は、メタノール合成に用いられる触媒開発に
端を発しており、この技術から合成技術に発展し、数多く
の独自製品を生み出しています。一方で、川下展開を志
向して合成樹脂の重合技術を獲得。樹脂の評価成型か
らの応用により、機械特性、光学物性の機能設計を行っ

ています。更に、複数の原料を複合化する技術を用いて
新たな機能を付与した機能製品を開発しています。バイ
オ技術は、メタノールを栄養源とする微生物培養研究が
源流です。このように、バリューチェーンの川上から川下ま
で幅広い技術を保有していることが当社グループの特徴
です。



研究組織の一元化によって得られている成果

　化学業界は、新型コロナウイルス禍の問題に直面する
以前から、グローバルな規模で進む社会変化への対応
を迫られていました。この一連の変化は、三菱ガス化学に
とって「事業成長の機会でもある」と捉えています。2020
年4月には、新規事業の創出・育成と既存事業の拡大を
目的に、研究組織の体制を大幅に改定しています。新体
制では、4つのカンパニーに分散していた全社の研究者
を、研究統括部門の下に結集させました。急激な変化の
波が押し寄せる現代では、個別事業部門の視点ではな
く、できるだけ広い視点で社会課題を捉える必要がある
からです。
　組織改定から1年余りが経過した現在、東京・新潟・
平塚の3研究所間で技術交流が活発化しています。その
結果、互いの知見・成果を持ち寄って、トップランナー方
式でより高いレベルの研究活動が展開できるようになり
ました。また、研究部門と開発部門を明確に分離したこ
とで、業務課題が生じた際の原因分析が容易になりまし
た。R＆D投資によって得られる期待リターンについても、
これまで以上に予測精度向上に努めています。これらの
結果、5～10年先に必要とされる技術を事業化していく
長期的なプランを、従来以上に立案・推進しやすくなった
と実感しています。
　2021年4月には、全社の研究体制を更に強化するた
めに、従来の研究推進部と新規事業開発部を統合して
「研究統括部」を創設するなど、部分的な組織改定を実
施しています。知的財産関連の重要施策を担う「知的基
盤センター」も、今回新たに設けました。

MGCの「イノベーション」と、研究の方向性

　喫緊の社会課題が山積する現代にあって、化学メー
カーが創出するイノベーションへの期待が高まっていま
す。イノベーションとは、当社グループのミッションにもあ
る「社会と分かち合える価値」を、新たに創造することに
他なりません。また、グループ各社・各部門が保有する優
れた機能を掛け合わせてシナジーを最大化することも、
イノベーションの創出には欠かせない要素だと考えてい
ます。　
　新中期経営計画では、将来の社会課題に対応した重
点研究分野を設定しています。グループとして定めた目標
達成までの時間軸を設定し、投資対効果の最大化を図
るのも、私の役割だと認識しています。経営資源を配分す
る優先順位付けに恣意性を排除するため、2020年度に
はスコアリングによる研究評価指標を整備しました。成長
性やCSRの観点など十数項目から成るこの指標は、進捗
管理が目的ではなく、研究テーマそのものを総合的に評
価するためのものです。評価の客観性・公平性とオープン
化を進め、自発的な軌道修正を促すことも、大切なねらい
です。また、地政学的リスクなども考慮し、海外拠点での
研究開発の比重も高めていく考えです。
　これからの10年を展望すると、まず情報通信分野や
次世代モビリティにおいて、革新的な新素材の開発が必
須となります。環境対応プラスチックやグリーンケミカル
など、持続可能な社会に寄与する新技術にも、化学メー
カーの社会的使命として取り組む考えです。10年後、様々
な研究を芽吹かせるために、戦略を着実に実行していき
ます。
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社会変化を踏まえた研究組織体制で、
新技術・新製品の創出を加速していく

担当役員による戦略解説

取締役 常務執行役員
研究統括管掌、
知的基盤センター担当

加藤 賢治

 常務執行役員
括管掌、
盤センター担当

藤 賢治
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　半世紀前の会社創立以来、三菱ガス化学には独自の
基盤技術を用いて、幅広い製品群を展開してきた歴史が
あります。今日においても、当社製品の90％以上は自社開
発によるものです。他社に見られない多様な基盤技術は、
競争優位の獲得につながる重要な経営資源とも言えま
す。これらの技術をグループ間で融合・応用することで、製
品改良や新規事業の創出など、未来の可能性を無限に
広げていけると考えています。

　新中期経営計画「Grow UP 2023」の大きな目標は、差
異化技術の創出、差異化事業の拡大によって競争優位性
を更に高め、外部環境の変化に強い収益構造への転換
を図ることです。このグループ目標の達成に向けて、研究部
門がなすべきことは「投資対効果」の最大化、すなわち研
究活動における投資効率の向上です。まず2020年度に、
研究テーマの優先度を決めるための客観的な評価指標を
導入しています。新中計期間の3ヵ年はこの指標に沿って、

　2020年度は、既存の技術プラットフォームをイントラネッ
ト上に再整理し、多様な基盤技術を俯瞰しながら、それら
の組み合わせによるイノベーションを促進しやすくする仕
組みを整えました。このプラットフォームを媒介にして、複数
拠点の研究員同士が互いの得意分野を持ち寄り、中長
期の研究や探索活動を円滑化するなどの効果も見込ん
でいます。

優先度の高いテーマに経営資源を集中していく方針です。
製品開発を担う事業部門とも緊密に連携しながら、テーマ
ごとに設定した期間内に、投資に見合った成果を獲得で
きるようにし、差異化事業の拡大につなげていきます。
　また、2020年4月に全ての研究組織を一元化したこと
を機に、研究統括部が主導する形で、事業ポートフォリオ
や今後の成長分野を踏まえた新たな研究テーマを戦略的
に設定しています（下図参照）。

イノベーション創出の鍵

基盤技術の組み合わせ
幅広い製品群を支える多様な基盤技術。その組み合わせには無限の可能性

研究投資の最適化
新中計の設定目標、今後の成長分野などを踏まえて、投資効果を最大化していく

Key Point 1

Key Point 2

研究テーマ設定のポイント
①事業ポートフォリオの
ターゲット領域 ②適社度の高さ ③今後の成長分野

タイプA：既存事業の成長分野のテーマ
将来の成長を牽引するテーマとして優先的に資源投入

タイプB：既存事業外の成長分野のテーマ
持続可能な社会への貢献など新規市場開拓

タイプC：既存事業の投資対効果が見合うテーマ
製品ごとのきめ細かい対応で既存事業を拡大

基盤技術の応用展開例
（キシレン関連製品フロー）

混合キシレン
超強酸技術
（キシレン
分離・異性化）

メタキシレン
農薬・顔料など

芳香族
アルデヒド
香料など

メタキシレン
ジアミン
合成樹脂など

MXナイロン
包装材料など

１，３-BAC
塗料分野や
複合材料分野

超強酸技術
（カルボニル化）

酸化技術 重合技術 複合化技術

技術 原料
（外部） 製品

高性能ポリアミド
樹脂 「レニー®」
自動車部品など

水添技術水添技術

一酸化炭素

アンモニア

水素
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　三菱ガス化学の研究組織では、個々の発想や主体性
が尊重されており、経営施策に沿ったR＆Dと並行して、
固定概念に縛られないボトムアップ型の研究も推奨して
います。各研究所では、まだ顕在化していないニーズの予
測や、実験・評価方法などの新機軸を見出すために、日々
オープンな議論が交わされています。こうした組織風土も、
イノベーション創出の重要な鍵と言えます。
　ボトムアップ型の取り組み例の一つが、東京研究所の
「Kompass活動」です。これは研究員の集団知を引き出
すために、業務時間の10％を使って研究のアイデアを出
し合う、自由参加型の探索活動です。イントラネット上で全
テーマを公開し、コメントや投票ができるシステムを構築
しており、正式な研究テーマに昇格したものも登場してい
ます。現在では、他の研究所にも活動の輪が広がってい
ます。このほか、他企業との意見交換会や大学との協業な

　三菱ガス化学の研究組織では、直近の10年で計算化
学の活用が根付いてきており、分子構造の予測や合成反
応の解析業務などで顕著な成果が得られています。新中
計の3ヵ年では、最新のAIやMI（マテリアルズ・インフォマ
ティクス）を用いてDXを推進し、研究プロセスの高度化と
効率化を推進します。たとえば、膨大な量のトライアンドエ
ラーが不可欠だった分子設計や材料開発などにデジタル
技術を適用し、試験結果を高い確率で予測することで、ム
ダな工程を省きながら研究スピードを加速していきます。

ど、研究員に刺激を与える機会を数多く設けています。技
術立社の風土が育んできたＤＮＡは継承しながら、外部
の新しい知見も取り入れ、研究開発型企業集団として持
続的な成長を目指します。

　2021年4月には、研究統括部内に専属のAI、MI推進
チームを新設し、DXの推進体制を強化しました。最終的
には全ての研究員が、必要に応じて最新のデジタルツー
ルを活用できる業務環境を整備します。また、研究部門で
培ったデータ処理の知見をエクスポートする考え方で、戦
略的な知的財産活用を進めます。従来のベーシックな特
許事務業務から、データ駆動型の知財オペレーションへ
の転換を目指しています。

主体性と対話の重視
ボトムアップ型の研究や対話を重視する、風通しの良い組織風土

DX（デジタルトランスフォーメーション）推進
AIやMIを用いて、研究プロセスを高度化・効率化する

Key Point 3

Key Point 4

　化学メーカーが持続的な成長を追求していく上で、知的財産（特許・技術・知見・ノウハウ全般）の重要性が高まって
います。三菱ガス化学では2021年4月、DXを活用して知的財産を戦略的に蓄積・権利化し、グループ内へ展開するた
めに、「知的基盤センター」という新組織を設けました。当センターの中には、知的財産に関する戦略策定・推進を行う 
「特許グループ」（新設）、知的財産に係るデジタル活用と技術調査を担う 「技術情報グループ」（新設）、及び「分析グ
ループ」（現、研究推進部から移管）を設置しました。一連の組織改定には、知的財産管理のあり方をDXで変革し、IP
ランドスケープ*2を実現するねらいがあります。とりわけ、特許情報や文献情報、競合企業のパブリックリリースなど、膨
大な知財データを収集・解析する業務は、AIとの親和性が高いという特質があります。既存ツールと研究員の解析スキ
ルにAIを組み合わせ、データ駆動型の知財オペレーションへの転換を図っていきます。近い将来、私たちの研究フィー
ルドやテーマの妥当性をAIが定量的に示すことで、研究戦略策定を強力にサポートできるようになると考えています。
＊2  知的財産を重視した経営戦略。業界内の研究開発動向や個別特許の技術情報を鑑み、自社の市場ポジションについて、現状の俯瞰や将来の展
望を示すもの

知的財産戦略

研究成果を発表し合う「全社ポスター発表会」


