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最終ユーザーに近いポジションで情報を入手し、
先端製品の開発につなげる

　機能化学品事業部門は、最終ユーザーに近い製品を
多く扱っており、マーケットニーズと直結したビジネスを展
開しています。市場の変化を捉えた先端製品の開発・販
売を通じてお客様の課題を解決しながら、人々の暮らし
に貢献してきたと自負しています。
　社会課題の解決や、ユーザーの潜在的な要求に合致
した製品を供給するためには、マーケットの変化に関す
る、質の高い情報を得やすいポジションを確保する必要
があります。その最適な手段は市場トップシェアを獲得・
維持することです。たとえばBT積層板や超純過酸化水素
は、世界でNo.1のシェアを持っているからこそ得られる
豊富な情報を新製品開発に活かし、提案の幅を広げて
います。
　また、当事業部門では、テクニカルサービスを重視して
います。たとえばスマートフォンのカメラレンズ向けの光
学部品は近年薄型化が進み、材料を成形する際の難易
度が一層高まっています。そこで、当社の企画開発担当
者や研究員が生産現場に立ち会うなど、製品納入後の
サービスを徹底して行っています。こうした活動はお客様
からの信頼獲得はもちろん、次世代製品を開発する上で
数々のヒントにつながっています。私たちの強みは、お客
様の課題さえ明確に認識できれば、多面的な視点からア
イデアを出せる点にあります。自分の目で事実を確認する
ことは、競争力を維持するために重要なのです。
　なお、当社グループは、メンバーの自律的な行動や提
案を尊重して大きな裁量を任せ、もし失敗してもそれを許
容する風土が浸透しています。こうした風土は、既存の枠

にとらわれない技術革新力を醸成するためにも大切な要
素だと考えています。

差異化製品の比率を高め、
オンリーワンのサプライヤーへ

　機能化学品事業部門が描く中長期戦略の柱は、前述
したビジネスモデルの特性を活かして、市場からの要求
（ニーズ）と私たちの固有技術・資源（シーズ）を合致さ
せ、より高い機能を備えた差異化製品を生み出していく
ことです。中計で掲げた施策に沿って、固有の技術と企
業風土を活かした差異化製品の比率を高めながら、業
界トップのサプライヤーになることを志向します。加えて、
収益性・成長性が高く、高水準のROIC、安定したキャッ
シュ・フロー創出力を誇る事業部門を目指します。また、
事業拡大に向けて海外展開を加速させ、真の意味で「グ
ローバル企業」を目指していきたいと考えています。現地
生産体制を一層拡充し、現地企業とのパートナーシップ
を強化しながら、グローバルでの競争基盤を確立します。
　今後は、生産活動による環境負荷の最小化に取り組
みながら、私たちが手掛ける先端製品群によっていかに
社会に貢献できるかが、最も重要なテーマになります。
2020年の組織改定から1年余りが経過し、事業間の情
報交流を意識的に進めています。異分野の見識を深め、
共通の社会課題解決に向けた取り組みなども含め視野
を広げていくことには大きな意義があります。私たちの
日々の活動が、「社会と分かち合える価値の創造」につな
がっているかを常に検証しながら、化学メーカーとしての
存在意義を世に問うていきたいと考えています。

取締役 常務執行役員
機能化学品事業部門担当

香坂 靖

担当役員による戦略解説

ニーズとシーズを合致させ、高い機能を
備えた差異化製品を創出します



エレクトロニクスケミカルズ

超純過酸化水素のグローバル展開強化
・ 新拠点設立：［中国］原料工場設立（2022年稼働予定）、超純
過水工場（～2023年度）
・ 既存拠点強化：［台湾］原料工場設立（2023年稼働予定）、
［日本］ボトルネック解消による増産（～2023年度）

光学樹脂ポリマー

旺盛な需要への確実な対応
・鹿島工場での生産能力増強（2022年7月営業運転予定）
強靭なサプライチェーン構築
・ 田岡化学工業との合弁事業である原料モノマープラントの円
滑な立ち上げ（2023年１月営業運転予定）
リサイクルの推進
・顧客で発生する端材を回収・リサイクルし、環境負荷を低減

半導体パッケージ用BT材料

５Gの進展による新たな需要の取り込み
・ 拡大するアンテナインパッケージ（AiP）向け市場に新規BT材
料を投入等、拡販戦略を推進
旺盛な需要への確実な対応
・タイ工場での生産能力増強（2022年４月営業運転予定）
新製品開発・市場開発
・ 台湾ITEQ社との合弁会社にて半導体市場の要求に応える半
導体基板材料を共同開発

ポリアセタール

事業再編による市場プレゼンスの向上
・ 韓国エンジニアリングプラスチック社（KEP）を製造会社化、
KEP製品を販売する新会社を韓国に設立
新規グレード開発＆拡販
・ 低VOCグレードの継続的改良とグレード取揃え充実化により
モビリティ分野へ拡販

ポリカーボネート／シートフィルム

・ 地球環境に配慮した、CO₂を原料とする効率的なポリカーボ
ネート量産技術の構築
・ 高付加価値ポリカーボネートの販売比率向上

過酸化水素

・ 中国での過酸化水素工場の移転・営業運転開始
・ 過酢酸、水処理剤等の環境薬剤の展開

脱酸素剤

・ 海外販売比率の向上と非食品分野への採用拡大
・ 製品の小型化や環境対応原材料の採用による環境負荷低減

 差異化事業の更なる強化

 基盤事業の高付加価値化・効率化
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戦略のポイント

中期経営計画

全体方針

・ 高付加価値品の比率向上、
コスト競争力強化

・成長市場における設備投資を継続

営業利益 経常利益売上高
＊旧セグメントの合計値

2017年度実績* 2020年度実績 2023年度目標

338

435

2,578
2,678

3,300

375

530

348

490

計数目標（億円）

売上高構成比

44.9%
2020年度（実績）

事業内容： 無機化学品、合成樹脂、光学材料、電子材料、脱酸素剤

主なグループ会社：  泰興菱蘇機能新材料有限公司、三永純化、MGC PURE CHEMICALS AMERICA, INC.、
MGC PURE CHEMICALS SINGAPORE PTE. LTD.、 
巨菱精密化学股份有限公司、MGCフィルシート、THAI POLYACETAL CO., LTD.、
三菱瓦斯化学工程塑料（上海）有限公司、三菱エンジニアリングプラスチックス、
MGCエレクトロテクノ、 MGCエージレス

従業員数： 3,533名
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組織改定によって事業にメリハリを利かせ、
更なる競争優位の構築を目指します

メタノールから特殊化学品まで、
幅広い事業を展開

　基礎化学品事業部門では、天然ガスと混合キシレンを
起点にしたダウンストリームを展開しています。
　天然ガスチェーンでは、メタノールとアンモニア、それら
の誘導体である有機化学品類など、幅広い産業の基盤
を支える製品を製造しています。安価な原料の確保や
マーケットに近い生産立地が、競争力の源泉と言えます。
とりわけメタノール事業は、積極的な海外展開と製造プロ
セス・触媒技術・グローバルな販売網を持つトータルなビ
ジネスモデルで、競争力のある地位を構築しています。更
に、国内ではメタノールを原料とする微生物蛋白の研究
で培った技術を応用したライフサイエンス事業やガス田
開発の経験を活かした地熱事業にも多角展開していま
す。また、当社は1980年のサウジアラビア進出を皮切り
に、ベネズエラ、ブルネイなど天然ガス埋蔵国で生産拠点
を拡大してきました。2020年12月には、トリニダード・トバ
ゴでもメタノールの製造を開始し、世界的な供給体制を
強化しました。
　一方、混合キシレンチェーンでは超強酸触媒HF-BF₃
を工業的に使いこなす唯一の会社として製品群の提
供に注力しています。メタキシレン誘導体を中心とする
特殊化学品では、産業界の様々な課題に対応できる差
異化製品をラインナップ。たとえばメタキシレンジアミン
（MXDA）は厳しい自然環境に晒される橋梁などの重防
食塗料に使用され、社会インフラの長寿命化に貢献して
います。
　なお、当事業務門のビジネスモデルは、ともするとシー
ズ志向の発想が強まる恐れがあります。そこで、2020年
に3商社を統合した三菱ガス化学トレーディングとの連携
を強化し、市場ニーズもしっかり意識する体制の構築に
取り組んでいます。

競争力強化と脱炭素への貢献を目的とした
組織改定を実施

　当事業部門は2021年4月、特色ある製品の開発並び
に構造改革のスピード向上を目的に組織改定を実施しま
した。MXDAや芳香族アルデヒドなど、独自性の高い製
品群を所掌する「ハイパフォーマンスプロダクツ事業部」を
設け、新たな用途やエリアの拡大に向けて積極的な投資
を実行します。開発品である透明ポリイミド樹脂「ネオプリ
ム®」や高性能熱可塑及び熱硬化CFRPは、日本ユピカや
フドーといったグループ会社と一元的に事業を運営する
ことで、シナジー効果と差異化の追求、及び開発効率の
向上に取り組みます。なお、現時点では中期経営計画で
位置付けた「差異化」のカテゴリーに含まれないものの、
利益貢献が大きい製品群は投資を継続し、競争力の維
持・向上を図っていく考えです。
　今回の組織改定では、カーボンニュートラルの実現に
向けてエネルギー資源部が所掌してきた地熱発電事業
などを“環境事業”と位置付け、推進体制を強化します。ま
た、CO₂や廃プラスチックをメタノールに変換し、化学品
や燃料・発電用途としてリサイクルする「環境循環型メタ
ノール構想」など、当社グループの強みを活かした社会
課題の解決に一層注力します。
　組織改定と連動した一連の施策には、基礎化学品事
業の中身にメリハリを利かせ、高付加価値製品の売上比
率を高めるねらいがあります。今後は採算が見込めない
事業の撤退を含む構造改革や、時代のニーズとマッチし
ていない先端技術開発の保留などを含め、ROICなどの
資本効率も意識した経営指標の経年変化をより詳細に
モニタリングしていく考えです。施策実行のスピードを上
げながら、「特色と存在感あるエクセレントカンパニー」へ
の道を切り拓いていきます。

取締役 常務執行役員
基礎化学品事業部門担当

長岡 成之

担当役員による戦略解説



メタノール

・ CO₂利用を含む多様な原料からのメタノールを環境循環型商
品として定義し、製造技術の開発を推進
・物流面における競争力の強化

エネルギー資源・環境事業

・ CO₂排出の少ない地熱発電所の安定操業及び新規有望地域
の調査
・水溶性天然ガス・ヨウ素の新規開発

アンモニア・アミン系／MMA系製品

・ CO₂フリーアンモニア活用に向けた海外合弁会社でのCCUS*²
への調査協力や、国内での受入インフラ検討
・MMA系誘導品の販売強化及び新規誘導品の拡充
＊2  排出したCO₂を回収・貯留する技術、及び貯留したCO₂を化学品
原料等に利用する技術

発泡プラスチック（JSP）

・SDGsを主軸に置いた差異化環境製品の拡販
・ 新材料・新用途を重点活動テーマと位置付け、モビリティ分野
の新市場を開拓

ホルマリン・ポリオール系製品

・ホルマリンから川下（接着剤）まで一貫生産体制の構築
・事業ポートフォリオ改革を進め、安定収益基盤へ

キシレン分離／誘導品

・ ボラティリティの高い製品群の収益安定化を目指し、事業構造
の再構築を計画

MXDA

将来的な生産設備（欧州）の新設を見据えた拡販戦略の推進
・ 新興市場への拡販の加速：南米等の新興国をターゲットとし
たMXDAの拡販を推進
・ 環境調和型製品向けの開発：風力発電のブレード、水系塗料
等、環境調和を意識した製品向けのR&Dや拡販に注力

芳香族アルデヒド

将来的な需要増への対応
・ 芳香族アルデヒドの需要は年率４～５％で成長。将来的な需
要増に対応
水島工場での生産能力増強
・ 2022年にデボトルネックによる生産能力増強を計画。中長期
の需要増に対応する生産設備新設も検討

MXナイロン

重点エリアへの拡販
・ 欧、米、中国、東南・南アジア、中東、中南米を重点エリアとした
既存用途の横展開
環境負荷低減に向けた取り組み
・ リサイクル適性の向上、バイオマス由来の材料開発、金属代替
による軽量化への貢献

戦略のポイント

全体方針

・  社会の要請に応える製品や事業を
｢ビジネス」へ

・ ポートフォリオ改革・不採算事業の
再構築によるボラティリティ低減

 差異化事業の更なる強化

 不採算事業の見直し・再構築

 基盤事業の高付加価値化・効率化

中期経営計画

2017年度実績*1 2020年度実績 2023年度目標

311

388

3,878

3,228

4,100

110

310

96

250

計数目標（億円）

営業利益 経常利益売上高
＊1 旧セグメントの合計値
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事業内容：  天然ガス系化学品、キシレン系化学品、エネルギー資源・環境、
ライフサイエンス

主なグループ会社：  日本ファインケム、JSP、JSP International Group LTD.、
MGCターミナル、東邦アーステック、日本・サウジアラビアメタノール、
METANOL DE ORIENTE, METOR, S.A.、
BRUNEI METHANOL COMPANY SDN. BHD.、
日本トリニダードメタノール

従業員数： 5,016名

売上高構成比

52.9%
2020年度（実績）


