
基礎化学品と比較しながら整理した結果が図 3（左段）となり

ます。

　戦場においては、基礎化学品に比べ、攻めるべき市場の選択

肢は多いが、それぞれの市場は小さいことが特徴です。同じ樹

脂であっても自動車向け、エレクトロニクス向けでは、用途の

違いにより市場が異なります。機能性化学品メーカーは、各分

野の市場動向を見極めつつ、自社の強みを活かせる市場（戦場）

を探し当て、そこでプレゼンスを発揮する必要があります。

　武器においては、各社が固有の材料設計、製造ノウハウを保

有し、それを武器として競争優位を発揮しているということが

特長です。世の中にある数百万種類の製品は、多種多様な要素

技術で、当然ながら特定企業ですべての技術を賄うことは不可

能です。基礎化学品に比べ他社が模倣不可能な固有の武器を保

有しやすいと言えます。

　戦い方については、川上領域に比べ、川中領域は多種多様な

顧客ニーズが存在するという点が特徴です。他社より如何に早

く顧客ニーズを捉えるか、そしてその顧客ニーズを如何に充足

するかという戦い方となります。汎用化が進んだ基礎化学品に

おいて、如何にコスト競争力を発揮できるかという戦い方とは

根本的に異なります。

　多種多様な顧客ニーズというのは、同じ素材であっても顧客

毎に異なるケースもあります。自動車部品や電子部品に使用さ

れるエンジニアリングプラスチック（エンプラ）を例にとると、

同じ電子部品用のエンプラであっても顧客のものづくりの実力

値が違えば、顧客ニーズが異なってきます。微細成形用エンプ

ラを提供するケースを例にとると、金型設計や射出成形製造技

術が強い顧客の場合、成形難度が高いエンプラであっても安価

なエンプラを求める傾向があります。一方、成形技術が弱い顧

客の場合、多少値段が高くても、流動性に優れているなど、成

形難易度を緩和できるエンプラ提供が顧客にとっては価値とな

ります。このように顧客毎のものづくりの実力値をも勘案して、

顧客ニーズを把握し、自社製品を提案できるメーカーが勝利を

収めることになるのです。これが川中領域においての戦い方と

なります。

3. 川中領域における環境変化とは？
　次は過去からの世の中の動向を踏まえ、この川中領域にどの

ような変化が起こっているかを考えてみたいと思います。最も

大きな変化は、さらなる顧客ニーズの多様化が進行したことで

す。加えてニーズ充足スピードの向上も要求されるようになり

ました。これは川下領域に位置する顧客の環境変化に大きく起

因します。顧客である加工・組立メーカーや消費財メーカーは

グローバル化、デジタル革命を主起因とした、ニーズの多様化、

ライフサイクルの短命化に直面し、多品種少量化やものづくり

の複雑化を引き起こしました（図3（右段））。

　当然のことながら、川下プレイヤーのサプライヤーとなる川

中領域の化学・素材メーカーは、多様化する顧客ニーズや対応

スピードに歩調を合わせる必要が出てきました。戦場はより多

彩かつ小規模に、武器はより多彩かつユニークにならざるを得

なくなってきたのです。そうなると全社としての規模を維持す

るならば、現状より多彩な武器を携え、現状より多彩な戦場で

戦う必要が出てきたのです。事業・製品群は徐々に数を増やし

ながら小粒に、事業の取り扱い製品は徐々に多品種少量化へ、

ものづくりプロセスは徐々にそのバリエーションを増やしてい

く、という具合です。

4. 川中領域にシフトする化学・素材メーカーが陥る
罠とは？
　多品種少量化という課題は、川下プレイヤーである加工・組

立メーカーにとっては、過去より直面してきた課題です。加工・

組立メーカーと違う点は、資本集約型の傾向が強い装置産業で

ある化学・素材メーカーで起こっているということです。装置

産業においての多品種少量化への対応は如何に？ということな

のです。

　多様化する市場、顧客要求の流れに身を任せつつ、短期的な

視点で意思決定を繰り返すと、全社、事業、工場、各レベルに

おいて徐々に稼ぐ力が失われ、気付けば儲からない会社になる

という事態に陥りかねないのです（図 4（上段））。以降で各レ

ベルでの陥りがちな罠について見ていきましょう。

①全社レベル

　特に多くの事業を抱える総合化学メーカーにて起こり得ま

す。前述した通り、顧客サイドの川下領域の環境変化に合わせ、

川中領域の戦場はより多彩化、細粒化する傾向にあります。さ

らに近年では「要求する機能が実現できれば、鉄でも樹脂でも

素材は問わず。提案求む」という顧客も現れており、戦線拡大

の余地は多くあります。

　このような状況の中、世の中の動向に合わせ、新規事業を創

出していくことは必要ですが、並行してノンコア事業の捨象も

一方で考える必要があります。

　細粒化する戦場であっても、装置産業である限り、一定規模

の設備投資は必要となります。そのため市場規模は小さくとも

一定の規模を追求し、継続的にキャッシュを得る必要がありま

す。つまり各事業は、小規模な戦場の中で常にトップを狙って

いく必要があるのです。日系メーカーに比べ、持続的な高収益

を維持しているドイツの BASF 社は、グローバルで多数の事

業を有していますが、その製品群のほとんどが 1位～ 3位で占

められております。事業の買収、売却を行いつつ、新陳代謝を

繰り返しながら稼ぐ力を維持しているのです。

　戦線拡大をしていくと全社におけるコア事業は何か？が不明

確になる傾向があります。コア、ノンコアを切り分け、ノンコ

アを捨て、コアに経営リソースを注力し、コア事業でトップを

狙うことを絶えず実践する必要があります。

②事業レベル

　川中領域で多品種少量化が進行傾向にあることは前述の通り

ですが、多品種少量化による弊害は、製品開発効率の低下や後

述するスループット低下を招くことです。陥りがちな罠とは、

このような状況下において、御用聞き営業といった、顧客要求

を盲目的に受けることにより、自社製品の多品種化に拍車をか

けてしまうことです。

　御用聞き営業というのは、川中領域のメーカーにおいては、

特に陥りやすい傾向にあります。川中メーカーは川下メーカー

に比べ、本質的な顧客ニーズを捉えることが難しいからです。

顧客からの what（要求）は分かるが、why が分からないとい

う状態に陥ります。なぜでしょうか？それは why が顧客（川

下プレイヤー）の顧客（最終ユーザー）に起因する可能性があ

るからです。より川下の市場に着目することができず、顧客に

言われるがまま、新製品開発をしてしまうという事態が発生し

ます。

　製品企画・開発においては、本質的な顧客ニーズを見極め自

社にとって受けるべきか、受けるべきでないかの判断が重要に

なります。さらにより望ましいのは、事前に本質的な顧客ニー

ズを理解することで、お互いが win-win となるような提案、誘

導営業を行うことです。自社にとっての win を考える際には、

より高価格な製品を訴求できるかどうかに加え、自社の開発効

率、製造プロセスへのインパクトも考慮することが肝要です。

③工場レベル

　事業レベルで発生する多品種少量化は、製造プロセスのバリ

エーションを増加させます。プロセスのバリエーション増加に

より、ものづくりが複雑化、生産性が低下し、結果としてスルー

プット低下を引き起こします。

　組立メーカーの場合は、ライン生産からセル生産、ロット生

　「大再編時代の到来だ」「第一次世界大戦後に並ぶ 100 年ぶり

の大変革期だ」。化学産業を指し、このようなメッセージが叫

ばれて久しい状況です。実際、過去20年においては ICIと言っ

た名門メーカーさえも買収対象となり、その名前は市場から姿

を消しました。近年ではデュポンとダウ・ケミカルの経営統合、

そして 3 つの企業体への再編というビックニュースは記憶に新

しいでしょう。

　このような大再編時代において、日本の化学・素材メーカー

の稼ぐ力はグローバルで相対的に強いのでしょうか？収益性で

比較すると、一部の企業を除き、お世辞にも「日系メーカーは

他国メーカーに比べ稼ぐ力は強い！」とは言い切れないのが実

情ではないでしょうか（図 1）。

　「稼ぐ力が強い企業と弱い企

業、一体、何が違うのか？」「ど

のように稼ぐ力を身に付けてい

くべきか？」これから複数回に

渡り、皆様と考えていきたいと

思います。本号では激動する化

学・素材業界において、どのよ

うな業界構造変化が起こってい

るのか、その変化が企業にもた

らすインパクトは何かを考察し

ながら、稼ぐ力を身に付けるた

めの要諦を総論として考えてい

きたいと思います。

1. 先進国における化学産業の業界構造変化とは？
　まずは化学産業の業界構造変化、とりわけ先進国における変

化について見ていきましょう。最も大きな変化の一つとして、

汎用品が多くを占める基礎化学品から、付加価値の付与度が高

い機能性化学品へのシフトが挙げられます。川上領域から川中

領域へのシフトです。

　基礎化学品は製品バリエーションが少なくかつ、製造プロセ

スが汎用化されているため、勝ちパターンが如何に安く作れる

かに限定されてしまいます。原料を安く調達し、効率的に大量

生産できるメーカーが収益を上げることができます。基礎化学

品を手がける多くの日系メーカーにおいては、内需の縮小、古

い製造設備、非資源国ゆえの原料コスト高という三重苦にさら

されております。このような状況下において、日系メーカーは、

北米、中東、中国のような資源国や、ASEAN 諸国、中国のよ

うな高需要地国のメーカーに比べ競争劣位にあるというのが実

情です。

　一方、川中領域に位置する機能性化学品は基礎化学品を原料

として合成反応、配合、コーティングなど様々なプロセスを経

て製品化されます。機能性化学品の数は数百万種類とも言われ

ており、基礎化学品では満たせない機能を素材に発現させ、高

付加価値品として顧客に提供されます。機能性化学品製造は多

くのノウハウが必要とされるため、技術力で勝負ができる製品

となっています。

　基礎化学品で競争優位性を発揮できない先進国化学メーカー

は、技術力で勝負が可能な川中領域に位置する機能性化学品へ

と徐々にシフトさせてきました。実際に基礎化学品、機能性化

学品の双方を手がける総合化学メーカーにおいては、売上に占

める機能性化学品は過去から現在にかけその割合を増加させて

おります（図2）。

2. 化学産業における川中領域の特徴とは？
　川中領域の特徴をもう少し掘り下げてみます。事業戦略を考

える枠組みの一つとして使用される、どの市場でビジネスを行

うか（戦場）、どのような強みを用いるか（武器）、その武器を

どのように顧客に訴求するか（戦い方）という枠組みに則り、

産から 1 個流し生産という具合に、多品種少量化した状況でも

生産性を維持する取り組みを行ってきました。

　一方、反応槽などのスケールが決まった装置で製造される化

学・素材メーカーの場合、一度設備を導入してしまうと、スケー

ルが決まってしまうため、セル生産や 1 個流し生産のように、

違う製品を一つずつ順番に製造するということはできません。

製品が多品種少量化となっても、一定量を一度に作るという製

造方法は変えられないのです。結果的に、製品切り替えの多発

による設備停止時間の増大や最大処理量の半分での製造など、

設備能力を最大に発揮することができず、スループットを低下

させてしまうのです。

　多品種少量化が進行する中で、スループットを最大化するた

めには、短期的にはスループットを最大化できる需給調整、生

産計画を立案できるものづくりの仕組みの構築を考える必要が

あります。また中長期的視点としては、将来の製品ポートフォ

リオを踏まえた上で、どのような設備構成をとるべきか、ある

いは設備生産性最大化の視点で、どのような製品ポートフォリ

オを取るべきかを、営業、生産技術が一体となり考えていく必

要があります。

5. 罠を回避し稼ぐ企業になるためには？
　稼ぐ企業というのは、陥りがちな罠を回避しつつ、持続的に

高収益を出すための取り組みを実践している企業です（図 4 下

段）。

　中長期的な視点でインダストリーバリューチェーン全体を俯

瞰しながら、自社のコア事業を見極め、全社、事業、工場で有

機的に結合した取り組みを行う必要があります。このような取

り組み自体は、過去のレポートで我々が言及してきたことと本

質的には何ら変わりはありません。しかしながら、重要なポイ

ントは、装置産業のものづくりの特徴を押さえつつ、より戦略

的、中長期的な視点で考えることです。

　IGPI ものづくり戦略レポートでは、化学・素材業界で勝ち

残るものづくり戦略とは何かをテーマとし、次号より全社、事

業、工場の各レベルで何をすべきかをシリーズとして詳述して

参りたいと思います。次号では工場での取り組みにスポットを

当て、強い工場とは何かについて皆様と考えていきたいと思い

ます。

古澤利成
IGPI ものづくり戦略カンパニー  マネージングディレクター
 　

プロフィール

　SIer、大手コンサルティングファームにて、製造業に対する

ERP グローバル展開構想策定～導入、海外工場立上の構想策定、

グローバルサプライチェーン改革など SCM に関連する改革支

援に従事。IGPI 参画後は、各種製造業に対し事業戦略策定～実

行支援、全社組織改革、経営マネジメント改革、技術戦略策定、

工場改革構想策定・実行支援など、製造業の競争力を高める様々

な改革を推進
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　化学業界はグロー
バル市場における需

要の変化や環境規制

の強化、化学メーカー

が提供する原材料や

素材、機能性化学品

を使う顧客製品の複

雑化（ソフトウエア

やエレキ領域との連

携拡大）、更には AI

や IoT を見据えたデ

ジタライゼーションの波にさらされており、戦略の不透明性

が大きく増しています。本稿ではこのような戦略の不透明性

にどう備えるべきかについてお話いたします。

化学業界の動き
　わが国では製造業全体において化学工業製品は自動車を中

心とする輸送用機械器具製造業に次いで第2位の規模を誇り、

自動車、航空機等の製造業に原材料や素材を提供しているこ

とから国内産業全体のグローバルでの競争力を考える上では

非常に重要な産業といえます。

　化学業界は、2000 年初頭から海外の大手総合化学メーカー

を筆頭に活発な大型 M&A を通じて、事業ポートフォリオを

拡大し、外部環境変化を踏まえた自社の競争優位性を見極め

た上で事業の絶え間ない選択・捨象を行うことにより高い収

益性を維持してきました。

　例えば M&A で拡大したポートフォ

リオを最適化するため、規模が小さく

ても競争力のある企業の買収や、非競

争領域を見極め事業売却・撤退を行っ

てきているのです。

　今後は大手総合化学メーカーが非競

争領域として切り出してきた事業を中

堅の総合化学メーカー等が買収し、事

業を強化するという流れに続いていく

と思われます。

　しかし、化学メーカーを取り巻く市場環境としては、主要

各国でエチレンプラントが能力拡大されることにより影響を

受ける原料価格や、化学業界が大きく関連する自動車の軽量

化素材や電動車のバッテリー等に大きく影響を与える北米や

中国を中心とした環境規制の動向など、需給や市況のボラ

ティリティが今後高まる可能性があります。

　このような厳しい環境変動下において、海外の大手総合化

学メーカーに比べ、事業ポートフォリオの選択と捨象が道半

ばである中堅メーカーは戦略的焦点を絞り込み、経営資源を

集中し稼ぐ力を強化することが喫緊の課題と言えます。

BASF の戦略的な事業ポートフォリオの変遷
　世界最大の総合化学メーカーである BASF は、マクロで

みると日本の総合化学メーカーと同様に、汎用石油化学から

機能性化学、ライフサイエンスに至る広範囲の事業体をカ

バーしているように見えますが実態はどうでしょう。

　化学業界は資源や設備が大きく影響する汎用石油化学などの

川上、原材料を設備や製造技術で付加価値をつける一次加工産

業の川中、知的労働集約型の企画力や開発力が重要となる機能

性化学などの川下でビジネスモデルが大きく異なります。

　その為、SABIC（石油化学：サウジアラビア）などインダ

ストリアルバリューチェンの特定の領域で圧倒的な競争力が

あればビジネスも成立するのです。

　しかしながら、2000 年代初頭から今日にかけて外部環境

が大きく変化し、アジア・中東の競争力が増す中、BASF は

自社の競争力を事業ポートフォリオ全体で考え、買収によっ

て広がったポートフォリオの

見直しを絶え間なく行い、ラ

イフサイエンス領域、原料／

資源領域の選択と捨象、機能

性化学品の強化を一貫したス

トーリーで行っています。（図

1）

　例えばコモディティ領域で

はありますが、メガ汎用石油

化学メーカーとの差異化が可

能なポリアミド事業は川上で

あっても強化し、主要原料獲得による原料からの一貫生産に

よって川下と連携して競争力を強化しています。

　戦略的な川下領域のポートフォリオ拡充と合わせた川上領

域の競争優位性確立を狙い、どこで、どの様に稼ぎ、インダ

ストリアルバリューチェーンを連携しビジネスをどう強化す

べきかに磨きをかけているのです。

バックキャスティングによる戦略ストーリーと
稼ぐインダストリアルバリューチェーンの構築
　では事業ポートフォリオを考える上で重要な構想策定のポ

イントは何でしょうか？それは顧客の対象産業とそれらを取

り巻く環境からバックキャスティングし、ビジネスとしての

持続可能性と競争優位性を確保できるインダストリアルバ

リューチェーンが作れるかということです。

　自動車産業を例に説明します。1978 年から企業別燃費基

準（CAFE）が世界に先駆けて制定され、これまで環境規制

は年々強化され続けています。今後も各自動車メーカーは環

境対応に当面の間は迫られます。BASF の製品である機能性

化学品の自動車排ガス浄化触媒の Catalysts などは市場動向

とも連動し、当面は競争力を維持し続けるでしょう。

　更には昨今の電動化問題では、自動車業界を牽引する大手

VW と TOYOTA は電動化に対し異なる方針を出していま

す。VW は MEB プラットフォームを強化して、EV に舵を

切る一方、TOYOTA はこれまで培ってきたハイブリットシ

ステムに磨きをかけ、EV に対しては様子を見ている状況で

す。中国で圧倒的な競争力を持つ VWは中国の環境規制

（NEV）と連動しEV化の加速を試みていますが、EV化が加

速しなかった場合、ハイブリットシステムが内燃機関のエンジ

ンと両輪で長期政権を獲得するケースが考えられます。

　その場合、化学メーカーが関連する車体軽量化関連の材料

（CFRP 等）や、ハイブリットシステムのバッテリーに使われる

LIB 材料等の戦略的方向性が大きく変わる可能性があるの

です。

　これらの事業を既存事業の柱として深化し、収益性を拡大す

るのであれば川上・川中工程では投資が必要になり製造技術も

磨かなければなりません。しかしハイブリット市場が縮小し、

EV化で別のバッテリーが台頭した際に自社の競争優位性が保

てないのであれば撤退も視野に入れた事業判断が必要になりま

す。

　川下も同じで川上・川中の競争優位性がハイブリットシス

テムや EV に関連するのであれば、川中・川下で新たな材料

の開発に力を入れ、先に技術を仕込むことで川上工程含めて

競争力を作りこむことが可能になります。

　市場の変化が激しく、スピードが更に求められる今日、競

争に勝ち抜いて行くためには、中長期をバックキャスティン

グでとらえ既存のビジネスを深化する領域と、ビジネスを探

索し拡大・強化する領域をインダストリアルバリューチェー

ン連携で考えることが重要です。（図 2）

　バックキャスティングでデシジョンポイントを明確にし、

時には大きな意志決定を行い、市場の動きが不確実な時は着

手小局で見極める。企業としての経営力が問われる際に、考

えた道筋（戦略ストーリー）が明確であれば対策や対応は可

能になるのではないでしょうか。

基礎化学品と比較しながら整理した結果が図 3（左段）となり

ます。

　戦場においては、基礎化学品に比べ、攻めるべき市場の選択

肢は多いが、それぞれの市場は小さいことが特徴です。同じ樹

脂であっても自動車向け、エレクトロニクス向けでは、用途の

違いにより市場が異なります。機能性化学品メーカーは、各分

野の市場動向を見極めつつ、自社の強みを活かせる市場（戦場）

を探し当て、そこでプレゼンスを発揮する必要があります。

　武器においては、各社が固有の材料設計、製造ノウハウを保

有し、それを武器として競争優位を発揮しているということが

特長です。世の中にある数百万種類の製品は、多種多様な要素

技術で、当然ながら特定企業ですべての技術を賄うことは不可

能です。基礎化学品に比べ他社が模倣不可能な固有の武器を保

有しやすいと言えます。

　戦い方については、川上領域に比べ、川中領域は多種多様な

顧客ニーズが存在するという点が特徴です。他社より如何に早

く顧客ニーズを捉えるか、そしてその顧客ニーズを如何に充足

するかという戦い方となります。汎用化が進んだ基礎化学品に

おいて、如何にコスト競争力を発揮できるかという戦い方とは

根本的に異なります。

　多種多様な顧客ニーズというのは、同じ素材であっても顧客

毎に異なるケースもあります。自動車部品や電子部品に使用さ

れるエンジニアリングプラスチック（エンプラ）を例にとると、

同じ電子部品用のエンプラであっても顧客のものづくりの実力

値が違えば、顧客ニーズが異なってきます。微細成形用エンプ

ラを提供するケースを例にとると、金型設計や射出成形製造技

術が強い顧客の場合、成形難度が高いエンプラであっても安価

なエンプラを求める傾向があります。一方、成形技術が弱い顧

客の場合、多少値段が高くても、流動性に優れているなど、成

形難易度を緩和できるエンプラ提供が顧客にとっては価値とな

ります。このように顧客毎のものづくりの実力値をも勘案して、

顧客ニーズを把握し、自社製品を提案できるメーカーが勝利を

収めることになるのです。これが川中領域においての戦い方と

なります。

3. 川中領域における環境変化とは？
　次は過去からの世の中の動向を踏まえ、この川中領域にどの

ような変化が起こっているかを考えてみたいと思います。最も

大きな変化は、さらなる顧客ニーズの多様化が進行したことで

す。加えてニーズ充足スピードの向上も要求されるようになり

ました。これは川下領域に位置する顧客の環境変化に大きく起

因します。顧客である加工・組立メーカーや消費財メーカーは

グローバル化、デジタル革命を主起因とした、ニーズの多様化、

ライフサイクルの短命化に直面し、多品種少量化やものづくり

の複雑化を引き起こしました（図3（右段））。

　当然のことながら、川下プレイヤーのサプライヤーとなる川

中領域の化学・素材メーカーは、多様化する顧客ニーズや対応

スピードに歩調を合わせる必要が出てきました。戦場はより多

彩かつ小規模に、武器はより多彩かつユニークにならざるを得

なくなってきたのです。そうなると全社としての規模を維持す

るならば、現状より多彩な武器を携え、現状より多彩な戦場で

戦う必要が出てきたのです。事業・製品群は徐々に数を増やし

ながら小粒に、事業の取り扱い製品は徐々に多品種少量化へ、

ものづくりプロセスは徐々にそのバリエーションを増やしてい

く、という具合です。

4. 川中領域にシフトする化学・素材メーカーが陥る
罠とは？
　多品種少量化という課題は、川下プレイヤーである加工・組

立メーカーにとっては、過去より直面してきた課題です。加工・

組立メーカーと違う点は、資本集約型の傾向が強い装置産業で

ある化学・素材メーカーで起こっているということです。装置

産業においての多品種少量化への対応は如何に？ということな

のです。

　多様化する市場、顧客要求の流れに身を任せつつ、短期的な

視点で意思決定を繰り返すと、全社、事業、工場、各レベルに

おいて徐々に稼ぐ力が失われ、気付けば儲からない会社になる

という事態に陥りかねないのです（図 4（上段））。以降で各レ

ベルでの陥りがちな罠について見ていきましょう。

①全社レベル

　特に多くの事業を抱える総合化学メーカーにて起こり得ま

す。前述した通り、顧客サイドの川下領域の環境変化に合わせ、

川中領域の戦場はより多彩化、細粒化する傾向にあります。さ

らに近年では「要求する機能が実現できれば、鉄でも樹脂でも

素材は問わず。提案求む」という顧客も現れており、戦線拡大

の余地は多くあります。

　このような状況の中、世の中の動向に合わせ、新規事業を創

出していくことは必要ですが、並行してノンコア事業の捨象も

一方で考える必要があります。

　細粒化する戦場であっても、装置産業である限り、一定規模

の設備投資は必要となります。そのため市場規模は小さくとも

一定の規模を追求し、継続的にキャッシュを得る必要がありま

す。つまり各事業は、小規模な戦場の中で常にトップを狙って

いく必要があるのです。日系メーカーに比べ、持続的な高収益

を維持しているドイツの BASF 社は、グローバルで多数の事

業を有していますが、その製品群のほとんどが 1位～ 3位で占

められております。事業の買収、売却を行いつつ、新陳代謝を

繰り返しながら稼ぐ力を維持しているのです。

　戦線拡大をしていくと全社におけるコア事業は何か？が不明

確になる傾向があります。コア、ノンコアを切り分け、ノンコ

アを捨て、コアに経営リソースを注力し、コア事業でトップを

狙うことを絶えず実践する必要があります。

②事業レベル

　川中領域で多品種少量化が進行傾向にあることは前述の通り

ですが、多品種少量化による弊害は、製品開発効率の低下や後

述するスループット低下を招くことです。陥りがちな罠とは、

このような状況下において、御用聞き営業といった、顧客要求

を盲目的に受けることにより、自社製品の多品種化に拍車をか

けてしまうことです。

　御用聞き営業というのは、川中領域のメーカーにおいては、

特に陥りやすい傾向にあります。川中メーカーは川下メーカー

に比べ、本質的な顧客ニーズを捉えることが難しいからです。

顧客からの what（要求）は分かるが、why が分からないとい

う状態に陥ります。なぜでしょうか？それは why が顧客（川

下プレイヤー）の顧客（最終ユーザー）に起因する可能性があ

るからです。より川下の市場に着目することができず、顧客に

言われるがまま、新製品開発をしてしまうという事態が発生し

ます。

　製品企画・開発においては、本質的な顧客ニーズを見極め自

社にとって受けるべきか、受けるべきでないかの判断が重要に

なります。さらにより望ましいのは、事前に本質的な顧客ニー

ズを理解することで、お互いが win-win となるような提案、誘

導営業を行うことです。自社にとっての win を考える際には、

より高価格な製品を訴求できるかどうかに加え、自社の開発効

率、製造プロセスへのインパクトも考慮することが肝要です。

③工場レベル

　事業レベルで発生する多品種少量化は、製造プロセスのバリ

エーションを増加させます。プロセスのバリエーション増加に

より、ものづくりが複雑化、生産性が低下し、結果としてスルー

プット低下を引き起こします。

　組立メーカーの場合は、ライン生産からセル生産、ロット生

競争力を強化する構想策定
一体戦略に重要なバックキャスティング
IGPI ものづくり戦略カンパニー マネージングディレクター　平山喬之
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出所：BASF 公開情報に基づき IGPI 作成

図 1: 戦略的な事業ポートフォリオ構築（例 BASF）

ビジネス
 領域

（2018 年）

ビジネス 
領域

（2000 年初頭）

ライフサイエンス原料 /資源 機能性化学品

Oil & GAS ポリアミド
 等

自動車触媒
自動車塗料等

工業塗料
等 農薬 医薬

自動車触媒
自動車塗料等

工業塗料
等 農薬 医薬

汎用石油化学

オレフィン等

Oil & GAS
ポリアミド等オレフィン等

天然ガス
トレーディング・
貯蔵事業撤退

Engelhard 
等買収

Basell 売却 Knoll 売却塗料事業売却

Solvay 
ポリアミド事業買収

AHP, Novartis, Bayer
農薬事業買収

ライフサイエンスの選択・捨象機能性化学品強化原料 /資源の選択・捨象

　「大再編時代の到来だ」「第一次世界大戦後に並ぶ 100 年ぶり

の大変革期だ」。化学産業を指し、このようなメッセージが叫

ばれて久しい状況です。実際、過去20年においては ICIと言っ

た名門メーカーさえも買収対象となり、その名前は市場から姿

を消しました。近年ではデュポンとダウ・ケミカルの経営統合、

そして 3 つの企業体への再編というビックニュースは記憶に新

しいでしょう。

　このような大再編時代において、日本の化学・素材メーカー

の稼ぐ力はグローバルで相対的に強いのでしょうか？収益性で

比較すると、一部の企業を除き、お世辞にも「日系メーカーは

他国メーカーに比べ稼ぐ力は強い！」とは言い切れないのが実

情ではないでしょうか（図 1）。

　「稼ぐ力が強い企業と弱い企

業、一体、何が違うのか？」「ど

のように稼ぐ力を身に付けてい

くべきか？」これから複数回に

渡り、皆様と考えていきたいと

思います。本号では激動する化

学・素材業界において、どのよ

うな業界構造変化が起こってい

るのか、その変化が企業にもた

らすインパクトは何かを考察し

ながら、稼ぐ力を身に付けるた

めの要諦を総論として考えてい

きたいと思います。

1. 先進国における化学産業の業界構造変化とは？
　まずは化学産業の業界構造変化、とりわけ先進国における変

化について見ていきましょう。最も大きな変化の一つとして、

汎用品が多くを占める基礎化学品から、付加価値の付与度が高

い機能性化学品へのシフトが挙げられます。川上領域から川中

領域へのシフトです。

　基礎化学品は製品バリエーションが少なくかつ、製造プロセ

スが汎用化されているため、勝ちパターンが如何に安く作れる

かに限定されてしまいます。原料を安く調達し、効率的に大量

生産できるメーカーが収益を上げることができます。基礎化学

品を手がける多くの日系メーカーにおいては、内需の縮小、古

い製造設備、非資源国ゆえの原料コスト高という三重苦にさら

されております。このような状況下において、日系メーカーは、

北米、中東、中国のような資源国や、ASEAN 諸国、中国のよ

うな高需要地国のメーカーに比べ競争劣位にあるというのが実

情です。

　一方、川中領域に位置する機能性化学品は基礎化学品を原料

として合成反応、配合、コーティングなど様々なプロセスを経

て製品化されます。機能性化学品の数は数百万種類とも言われ

ており、基礎化学品では満たせない機能を素材に発現させ、高

付加価値品として顧客に提供されます。機能性化学品製造は多

くのノウハウが必要とされるため、技術力で勝負ができる製品

となっています。

　基礎化学品で競争優位性を発揮できない先進国化学メーカー

は、技術力で勝負が可能な川中領域に位置する機能性化学品へ

と徐々にシフトさせてきました。実際に基礎化学品、機能性化

学品の双方を手がける総合化学メーカーにおいては、売上に占

める機能性化学品は過去から現在にかけその割合を増加させて

おります（図2）。

2. 化学産業における川中領域の特徴とは？
　川中領域の特徴をもう少し掘り下げてみます。事業戦略を考

える枠組みの一つとして使用される、どの市場でビジネスを行

うか（戦場）、どのような強みを用いるか（武器）、その武器を

どのように顧客に訴求するか（戦い方）という枠組みに則り、

産から 1 個流し生産という具合に、多品種少量化した状況でも

生産性を維持する取り組みを行ってきました。

　一方、反応槽などのスケールが決まった装置で製造される化

学・素材メーカーの場合、一度設備を導入してしまうと、スケー

ルが決まってしまうため、セル生産や 1 個流し生産のように、

違う製品を一つずつ順番に製造するということはできません。

製品が多品種少量化となっても、一定量を一度に作るという製

造方法は変えられないのです。結果的に、製品切り替えの多発

による設備停止時間の増大や最大処理量の半分での製造など、

設備能力を最大に発揮することができず、スループットを低下

させてしまうのです。

　多品種少量化が進行する中で、スループットを最大化するた

めには、短期的にはスループットを最大化できる需給調整、生

産計画を立案できるものづくりの仕組みの構築を考える必要が

あります。また中長期的視点としては、将来の製品ポートフォ

リオを踏まえた上で、どのような設備構成をとるべきか、ある

いは設備生産性最大化の視点で、どのような製品ポートフォリ

オを取るべきかを、営業、生産技術が一体となり考えていく必

要があります。

5. 罠を回避し稼ぐ企業になるためには？
　稼ぐ企業というのは、陥りがちな罠を回避しつつ、持続的に

高収益を出すための取り組みを実践している企業です（図 4 下

段）。

　中長期的な視点でインダストリーバリューチェーン全体を俯

瞰しながら、自社のコア事業を見極め、全社、事業、工場で有

機的に結合した取り組みを行う必要があります。このような取

り組み自体は、過去のレポートで我々が言及してきたことと本

質的には何ら変わりはありません。しかしながら、重要なポイ

ントは、装置産業のものづくりの特徴を押さえつつ、より戦略

的、中長期的な視点で考えることです。

　IGPI ものづくり戦略レポートでは、化学・素材業界で勝ち

残るものづくり戦略とは何かをテーマとし、次号より全社、事

業、工場の各レベルで何をすべきかをシリーズとして詳述して

参りたいと思います。次号では工場での取り組みにスポットを

当て、強い工場とは何かについて皆様と考えていきたいと思い

ます。

古澤利成
IGPI ものづくり戦略カンパニー  マネージングディレクター
 　

プロフィール

　SIer、大手コンサルティングファームにて、製造業に対する

ERP グローバル展開構想策定～導入、海外工場立上の構想策定、

グローバルサプライチェーン改革など SCM に関連する改革支

援に従事。IGPI 参画後は、各種製造業に対し事業戦略策定～実

行支援、全社組織改革、経営マネジメント改革、技術戦略策定、

工場改革構想策定・実行支援など、製造業の競争力を高める様々

な改革を推進

　

 



　化学業界はグロー
バル市場における需

要の変化や環境規制

の強化、化学メーカー

が提供する原材料や

素材、機能性化学品

を使う顧客製品の複

雑化（ソフトウエア

やエレキ領域との連

携拡大）、更には AI

や IoT を見据えたデ

ジタライゼーションの波にさらされており、戦略の不透明性

が大きく増しています。本稿ではこのような戦略の不透明性

にどう備えるべきかについてお話いたします。

化学業界の動き
　わが国では製造業全体において化学工業製品は自動車を中

心とする輸送用機械器具製造業に次いで第2位の規模を誇り、

自動車、航空機等の製造業に原材料や素材を提供しているこ

とから国内産業全体のグローバルでの競争力を考える上では

非常に重要な産業といえます。

　化学業界は、2000 年初頭から海外の大手総合化学メーカー

を筆頭に活発な大型 M&A を通じて、事業ポートフォリオを

拡大し、外部環境変化を踏まえた自社の競争優位性を見極め

た上で事業の絶え間ない選択・捨象を行うことにより高い収

益性を維持してきました。

　例えば M&A で拡大したポートフォ

リオを最適化するため、規模が小さく

ても競争力のある企業の買収や、非競

争領域を見極め事業売却・撤退を行っ

てきているのです。

　今後は大手総合化学メーカーが非競

争領域として切り出してきた事業を中

堅の総合化学メーカー等が買収し、事

業を強化するという流れに続いていく

と思われます。

　しかし、化学メーカーを取り巻く市場環境としては、主要

各国でエチレンプラントが能力拡大されることにより影響を

受ける原料価格や、化学業界が大きく関連する自動車の軽量

化素材や電動車のバッテリー等に大きく影響を与える北米や

中国を中心とした環境規制の動向など、需給や市況のボラ

ティリティが今後高まる可能性があります。

　このような厳しい環境変動下において、海外の大手総合化

学メーカーに比べ、事業ポートフォリオの選択と捨象が道半

ばである中堅メーカーは戦略的焦点を絞り込み、経営資源を

集中し稼ぐ力を強化することが喫緊の課題と言えます。

BASF の戦略的な事業ポートフォリオの変遷
　世界最大の総合化学メーカーである BASF は、マクロで

みると日本の総合化学メーカーと同様に、汎用石油化学から

機能性化学、ライフサイエンスに至る広範囲の事業体をカ

バーしているように見えますが実態はどうでしょう。

　化学業界は資源や設備が大きく影響する汎用石油化学などの

川上、原材料を設備や製造技術で付加価値をつける一次加工産

業の川中、知的労働集約型の企画力や開発力が重要となる機能

性化学などの川下でビジネスモデルが大きく異なります。

　その為、SABIC（石油化学：サウジアラビア）などインダ

ストリアルバリューチェンの特定の領域で圧倒的な競争力が

あればビジネスも成立するのです。

　しかしながら、2000 年代初頭から今日にかけて外部環境

が大きく変化し、アジア・中東の競争力が増す中、BASF は

自社の競争力を事業ポートフォリオ全体で考え、買収によっ

て広がったポートフォリオの

見直しを絶え間なく行い、ラ

イフサイエンス領域、原料／

資源領域の選択と捨象、機能

性化学品の強化を一貫したス

トーリーで行っています。（図

1）

　例えばコモディティ領域で

はありますが、メガ汎用石油

化学メーカーとの差異化が可

能なポリアミド事業は川上で

あっても強化し、主要原料獲得による原料からの一貫生産に

よって川下と連携して競争力を強化しています。

　戦略的な川下領域のポートフォリオ拡充と合わせた川上領

域の競争優位性確立を狙い、どこで、どの様に稼ぎ、インダ

ストリアルバリューチェーンを連携しビジネスをどう強化す

べきかに磨きをかけているのです。

バックキャスティングによる戦略ストーリーと
稼ぐインダストリアルバリューチェーンの構築
　では事業ポートフォリオを考える上で重要な構想策定のポ

イントは何でしょうか？それは顧客の対象産業とそれらを取

り巻く環境からバックキャスティングし、ビジネスとしての

持続可能性と競争優位性を確保できるインダストリアルバ

リューチェーンが作れるかということです。

　自動車産業を例に説明します。1978 年から企業別燃費基

準（CAFE）が世界に先駆けて制定され、これまで環境規制

は年々強化され続けています。今後も各自動車メーカーは環

境対応に当面の間は迫られます。BASF の製品である機能性

化学品の自動車排ガス浄化触媒の Catalysts などは市場動向

とも連動し、当面は競争力を維持し続けるでしょう。

　更には昨今の電動化問題では、自動車業界を牽引する大手

VW と TOYOTA は電動化に対し異なる方針を出していま

す。VW は MEB プラットフォームを強化して、EV に舵を

切る一方、TOYOTA はこれまで培ってきたハイブリットシ

ステムに磨きをかけ、EV に対しては様子を見ている状況で

す。中国で圧倒的な競争力を持つ VWは中国の環境規制

（NEV）と連動しEV化の加速を試みていますが、EV化が加

速しなかった場合、ハイブリットシステムが内燃機関のエンジ

ンと両輪で長期政権を獲得するケースが考えられます。

　その場合、化学メーカーが関連する車体軽量化関連の材料

（CFRP 等）や、ハイブリットシステムのバッテリーに使われる

LIB 材料等の戦略的方向性が大きく変わる可能性があるの

です。

　これらの事業を既存事業の柱として深化し、収益性を拡大す

るのであれば川上・川中工程では投資が必要になり製造技術も

磨かなければなりません。しかしハイブリット市場が縮小し、

EV化で別のバッテリーが台頭した際に自社の競争優位性が保

てないのであれば撤退も視野に入れた事業判断が必要になりま

す。

　川下も同じで川上・川中の競争優位性がハイブリットシス

テムや EV に関連するのであれば、川中・川下で新たな材料

の開発に力を入れ、先に技術を仕込むことで川上工程含めて

競争力を作りこむことが可能になります。

　市場の変化が激しく、スピードが更に求められる今日、競

争に勝ち抜いて行くためには、中長期をバックキャスティン

グでとらえ既存のビジネスを深化する領域と、ビジネスを探

索し拡大・強化する領域をインダストリアルバリューチェー

ン連携で考えることが重要です。（図 2）

　バックキャスティングでデシジョンポイントを明確にし、

時には大きな意志決定を行い、市場の動きが不確実な時は着

手小局で見極める。企業としての経営力が問われる際に、考

えた道筋（戦略ストーリー）が明確であれば対策や対応は可

能になるのではないでしょうか。

基礎化学品と比較しながら整理した結果が図 3（左段）となり

ます。

　戦場においては、基礎化学品に比べ、攻めるべき市場の選択

肢は多いが、それぞれの市場は小さいことが特徴です。同じ樹

脂であっても自動車向け、エレクトロニクス向けでは、用途の

違いにより市場が異なります。機能性化学品メーカーは、各分

野の市場動向を見極めつつ、自社の強みを活かせる市場（戦場）

を探し当て、そこでプレゼンスを発揮する必要があります。

　武器においては、各社が固有の材料設計、製造ノウハウを保

有し、それを武器として競争優位を発揮しているということが

特長です。世の中にある数百万種類の製品は、多種多様な要素

技術で、当然ながら特定企業ですべての技術を賄うことは不可

能です。基礎化学品に比べ他社が模倣不可能な固有の武器を保

有しやすいと言えます。

　戦い方については、川上領域に比べ、川中領域は多種多様な

顧客ニーズが存在するという点が特徴です。他社より如何に早

く顧客ニーズを捉えるか、そしてその顧客ニーズを如何に充足

するかという戦い方となります。汎用化が進んだ基礎化学品に

おいて、如何にコスト競争力を発揮できるかという戦い方とは

根本的に異なります。

　多種多様な顧客ニーズというのは、同じ素材であっても顧客

毎に異なるケースもあります。自動車部品や電子部品に使用さ

れるエンジニアリングプラスチック（エンプラ）を例にとると、

同じ電子部品用のエンプラであっても顧客のものづくりの実力

値が違えば、顧客ニーズが異なってきます。微細成形用エンプ

ラを提供するケースを例にとると、金型設計や射出成形製造技

術が強い顧客の場合、成形難度が高いエンプラであっても安価

なエンプラを求める傾向があります。一方、成形技術が弱い顧

客の場合、多少値段が高くても、流動性に優れているなど、成

形難易度を緩和できるエンプラ提供が顧客にとっては価値とな

ります。このように顧客毎のものづくりの実力値をも勘案して、

顧客ニーズを把握し、自社製品を提案できるメーカーが勝利を

収めることになるのです。これが川中領域においての戦い方と

なります。

3. 川中領域における環境変化とは？
　次は過去からの世の中の動向を踏まえ、この川中領域にどの

ような変化が起こっているかを考えてみたいと思います。最も

大きな変化は、さらなる顧客ニーズの多様化が進行したことで

す。加えてニーズ充足スピードの向上も要求されるようになり

ました。これは川下領域に位置する顧客の環境変化に大きく起

因します。顧客である加工・組立メーカーや消費財メーカーは

グローバル化、デジタル革命を主起因とした、ニーズの多様化、

ライフサイクルの短命化に直面し、多品種少量化やものづくり

の複雑化を引き起こしました（図3（右段））。

　当然のことながら、川下プレイヤーのサプライヤーとなる川

中領域の化学・素材メーカーは、多様化する顧客ニーズや対応

スピードに歩調を合わせる必要が出てきました。戦場はより多

彩かつ小規模に、武器はより多彩かつユニークにならざるを得

なくなってきたのです。そうなると全社としての規模を維持す

るならば、現状より多彩な武器を携え、現状より多彩な戦場で

戦う必要が出てきたのです。事業・製品群は徐々に数を増やし

ながら小粒に、事業の取り扱い製品は徐々に多品種少量化へ、

ものづくりプロセスは徐々にそのバリエーションを増やしてい

く、という具合です。

4. 川中領域にシフトする化学・素材メーカーが陥る
罠とは？
　多品種少量化という課題は、川下プレイヤーである加工・組

立メーカーにとっては、過去より直面してきた課題です。加工・

組立メーカーと違う点は、資本集約型の傾向が強い装置産業で

ある化学・素材メーカーで起こっているということです。装置

産業においての多品種少量化への対応は如何に？ということな

のです。

　多様化する市場、顧客要求の流れに身を任せつつ、短期的な

視点で意思決定を繰り返すと、全社、事業、工場、各レベルに

おいて徐々に稼ぐ力が失われ、気付けば儲からない会社になる

という事態に陥りかねないのです（図 4（上段））。以降で各レ

ベルでの陥りがちな罠について見ていきましょう。

①全社レベル

　特に多くの事業を抱える総合化学メーカーにて起こり得ま

す。前述した通り、顧客サイドの川下領域の環境変化に合わせ、

川中領域の戦場はより多彩化、細粒化する傾向にあります。さ

らに近年では「要求する機能が実現できれば、鉄でも樹脂でも

素材は問わず。提案求む」という顧客も現れており、戦線拡大

の余地は多くあります。

　このような状況の中、世の中の動向に合わせ、新規事業を創

出していくことは必要ですが、並行してノンコア事業の捨象も

一方で考える必要があります。

　細粒化する戦場であっても、装置産業である限り、一定規模

の設備投資は必要となります。そのため市場規模は小さくとも

一定の規模を追求し、継続的にキャッシュを得る必要がありま

す。つまり各事業は、小規模な戦場の中で常にトップを狙って

いく必要があるのです。日系メーカーに比べ、持続的な高収益

を維持しているドイツの BASF 社は、グローバルで多数の事

業を有していますが、その製品群のほとんどが 1位～ 3位で占

められております。事業の買収、売却を行いつつ、新陳代謝を

繰り返しながら稼ぐ力を維持しているのです。

　戦線拡大をしていくと全社におけるコア事業は何か？が不明

確になる傾向があります。コア、ノンコアを切り分け、ノンコ

アを捨て、コアに経営リソースを注力し、コア事業でトップを

狙うことを絶えず実践する必要があります。

②事業レベル

　川中領域で多品種少量化が進行傾向にあることは前述の通り

ですが、多品種少量化による弊害は、製品開発効率の低下や後

述するスループット低下を招くことです。陥りがちな罠とは、

このような状況下において、御用聞き営業といった、顧客要求

を盲目的に受けることにより、自社製品の多品種化に拍車をか

けてしまうことです。

　御用聞き営業というのは、川中領域のメーカーにおいては、

特に陥りやすい傾向にあります。川中メーカーは川下メーカー

に比べ、本質的な顧客ニーズを捉えることが難しいからです。

顧客からの what（要求）は分かるが、why が分からないとい

う状態に陥ります。なぜでしょうか？それは why が顧客（川

下プレイヤー）の顧客（最終ユーザー）に起因する可能性があ

るからです。より川下の市場に着目することができず、顧客に

言われるがまま、新製品開発をしてしまうという事態が発生し

ます。

　製品企画・開発においては、本質的な顧客ニーズを見極め自

社にとって受けるべきか、受けるべきでないかの判断が重要に

なります。さらにより望ましいのは、事前に本質的な顧客ニー

ズを理解することで、お互いが win-win となるような提案、誘

導営業を行うことです。自社にとっての win を考える際には、

より高価格な製品を訴求できるかどうかに加え、自社の開発効

率、製造プロセスへのインパクトも考慮することが肝要です。

③工場レベル

　事業レベルで発生する多品種少量化は、製造プロセスのバリ

エーションを増加させます。プロセスのバリエーション増加に

より、ものづくりが複雑化、生産性が低下し、結果としてスルー

プット低下を引き起こします。

　組立メーカーの場合は、ライン生産からセル生産、ロット生
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　「大再編時代の到来だ」「第一次世界大戦後に並ぶ 100 年ぶり

の大変革期だ」。化学産業を指し、このようなメッセージが叫

ばれて久しい状況です。実際、過去20年においては ICIと言っ

た名門メーカーさえも買収対象となり、その名前は市場から姿

を消しました。近年ではデュポンとダウ・ケミカルの経営統合、

そして 3 つの企業体への再編というビックニュースは記憶に新

しいでしょう。

　このような大再編時代において、日本の化学・素材メーカー

の稼ぐ力はグローバルで相対的に強いのでしょうか？収益性で

比較すると、一部の企業を除き、お世辞にも「日系メーカーは

他国メーカーに比べ稼ぐ力は強い！」とは言い切れないのが実

情ではないでしょうか（図 1）。

　「稼ぐ力が強い企業と弱い企

業、一体、何が違うのか？」「ど

のように稼ぐ力を身に付けてい

くべきか？」これから複数回に

渡り、皆様と考えていきたいと

思います。本号では激動する化

学・素材業界において、どのよ

うな業界構造変化が起こってい

るのか、その変化が企業にもた

らすインパクトは何かを考察し

ながら、稼ぐ力を身に付けるた

めの要諦を総論として考えてい

きたいと思います。

1. 先進国における化学産業の業界構造変化とは？
　まずは化学産業の業界構造変化、とりわけ先進国における変

化について見ていきましょう。最も大きな変化の一つとして、

汎用品が多くを占める基礎化学品から、付加価値の付与度が高

い機能性化学品へのシフトが挙げられます。川上領域から川中

領域へのシフトです。

　基礎化学品は製品バリエーションが少なくかつ、製造プロセ

スが汎用化されているため、勝ちパターンが如何に安く作れる

かに限定されてしまいます。原料を安く調達し、効率的に大量

生産できるメーカーが収益を上げることができます。基礎化学

品を手がける多くの日系メーカーにおいては、内需の縮小、古

い製造設備、非資源国ゆえの原料コスト高という三重苦にさら

されております。このような状況下において、日系メーカーは、

北米、中東、中国のような資源国や、ASEAN 諸国、中国のよ

うな高需要地国のメーカーに比べ競争劣位にあるというのが実

情です。

　一方、川中領域に位置する機能性化学品は基礎化学品を原料

として合成反応、配合、コーティングなど様々なプロセスを経

て製品化されます。機能性化学品の数は数百万種類とも言われ

ており、基礎化学品では満たせない機能を素材に発現させ、高

付加価値品として顧客に提供されます。機能性化学品製造は多

くのノウハウが必要とされるため、技術力で勝負ができる製品

となっています。

　基礎化学品で競争優位性を発揮できない先進国化学メーカー

は、技術力で勝負が可能な川中領域に位置する機能性化学品へ

と徐々にシフトさせてきました。実際に基礎化学品、機能性化

学品の双方を手がける総合化学メーカーにおいては、売上に占

める機能性化学品は過去から現在にかけその割合を増加させて

おります（図2）。

2. 化学産業における川中領域の特徴とは？
　川中領域の特徴をもう少し掘り下げてみます。事業戦略を考

える枠組みの一つとして使用される、どの市場でビジネスを行

うか（戦場）、どのような強みを用いるか（武器）、その武器を

どのように顧客に訴求するか（戦い方）という枠組みに則り、

産から 1 個流し生産という具合に、多品種少量化した状況でも

生産性を維持する取り組みを行ってきました。

　一方、反応槽などのスケールが決まった装置で製造される化

学・素材メーカーの場合、一度設備を導入してしまうと、スケー

ルが決まってしまうため、セル生産や 1 個流し生産のように、

違う製品を一つずつ順番に製造するということはできません。

製品が多品種少量化となっても、一定量を一度に作るという製

造方法は変えられないのです。結果的に、製品切り替えの多発

による設備停止時間の増大や最大処理量の半分での製造など、

設備能力を最大に発揮することができず、スループットを低下

させてしまうのです。

　多品種少量化が進行する中で、スループットを最大化するた

めには、短期的にはスループットを最大化できる需給調整、生

産計画を立案できるものづくりの仕組みの構築を考える必要が

あります。また中長期的視点としては、将来の製品ポートフォ

リオを踏まえた上で、どのような設備構成をとるべきか、ある

いは設備生産性最大化の視点で、どのような製品ポートフォリ

オを取るべきかを、営業、生産技術が一体となり考えていく必

要があります。

5. 罠を回避し稼ぐ企業になるためには？
　稼ぐ企業というのは、陥りがちな罠を回避しつつ、持続的に

高収益を出すための取り組みを実践している企業です（図 4 下

段）。

　中長期的な視点でインダストリーバリューチェーン全体を俯

瞰しながら、自社のコア事業を見極め、全社、事業、工場で有

機的に結合した取り組みを行う必要があります。このような取

り組み自体は、過去のレポートで我々が言及してきたことと本

質的には何ら変わりはありません。しかしながら、重要なポイ

ントは、装置産業のものづくりの特徴を押さえつつ、より戦略

的、中長期的な視点で考えることです。

　IGPI ものづくり戦略レポートでは、化学・素材業界で勝ち

残るものづくり戦略とは何かをテーマとし、次号より全社、事

業、工場の各レベルで何をすべきかをシリーズとして詳述して

参りたいと思います。次号では工場での取り組みにスポットを

当て、強い工場とは何かについて皆様と考えていきたいと思い

ます。
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援に従事。IGPI 参画後は、各種製造業に対し事業戦略策定～実

行支援、全社組織改革、経営マネジメント改革、技術戦略策定、

工場改革構想策定・実行支援など、製造業の競争力を高める様々

な改革を推進

　

 

図2:インダストリアルバリューチェーン全体で考える一体戦略
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基礎化学品と比較しながら整理した結果が図 3（左段）となり

ます。

　戦場においては、基礎化学品に比べ、攻めるべき市場の選択

肢は多いが、それぞれの市場は小さいことが特徴です。同じ樹

脂であっても自動車向け、エレクトロニクス向けでは、用途の

違いにより市場が異なります。機能性化学品メーカーは、各分

野の市場動向を見極めつつ、自社の強みを活かせる市場（戦場）

を探し当て、そこでプレゼンスを発揮する必要があります。

　武器においては、各社が固有の材料設計、製造ノウハウを保

有し、それを武器として競争優位を発揮しているということが

特長です。世の中にある数百万種類の製品は、多種多様な要素

技術で、当然ながら特定企業ですべての技術を賄うことは不可

能です。基礎化学品に比べ他社が模倣不可能な固有の武器を保

有しやすいと言えます。

　戦い方については、川上領域に比べ、川中領域は多種多様な

顧客ニーズが存在するという点が特徴です。他社より如何に早

く顧客ニーズを捉えるか、そしてその顧客ニーズを如何に充足

するかという戦い方となります。汎用化が進んだ基礎化学品に

おいて、如何にコスト競争力を発揮できるかという戦い方とは

根本的に異なります。

　多種多様な顧客ニーズというのは、同じ素材であっても顧客

毎に異なるケースもあります。自動車部品や電子部品に使用さ

れるエンジニアリングプラスチック（エンプラ）を例にとると、

同じ電子部品用のエンプラであっても顧客のものづくりの実力

値が違えば、顧客ニーズが異なってきます。微細成形用エンプ

ラを提供するケースを例にとると、金型設計や射出成形製造技

術が強い顧客の場合、成形難度が高いエンプラであっても安価

なエンプラを求める傾向があります。一方、成形技術が弱い顧

客の場合、多少値段が高くても、流動性に優れているなど、成

形難易度を緩和できるエンプラ提供が顧客にとっては価値とな

ります。このように顧客毎のものづくりの実力値をも勘案して、

顧客ニーズを把握し、自社製品を提案できるメーカーが勝利を

収めることになるのです。これが川中領域においての戦い方と

なります。

3. 川中領域における環境変化とは？
　次は過去からの世の中の動向を踏まえ、この川中領域にどの

ような変化が起こっているかを考えてみたいと思います。最も

大きな変化は、さらなる顧客ニーズの多様化が進行したことで

す。加えてニーズ充足スピードの向上も要求されるようになり

ました。これは川下領域に位置する顧客の環境変化に大きく起

因します。顧客である加工・組立メーカーや消費財メーカーは

グローバル化、デジタル革命を主起因とした、ニーズの多様化、

ライフサイクルの短命化に直面し、多品種少量化やものづくり

の複雑化を引き起こしました（図3（右段））。

　当然のことながら、川下プレイヤーのサプライヤーとなる川

中領域の化学・素材メーカーは、多様化する顧客ニーズや対応

スピードに歩調を合わせる必要が出てきました。戦場はより多

彩かつ小規模に、武器はより多彩かつユニークにならざるを得

なくなってきたのです。そうなると全社としての規模を維持す

るならば、現状より多彩な武器を携え、現状より多彩な戦場で

戦う必要が出てきたのです。事業・製品群は徐々に数を増やし

ながら小粒に、事業の取り扱い製品は徐々に多品種少量化へ、

ものづくりプロセスは徐々にそのバリエーションを増やしてい

く、という具合です。

4. 川中領域にシフトする化学・素材メーカーが陥る
罠とは？
　多品種少量化という課題は、川下プレイヤーである加工・組

立メーカーにとっては、過去より直面してきた課題です。加工・

組立メーカーと違う点は、資本集約型の傾向が強い装置産業で

ある化学・素材メーカーで起こっているということです。装置

産業においての多品種少量化への対応は如何に？ということな

のです。

　多様化する市場、顧客要求の流れに身を任せつつ、短期的な

視点で意思決定を繰り返すと、全社、事業、工場、各レベルに

おいて徐々に稼ぐ力が失われ、気付けば儲からない会社になる

という事態に陥りかねないのです（図 4（上段））。以降で各レ

ベルでの陥りがちな罠について見ていきましょう。

①全社レベル

　特に多くの事業を抱える総合化学メーカーにて起こり得ま

す。前述した通り、顧客サイドの川下領域の環境変化に合わせ、

川中領域の戦場はより多彩化、細粒化する傾向にあります。さ

らに近年では「要求する機能が実現できれば、鉄でも樹脂でも

素材は問わず。提案求む」という顧客も現れており、戦線拡大

の余地は多くあります。

　このような状況の中、世の中の動向に合わせ、新規事業を創

出していくことは必要ですが、並行してノンコア事業の捨象も

一方で考える必要があります。

　細粒化する戦場であっても、装置産業である限り、一定規模

の設備投資は必要となります。そのため市場規模は小さくとも

一定の規模を追求し、継続的にキャッシュを得る必要がありま

す。つまり各事業は、小規模な戦場の中で常にトップを狙って

いく必要があるのです。日系メーカーに比べ、持続的な高収益

を維持しているドイツの BASF 社は、グローバルで多数の事

業を有していますが、その製品群のほとんどが 1位～ 3位で占

められております。事業の買収、売却を行いつつ、新陳代謝を

繰り返しながら稼ぐ力を維持しているのです。

　戦線拡大をしていくと全社におけるコア事業は何か？が不明

確になる傾向があります。コア、ノンコアを切り分け、ノンコ

アを捨て、コアに経営リソースを注力し、コア事業でトップを

狙うことを絶えず実践する必要があります。

②事業レベル

　川中領域で多品種少量化が進行傾向にあることは前述の通り

ですが、多品種少量化による弊害は、製品開発効率の低下や後

述するスループット低下を招くことです。陥りがちな罠とは、

このような状況下において、御用聞き営業といった、顧客要求

を盲目的に受けることにより、自社製品の多品種化に拍車をか

けてしまうことです。

　御用聞き営業というのは、川中領域のメーカーにおいては、

特に陥りやすい傾向にあります。川中メーカーは川下メーカー

に比べ、本質的な顧客ニーズを捉えることが難しいからです。

顧客からの what（要求）は分かるが、why が分からないとい

う状態に陥ります。なぜでしょうか？それは why が顧客（川

下プレイヤー）の顧客（最終ユーザー）に起因する可能性があ

るからです。より川下の市場に着目することができず、顧客に

言われるがまま、新製品開発をしてしまうという事態が発生し

ます。

　製品企画・開発においては、本質的な顧客ニーズを見極め自

社にとって受けるべきか、受けるべきでないかの判断が重要に

なります。さらにより望ましいのは、事前に本質的な顧客ニー

ズを理解することで、お互いが win-win となるような提案、誘

導営業を行うことです。自社にとっての win を考える際には、

より高価格な製品を訴求できるかどうかに加え、自社の開発効

率、製造プロセスへのインパクトも考慮することが肝要です。

③工場レベル

　事業レベルで発生する多品種少量化は、製造プロセスのバリ

エーションを増加させます。プロセスのバリエーション増加に

より、ものづくりが複雑化、生産性が低下し、結果としてスルー

プット低下を引き起こします。

　組立メーカーの場合は、ライン生産からセル生産、ロット生

化学・素材業界で勝ち残るものづくり戦略
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図 1: 日欧米化学メーカーの稼ぐ力の比較

　「大再編時代の到来だ」「第一次世界大戦後に並ぶ 100 年ぶり

の大変革期だ」。化学産業を指し、このようなメッセージが叫

ばれて久しい状況です。実際、過去20年においては ICIと言っ

た名門メーカーさえも買収対象となり、その名前は市場から姿

を消しました。近年ではデュポンとダウ・ケミカルの経営統合、

そして 3 つの企業体への再編というビックニュースは記憶に新

しいでしょう。

　このような大再編時代において、日本の化学・素材メーカー

の稼ぐ力はグローバルで相対的に強いのでしょうか？収益性で

比較すると、一部の企業を除き、お世辞にも「日系メーカーは

他国メーカーに比べ稼ぐ力は強い！」とは言い切れないのが実

情ではないでしょうか（図 1）。

　「稼ぐ力が強い企業と弱い企

業、一体、何が違うのか？」「ど

のように稼ぐ力を身に付けてい

くべきか？」これから複数回に

渡り、皆様と考えていきたいと

思います。本号では激動する化

学・素材業界において、どのよ

うな業界構造変化が起こってい

るのか、その変化が企業にもた

らすインパクトは何かを考察し

ながら、稼ぐ力を身に付けるた

めの要諦を総論として考えてい

きたいと思います。

1. 先進国における化学産業の業界構造変化とは？
　まずは化学産業の業界構造変化、とりわけ先進国における変

化について見ていきましょう。最も大きな変化の一つとして、

汎用品が多くを占める基礎化学品から、付加価値の付与度が高

い機能性化学品へのシフトが挙げられます。川上領域から川中

領域へのシフトです。

　基礎化学品は製品バリエーションが少なくかつ、製造プロセ

スが汎用化されているため、勝ちパターンが如何に安く作れる

かに限定されてしまいます。原料を安く調達し、効率的に大量

生産できるメーカーが収益を上げることができます。基礎化学

品を手がける多くの日系メーカーにおいては、内需の縮小、古

い製造設備、非資源国ゆえの原料コスト高という三重苦にさら

されております。このような状況下において、日系メーカーは、

北米、中東、中国のような資源国や、ASEAN 諸国、中国のよ

うな高需要地国のメーカーに比べ競争劣位にあるというのが実

情です。

　一方、川中領域に位置する機能性化学品は基礎化学品を原料

として合成反応、配合、コーティングなど様々なプロセスを経

て製品化されます。機能性化学品の数は数百万種類とも言われ

ており、基礎化学品では満たせない機能を素材に発現させ、高

付加価値品として顧客に提供されます。機能性化学品製造は多

くのノウハウが必要とされるため、技術力で勝負ができる製品

となっています。

　基礎化学品で競争優位性を発揮できない先進国化学メーカー

は、技術力で勝負が可能な川中領域に位置する機能性化学品へ

と徐々にシフトさせてきました。実際に基礎化学品、機能性化

学品の双方を手がける総合化学メーカーにおいては、売上に占

める機能性化学品は過去から現在にかけその割合を増加させて

おります（図2）。

2. 化学産業における川中領域の特徴とは？
　川中領域の特徴をもう少し掘り下げてみます。事業戦略を考

える枠組みの一つとして使用される、どの市場でビジネスを行

うか（戦場）、どのような強みを用いるか（武器）、その武器を

どのように顧客に訴求するか（戦い方）という枠組みに則り、

産から 1 個流し生産という具合に、多品種少量化した状況でも

生産性を維持する取り組みを行ってきました。

　一方、反応槽などのスケールが決まった装置で製造される化

学・素材メーカーの場合、一度設備を導入してしまうと、スケー

ルが決まってしまうため、セル生産や 1 個流し生産のように、

違う製品を一つずつ順番に製造するということはできません。

製品が多品種少量化となっても、一定量を一度に作るという製

造方法は変えられないのです。結果的に、製品切り替えの多発

による設備停止時間の増大や最大処理量の半分での製造など、

設備能力を最大に発揮することができず、スループットを低下

させてしまうのです。

　多品種少量化が進行する中で、スループットを最大化するた

めには、短期的にはスループットを最大化できる需給調整、生

産計画を立案できるものづくりの仕組みの構築を考える必要が

あります。また中長期的視点としては、将来の製品ポートフォ

リオを踏まえた上で、どのような設備構成をとるべきか、ある

いは設備生産性最大化の視点で、どのような製品ポートフォリ

オを取るべきかを、営業、生産技術が一体となり考えていく必

要があります。

5. 罠を回避し稼ぐ企業になるためには？
　稼ぐ企業というのは、陥りがちな罠を回避しつつ、持続的に

高収益を出すための取り組みを実践している企業です（図 4 下

段）。

　中長期的な視点でインダストリーバリューチェーン全体を俯

瞰しながら、自社のコア事業を見極め、全社、事業、工場で有

機的に結合した取り組みを行う必要があります。このような取

り組み自体は、過去のレポートで我々が言及してきたことと本

質的には何ら変わりはありません。しかしながら、重要なポイ

ントは、装置産業のものづくりの特徴を押さえつつ、より戦略

的、中長期的な視点で考えることです。

　IGPI ものづくり戦略レポートでは、化学・素材業界で勝ち

残るものづくり戦略とは何かをテーマとし、次号より全社、事

業、工場の各レベルで何をすべきかをシリーズとして詳述して

参りたいと思います。次号では工場での取り組みにスポットを

当て、強い工場とは何かについて皆様と考えていきたいと思い

ます。
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プロフィール

　SIer、大手コンサルティングファームにて、製造業に対する

ERP グローバル展開構想策定～導入、海外工場立上の構想策定、

グローバルサプライチェーン改革など SCM に関連する改革支

援に従事。IGPI 参画後は、各種製造業に対し事業戦略策定～実

行支援、全社組織改革、経営マネジメント改革、技術戦略策定、

工場改革構想策定・実行支援など、製造業の競争力を高める様々

な改革を推進

　

 

出所：SPEEDA にて化学のカテゴリに分類された企業のうち、売上上位 20 位までの企業における過去 5年間（2014 年 ~2018 年）の営業利益率データを抽出し平均値を算出。
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基礎化学品と比較しながら整理した結果が図 3（左段）となり

ます。

　戦場においては、基礎化学品に比べ、攻めるべき市場の選択

肢は多いが、それぞれの市場は小さいことが特徴です。同じ樹

脂であっても自動車向け、エレクトロニクス向けでは、用途の

違いにより市場が異なります。機能性化学品メーカーは、各分

野の市場動向を見極めつつ、自社の強みを活かせる市場（戦場）

を探し当て、そこでプレゼンスを発揮する必要があります。

　武器においては、各社が固有の材料設計、製造ノウハウを保

有し、それを武器として競争優位を発揮しているということが

特長です。世の中にある数百万種類の製品は、多種多様な要素

技術で、当然ながら特定企業ですべての技術を賄うことは不可

能です。基礎化学品に比べ他社が模倣不可能な固有の武器を保

有しやすいと言えます。

　戦い方については、川上領域に比べ、川中領域は多種多様な

顧客ニーズが存在するという点が特徴です。他社より如何に早

く顧客ニーズを捉えるか、そしてその顧客ニーズを如何に充足

するかという戦い方となります。汎用化が進んだ基礎化学品に

おいて、如何にコスト競争力を発揮できるかという戦い方とは

根本的に異なります。

　多種多様な顧客ニーズというのは、同じ素材であっても顧客

毎に異なるケースもあります。自動車部品や電子部品に使用さ

れるエンジニアリングプラスチック（エンプラ）を例にとると、

同じ電子部品用のエンプラであっても顧客のものづくりの実力

値が違えば、顧客ニーズが異なってきます。微細成形用エンプ

ラを提供するケースを例にとると、金型設計や射出成形製造技

術が強い顧客の場合、成形難度が高いエンプラであっても安価

なエンプラを求める傾向があります。一方、成形技術が弱い顧

客の場合、多少値段が高くても、流動性に優れているなど、成

形難易度を緩和できるエンプラ提供が顧客にとっては価値とな

ります。このように顧客毎のものづくりの実力値をも勘案して、

顧客ニーズを把握し、自社製品を提案できるメーカーが勝利を

収めることになるのです。これが川中領域においての戦い方と

なります。

3. 川中領域における環境変化とは？
　次は過去からの世の中の動向を踏まえ、この川中領域にどの

ような変化が起こっているかを考えてみたいと思います。最も

大きな変化は、さらなる顧客ニーズの多様化が進行したことで

す。加えてニーズ充足スピードの向上も要求されるようになり

ました。これは川下領域に位置する顧客の環境変化に大きく起

因します。顧客である加工・組立メーカーや消費財メーカーは

グローバル化、デジタル革命を主起因とした、ニーズの多様化、

ライフサイクルの短命化に直面し、多品種少量化やものづくり

の複雑化を引き起こしました（図3（右段））。

　当然のことながら、川下プレイヤーのサプライヤーとなる川

中領域の化学・素材メーカーは、多様化する顧客ニーズや対応

スピードに歩調を合わせる必要が出てきました。戦場はより多

彩かつ小規模に、武器はより多彩かつユニークにならざるを得

なくなってきたのです。そうなると全社としての規模を維持す

るならば、現状より多彩な武器を携え、現状より多彩な戦場で

戦う必要が出てきたのです。事業・製品群は徐々に数を増やし

ながら小粒に、事業の取り扱い製品は徐々に多品種少量化へ、

ものづくりプロセスは徐々にそのバリエーションを増やしてい

く、という具合です。

4. 川中領域にシフトする化学・素材メーカーが陥る
罠とは？
　多品種少量化という課題は、川下プレイヤーである加工・組

立メーカーにとっては、過去より直面してきた課題です。加工・

組立メーカーと違う点は、資本集約型の傾向が強い装置産業で

ある化学・素材メーカーで起こっているということです。装置

産業においての多品種少量化への対応は如何に？ということな

のです。

　多様化する市場、顧客要求の流れに身を任せつつ、短期的な

視点で意思決定を繰り返すと、全社、事業、工場、各レベルに

おいて徐々に稼ぐ力が失われ、気付けば儲からない会社になる

という事態に陥りかねないのです（図 4（上段））。以降で各レ

ベルでの陥りがちな罠について見ていきましょう。

①全社レベル

　特に多くの事業を抱える総合化学メーカーにて起こり得ま

す。前述した通り、顧客サイドの川下領域の環境変化に合わせ、

川中領域の戦場はより多彩化、細粒化する傾向にあります。さ

らに近年では「要求する機能が実現できれば、鉄でも樹脂でも

素材は問わず。提案求む」という顧客も現れており、戦線拡大

の余地は多くあります。

　このような状況の中、世の中の動向に合わせ、新規事業を創

出していくことは必要ですが、並行してノンコア事業の捨象も

一方で考える必要があります。

　細粒化する戦場であっても、装置産業である限り、一定規模

の設備投資は必要となります。そのため市場規模は小さくとも

一定の規模を追求し、継続的にキャッシュを得る必要がありま

す。つまり各事業は、小規模な戦場の中で常にトップを狙って

いく必要があるのです。日系メーカーに比べ、持続的な高収益

を維持しているドイツの BASF 社は、グローバルで多数の事

業を有していますが、その製品群のほとんどが 1位～ 3位で占

められております。事業の買収、売却を行いつつ、新陳代謝を

繰り返しながら稼ぐ力を維持しているのです。

　戦線拡大をしていくと全社におけるコア事業は何か？が不明

確になる傾向があります。コア、ノンコアを切り分け、ノンコ

アを捨て、コアに経営リソースを注力し、コア事業でトップを

狙うことを絶えず実践する必要があります。

②事業レベル

　川中領域で多品種少量化が進行傾向にあることは前述の通り

ですが、多品種少量化による弊害は、製品開発効率の低下や後

述するスループット低下を招くことです。陥りがちな罠とは、

このような状況下において、御用聞き営業といった、顧客要求

を盲目的に受けることにより、自社製品の多品種化に拍車をか

けてしまうことです。

　御用聞き営業というのは、川中領域のメーカーにおいては、

特に陥りやすい傾向にあります。川中メーカーは川下メーカー

に比べ、本質的な顧客ニーズを捉えることが難しいからです。

顧客からの what（要求）は分かるが、why が分からないとい

う状態に陥ります。なぜでしょうか？それは why が顧客（川

下プレイヤー）の顧客（最終ユーザー）に起因する可能性があ

るからです。より川下の市場に着目することができず、顧客に

言われるがまま、新製品開発をしてしまうという事態が発生し

ます。

　製品企画・開発においては、本質的な顧客ニーズを見極め自

社にとって受けるべきか、受けるべきでないかの判断が重要に

なります。さらにより望ましいのは、事前に本質的な顧客ニー

ズを理解することで、お互いが win-win となるような提案、誘

導営業を行うことです。自社にとっての win を考える際には、

より高価格な製品を訴求できるかどうかに加え、自社の開発効

率、製造プロセスへのインパクトも考慮することが肝要です。

③工場レベル

　事業レベルで発生する多品種少量化は、製造プロセスのバリ

エーションを増加させます。プロセスのバリエーション増加に

より、ものづくりが複雑化、生産性が低下し、結果としてスルー

プット低下を引き起こします。

　組立メーカーの場合は、ライン生産からセル生産、ロット生
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　「大再編時代の到来だ」「第一次世界大戦後に並ぶ 100 年ぶり

の大変革期だ」。化学産業を指し、このようなメッセージが叫

ばれて久しい状況です。実際、過去20年においては ICIと言っ

た名門メーカーさえも買収対象となり、その名前は市場から姿

を消しました。近年ではデュポンとダウ・ケミカルの経営統合、

そして 3 つの企業体への再編というビックニュースは記憶に新

しいでしょう。

　このような大再編時代において、日本の化学・素材メーカー

の稼ぐ力はグローバルで相対的に強いのでしょうか？収益性で

比較すると、一部の企業を除き、お世辞にも「日系メーカーは

他国メーカーに比べ稼ぐ力は強い！」とは言い切れないのが実

情ではないでしょうか（図 1）。

　「稼ぐ力が強い企業と弱い企

業、一体、何が違うのか？」「ど

のように稼ぐ力を身に付けてい

くべきか？」これから複数回に

渡り、皆様と考えていきたいと

思います。本号では激動する化

学・素材業界において、どのよ

うな業界構造変化が起こってい

るのか、その変化が企業にもた

らすインパクトは何かを考察し

ながら、稼ぐ力を身に付けるた

めの要諦を総論として考えてい

きたいと思います。

1. 先進国における化学産業の業界構造変化とは？
　まずは化学産業の業界構造変化、とりわけ先進国における変

化について見ていきましょう。最も大きな変化の一つとして、

汎用品が多くを占める基礎化学品から、付加価値の付与度が高

い機能性化学品へのシフトが挙げられます。川上領域から川中

領域へのシフトです。

　基礎化学品は製品バリエーションが少なくかつ、製造プロセ

スが汎用化されているため、勝ちパターンが如何に安く作れる

かに限定されてしまいます。原料を安く調達し、効率的に大量

生産できるメーカーが収益を上げることができます。基礎化学

品を手がける多くの日系メーカーにおいては、内需の縮小、古

い製造設備、非資源国ゆえの原料コスト高という三重苦にさら

されております。このような状況下において、日系メーカーは、

北米、中東、中国のような資源国や、ASEAN 諸国、中国のよ

うな高需要地国のメーカーに比べ競争劣位にあるというのが実

情です。

　一方、川中領域に位置する機能性化学品は基礎化学品を原料

として合成反応、配合、コーティングなど様々なプロセスを経

て製品化されます。機能性化学品の数は数百万種類とも言われ

ており、基礎化学品では満たせない機能を素材に発現させ、高

付加価値品として顧客に提供されます。機能性化学品製造は多

くのノウハウが必要とされるため、技術力で勝負ができる製品

となっています。

　基礎化学品で競争優位性を発揮できない先進国化学メーカー

は、技術力で勝負が可能な川中領域に位置する機能性化学品へ

と徐々にシフトさせてきました。実際に基礎化学品、機能性化

学品の双方を手がける総合化学メーカーにおいては、売上に占

める機能性化学品は過去から現在にかけその割合を増加させて

おります（図2）。

2. 化学産業における川中領域の特徴とは？
　川中領域の特徴をもう少し掘り下げてみます。事業戦略を考

える枠組みの一つとして使用される、どの市場でビジネスを行

うか（戦場）、どのような強みを用いるか（武器）、その武器を

どのように顧客に訴求するか（戦い方）という枠組みに則り、

産から 1 個流し生産という具合に、多品種少量化した状況でも

生産性を維持する取り組みを行ってきました。

　一方、反応槽などのスケールが決まった装置で製造される化

学・素材メーカーの場合、一度設備を導入してしまうと、スケー

ルが決まってしまうため、セル生産や 1 個流し生産のように、

違う製品を一つずつ順番に製造するということはできません。

製品が多品種少量化となっても、一定量を一度に作るという製

造方法は変えられないのです。結果的に、製品切り替えの多発

による設備停止時間の増大や最大処理量の半分での製造など、

設備能力を最大に発揮することができず、スループットを低下

させてしまうのです。

　多品種少量化が進行する中で、スループットを最大化するた

めには、短期的にはスループットを最大化できる需給調整、生

産計画を立案できるものづくりの仕組みの構築を考える必要が

あります。また中長期的視点としては、将来の製品ポートフォ

リオを踏まえた上で、どのような設備構成をとるべきか、ある

いは設備生産性最大化の視点で、どのような製品ポートフォリ

オを取るべきかを、営業、生産技術が一体となり考えていく必

要があります。

5. 罠を回避し稼ぐ企業になるためには？
　稼ぐ企業というのは、陥りがちな罠を回避しつつ、持続的に

高収益を出すための取り組みを実践している企業です（図 4 下

段）。

　中長期的な視点でインダストリーバリューチェーン全体を俯

瞰しながら、自社のコア事業を見極め、全社、事業、工場で有

機的に結合した取り組みを行う必要があります。このような取

り組み自体は、過去のレポートで我々が言及してきたことと本

質的には何ら変わりはありません。しかしながら、重要なポイ

ントは、装置産業のものづくりの特徴を押さえつつ、より戦略

的、中長期的な視点で考えることです。

　IGPI ものづくり戦略レポートでは、化学・素材業界で勝ち

残るものづくり戦略とは何かをテーマとし、次号より全社、事

業、工場の各レベルで何をすべきかをシリーズとして詳述して

参りたいと思います。次号では工場での取り組みにスポットを

当て、強い工場とは何かについて皆様と考えていきたいと思い

ます。
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援に従事。IGPI 参画後は、各種製造業に対し事業戦略策定～実

行支援、全社組織改革、経営マネジメント改革、技術戦略策定、

工場改革構想策定・実行支援など、製造業の競争力を高める様々

な改革を推進
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図 2 ：日欧米の主要総合化学メーカーの売上構成の変遷

1980 年　　　　　　　　　　　　　　　                2015 年

出所：三菱UFJ 銀行「化学業界の現状と展望（2016 年 11 月）」より作成 基礎化学　　　機能性化学　　　その他
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基礎化学品と比較しながら整理した結果が図 3（左段）となり

ます。

　戦場においては、基礎化学品に比べ、攻めるべき市場の選択

肢は多いが、それぞれの市場は小さいことが特徴です。同じ樹

脂であっても自動車向け、エレクトロニクス向けでは、用途の

違いにより市場が異なります。機能性化学品メーカーは、各分

野の市場動向を見極めつつ、自社の強みを活かせる市場（戦場）

を探し当て、そこでプレゼンスを発揮する必要があります。

　武器においては、各社が固有の材料設計、製造ノウハウを保

有し、それを武器として競争優位を発揮しているということが

特長です。世の中にある数百万種類の製品は、多種多様な要素

技術で、当然ながら特定企業ですべての技術を賄うことは不可

能です。基礎化学品に比べ他社が模倣不可能な固有の武器を保

有しやすいと言えます。

　戦い方については、川上領域に比べ、川中領域は多種多様な

顧客ニーズが存在するという点が特徴です。他社より如何に早

く顧客ニーズを捉えるか、そしてその顧客ニーズを如何に充足

するかという戦い方となります。汎用化が進んだ基礎化学品に

おいて、如何にコスト競争力を発揮できるかという戦い方とは

根本的に異なります。

　多種多様な顧客ニーズというのは、同じ素材であっても顧客

毎に異なるケースもあります。自動車部品や電子部品に使用さ

れるエンジニアリングプラスチック（エンプラ）を例にとると、

同じ電子部品用のエンプラであっても顧客のものづくりの実力

値が違えば、顧客ニーズが異なってきます。微細成形用エンプ

ラを提供するケースを例にとると、金型設計や射出成形製造技

術が強い顧客の場合、成形難度が高いエンプラであっても安価

なエンプラを求める傾向があります。一方、成形技術が弱い顧

客の場合、多少値段が高くても、流動性に優れているなど、成

形難易度を緩和できるエンプラ提供が顧客にとっては価値とな

ります。このように顧客毎のものづくりの実力値をも勘案して、

顧客ニーズを把握し、自社製品を提案できるメーカーが勝利を

収めることになるのです。これが川中領域においての戦い方と

なります。

3. 川中領域における環境変化とは？
　次は過去からの世の中の動向を踏まえ、この川中領域にどの

ような変化が起こっているかを考えてみたいと思います。最も

大きな変化は、さらなる顧客ニーズの多様化が進行したことで

す。加えてニーズ充足スピードの向上も要求されるようになり

ました。これは川下領域に位置する顧客の環境変化に大きく起

因します。顧客である加工・組立メーカーや消費財メーカーは

グローバル化、デジタル革命を主起因とした、ニーズの多様化、

ライフサイクルの短命化に直面し、多品種少量化やものづくり

の複雑化を引き起こしました（図3（右段））。

　当然のことながら、川下プレイヤーのサプライヤーとなる川

中領域の化学・素材メーカーは、多様化する顧客ニーズや対応

スピードに歩調を合わせる必要が出てきました。戦場はより多

彩かつ小規模に、武器はより多彩かつユニークにならざるを得

なくなってきたのです。そうなると全社としての規模を維持す

るならば、現状より多彩な武器を携え、現状より多彩な戦場で

戦う必要が出てきたのです。事業・製品群は徐々に数を増やし

ながら小粒に、事業の取り扱い製品は徐々に多品種少量化へ、

ものづくりプロセスは徐々にそのバリエーションを増やしてい

く、という具合です。

4. 川中領域にシフトする化学・素材メーカーが陥る
罠とは？
　多品種少量化という課題は、川下プレイヤーである加工・組

立メーカーにとっては、過去より直面してきた課題です。加工・

組立メーカーと違う点は、資本集約型の傾向が強い装置産業で

ある化学・素材メーカーで起こっているということです。装置

産業においての多品種少量化への対応は如何に？ということな

のです。

　多様化する市場、顧客要求の流れに身を任せつつ、短期的な

視点で意思決定を繰り返すと、全社、事業、工場、各レベルに

おいて徐々に稼ぐ力が失われ、気付けば儲からない会社になる

という事態に陥りかねないのです（図 4（上段））。以降で各レ

ベルでの陥りがちな罠について見ていきましょう。

①全社レベル

　特に多くの事業を抱える総合化学メーカーにて起こり得ま

す。前述した通り、顧客サイドの川下領域の環境変化に合わせ、

川中領域の戦場はより多彩化、細粒化する傾向にあります。さ

らに近年では「要求する機能が実現できれば、鉄でも樹脂でも

素材は問わず。提案求む」という顧客も現れており、戦線拡大

の余地は多くあります。

　このような状況の中、世の中の動向に合わせ、新規事業を創

出していくことは必要ですが、並行してノンコア事業の捨象も

一方で考える必要があります。

　細粒化する戦場であっても、装置産業である限り、一定規模

の設備投資は必要となります。そのため市場規模は小さくとも

一定の規模を追求し、継続的にキャッシュを得る必要がありま

す。つまり各事業は、小規模な戦場の中で常にトップを狙って

いく必要があるのです。日系メーカーに比べ、持続的な高収益

を維持しているドイツの BASF 社は、グローバルで多数の事

業を有していますが、その製品群のほとんどが 1位～ 3位で占

められております。事業の買収、売却を行いつつ、新陳代謝を

繰り返しながら稼ぐ力を維持しているのです。

　戦線拡大をしていくと全社におけるコア事業は何か？が不明

確になる傾向があります。コア、ノンコアを切り分け、ノンコ

アを捨て、コアに経営リソースを注力し、コア事業でトップを

狙うことを絶えず実践する必要があります。

②事業レベル

　川中領域で多品種少量化が進行傾向にあることは前述の通り

ですが、多品種少量化による弊害は、製品開発効率の低下や後

述するスループット低下を招くことです。陥りがちな罠とは、

このような状況下において、御用聞き営業といった、顧客要求

を盲目的に受けることにより、自社製品の多品種化に拍車をか

けてしまうことです。

　御用聞き営業というのは、川中領域のメーカーにおいては、

特に陥りやすい傾向にあります。川中メーカーは川下メーカー

に比べ、本質的な顧客ニーズを捉えることが難しいからです。

顧客からの what（要求）は分かるが、why が分からないとい

う状態に陥ります。なぜでしょうか？それは why が顧客（川

下プレイヤー）の顧客（最終ユーザー）に起因する可能性があ

るからです。より川下の市場に着目することができず、顧客に

言われるがまま、新製品開発をしてしまうという事態が発生し

ます。

　製品企画・開発においては、本質的な顧客ニーズを見極め自

社にとって受けるべきか、受けるべきでないかの判断が重要に

なります。さらにより望ましいのは、事前に本質的な顧客ニー

ズを理解することで、お互いが win-win となるような提案、誘

導営業を行うことです。自社にとっての win を考える際には、

より高価格な製品を訴求できるかどうかに加え、自社の開発効

率、製造プロセスへのインパクトも考慮することが肝要です。

③工場レベル

　事業レベルで発生する多品種少量化は、製造プロセスのバリ

エーションを増加させます。プロセスのバリエーション増加に

より、ものづくりが複雑化、生産性が低下し、結果としてスルー

プット低下を引き起こします。

　組立メーカーの場合は、ライン生産からセル生産、ロット生
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　「大再編時代の到来だ」「第一次世界大戦後に並ぶ 100 年ぶり

の大変革期だ」。化学産業を指し、このようなメッセージが叫

ばれて久しい状況です。実際、過去20年においては ICIと言っ

た名門メーカーさえも買収対象となり、その名前は市場から姿

を消しました。近年ではデュポンとダウ・ケミカルの経営統合、

そして 3 つの企業体への再編というビックニュースは記憶に新

しいでしょう。

　このような大再編時代において、日本の化学・素材メーカー

の稼ぐ力はグローバルで相対的に強いのでしょうか？収益性で

比較すると、一部の企業を除き、お世辞にも「日系メーカーは

他国メーカーに比べ稼ぐ力は強い！」とは言い切れないのが実

情ではないでしょうか（図 1）。

　「稼ぐ力が強い企業と弱い企

業、一体、何が違うのか？」「ど

のように稼ぐ力を身に付けてい

くべきか？」これから複数回に

渡り、皆様と考えていきたいと

思います。本号では激動する化

学・素材業界において、どのよ

うな業界構造変化が起こってい

るのか、その変化が企業にもた

らすインパクトは何かを考察し

ながら、稼ぐ力を身に付けるた

めの要諦を総論として考えてい

きたいと思います。

1. 先進国における化学産業の業界構造変化とは？
　まずは化学産業の業界構造変化、とりわけ先進国における変

化について見ていきましょう。最も大きな変化の一つとして、

汎用品が多くを占める基礎化学品から、付加価値の付与度が高

い機能性化学品へのシフトが挙げられます。川上領域から川中

領域へのシフトです。

　基礎化学品は製品バリエーションが少なくかつ、製造プロセ

スが汎用化されているため、勝ちパターンが如何に安く作れる

かに限定されてしまいます。原料を安く調達し、効率的に大量

生産できるメーカーが収益を上げることができます。基礎化学

品を手がける多くの日系メーカーにおいては、内需の縮小、古

い製造設備、非資源国ゆえの原料コスト高という三重苦にさら

されております。このような状況下において、日系メーカーは、

北米、中東、中国のような資源国や、ASEAN 諸国、中国のよ

うな高需要地国のメーカーに比べ競争劣位にあるというのが実

情です。

　一方、川中領域に位置する機能性化学品は基礎化学品を原料

として合成反応、配合、コーティングなど様々なプロセスを経

て製品化されます。機能性化学品の数は数百万種類とも言われ

ており、基礎化学品では満たせない機能を素材に発現させ、高

付加価値品として顧客に提供されます。機能性化学品製造は多

くのノウハウが必要とされるため、技術力で勝負ができる製品

となっています。

　基礎化学品で競争優位性を発揮できない先進国化学メーカー

は、技術力で勝負が可能な川中領域に位置する機能性化学品へ

と徐々にシフトさせてきました。実際に基礎化学品、機能性化

学品の双方を手がける総合化学メーカーにおいては、売上に占

める機能性化学品は過去から現在にかけその割合を増加させて

おります（図2）。

2. 化学産業における川中領域の特徴とは？
　川中領域の特徴をもう少し掘り下げてみます。事業戦略を考

える枠組みの一つとして使用される、どの市場でビジネスを行

うか（戦場）、どのような強みを用いるか（武器）、その武器を

どのように顧客に訴求するか（戦い方）という枠組みに則り、

産から 1 個流し生産という具合に、多品種少量化した状況でも

生産性を維持する取り組みを行ってきました。

　一方、反応槽などのスケールが決まった装置で製造される化

学・素材メーカーの場合、一度設備を導入してしまうと、スケー

ルが決まってしまうため、セル生産や 1 個流し生産のように、

違う製品を一つずつ順番に製造するということはできません。

製品が多品種少量化となっても、一定量を一度に作るという製

造方法は変えられないのです。結果的に、製品切り替えの多発

による設備停止時間の増大や最大処理量の半分での製造など、

設備能力を最大に発揮することができず、スループットを低下

させてしまうのです。

　多品種少量化が進行する中で、スループットを最大化するた

めには、短期的にはスループットを最大化できる需給調整、生

産計画を立案できるものづくりの仕組みの構築を考える必要が

あります。また中長期的視点としては、将来の製品ポートフォ

リオを踏まえた上で、どのような設備構成をとるべきか、ある

いは設備生産性最大化の視点で、どのような製品ポートフォリ

オを取るべきかを、営業、生産技術が一体となり考えていく必

要があります。

5. 罠を回避し稼ぐ企業になるためには？
　稼ぐ企業というのは、陥りがちな罠を回避しつつ、持続的に

高収益を出すための取り組みを実践している企業です（図 4 下

段）。

　中長期的な視点でインダストリーバリューチェーン全体を俯

瞰しながら、自社のコア事業を見極め、全社、事業、工場で有

機的に結合した取り組みを行う必要があります。このような取

り組み自体は、過去のレポートで我々が言及してきたことと本

質的には何ら変わりはありません。しかしながら、重要なポイ

ントは、装置産業のものづくりの特徴を押さえつつ、より戦略

的、中長期的な視点で考えることです。

　IGPI ものづくり戦略レポートでは、化学・素材業界で勝ち

残るものづくり戦略とは何かをテーマとし、次号より全社、事

業、工場の各レベルで何をすべきかをシリーズとして詳述して

参りたいと思います。次号では工場での取り組みにスポットを

当て、強い工場とは何かについて皆様と考えていきたいと思い

ます。

古澤利成
IGPI ものづくり戦略カンパニー  マネージングディレクター
 　

プロフィール

　SIer、大手コンサルティングファームにて、製造業に対する

ERP グローバル展開構想策定～導入、海外工場立上の構想策定、

グローバルサプライチェーン改革など SCM に関連する改革支

援に従事。IGPI 参画後は、各種製造業に対し事業戦略策定～実

行支援、全社組織改革、経営マネジメント改革、技術戦略策定、

工場改革構想策定・実行支援など、製造業の競争力を高める様々

な改革を推進

　

 

図 3： 川上、川中領域の特徴及び、顧客側の環境変化
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基礎化学品と比較しながら整理した結果が図 3（左段）となり

ます。

　戦場においては、基礎化学品に比べ、攻めるべき市場の選択

肢は多いが、それぞれの市場は小さいことが特徴です。同じ樹

脂であっても自動車向け、エレクトロニクス向けでは、用途の

違いにより市場が異なります。機能性化学品メーカーは、各分

野の市場動向を見極めつつ、自社の強みを活かせる市場（戦場）

を探し当て、そこでプレゼンスを発揮する必要があります。

　武器においては、各社が固有の材料設計、製造ノウハウを保

有し、それを武器として競争優位を発揮しているということが

特長です。世の中にある数百万種類の製品は、多種多様な要素

技術で、当然ながら特定企業ですべての技術を賄うことは不可

能です。基礎化学品に比べ他社が模倣不可能な固有の武器を保

有しやすいと言えます。

　戦い方については、川上領域に比べ、川中領域は多種多様な

顧客ニーズが存在するという点が特徴です。他社より如何に早

く顧客ニーズを捉えるか、そしてその顧客ニーズを如何に充足

するかという戦い方となります。汎用化が進んだ基礎化学品に

おいて、如何にコスト競争力を発揮できるかという戦い方とは

根本的に異なります。

　多種多様な顧客ニーズというのは、同じ素材であっても顧客

毎に異なるケースもあります。自動車部品や電子部品に使用さ

れるエンジニアリングプラスチック（エンプラ）を例にとると、

同じ電子部品用のエンプラであっても顧客のものづくりの実力

値が違えば、顧客ニーズが異なってきます。微細成形用エンプ

ラを提供するケースを例にとると、金型設計や射出成形製造技

術が強い顧客の場合、成形難度が高いエンプラであっても安価

なエンプラを求める傾向があります。一方、成形技術が弱い顧

客の場合、多少値段が高くても、流動性に優れているなど、成

形難易度を緩和できるエンプラ提供が顧客にとっては価値とな

ります。このように顧客毎のものづくりの実力値をも勘案して、

顧客ニーズを把握し、自社製品を提案できるメーカーが勝利を

収めることになるのです。これが川中領域においての戦い方と

なります。

3. 川中領域における環境変化とは？
　次は過去からの世の中の動向を踏まえ、この川中領域にどの

ような変化が起こっているかを考えてみたいと思います。最も

大きな変化は、さらなる顧客ニーズの多様化が進行したことで

す。加えてニーズ充足スピードの向上も要求されるようになり

ました。これは川下領域に位置する顧客の環境変化に大きく起

因します。顧客である加工・組立メーカーや消費財メーカーは

グローバル化、デジタル革命を主起因とした、ニーズの多様化、

ライフサイクルの短命化に直面し、多品種少量化やものづくり

の複雑化を引き起こしました（図3（右段））。

　当然のことながら、川下プレイヤーのサプライヤーとなる川

中領域の化学・素材メーカーは、多様化する顧客ニーズや対応

スピードに歩調を合わせる必要が出てきました。戦場はより多

彩かつ小規模に、武器はより多彩かつユニークにならざるを得

なくなってきたのです。そうなると全社としての規模を維持す

るならば、現状より多彩な武器を携え、現状より多彩な戦場で

戦う必要が出てきたのです。事業・製品群は徐々に数を増やし

ながら小粒に、事業の取り扱い製品は徐々に多品種少量化へ、

ものづくりプロセスは徐々にそのバリエーションを増やしてい

く、という具合です。

4. 川中領域にシフトする化学・素材メーカーが陥る
罠とは？
　多品種少量化という課題は、川下プレイヤーである加工・組

立メーカーにとっては、過去より直面してきた課題です。加工・

組立メーカーと違う点は、資本集約型の傾向が強い装置産業で

ある化学・素材メーカーで起こっているということです。装置

産業においての多品種少量化への対応は如何に？ということな

のです。

　多様化する市場、顧客要求の流れに身を任せつつ、短期的な

視点で意思決定を繰り返すと、全社、事業、工場、各レベルに

おいて徐々に稼ぐ力が失われ、気付けば儲からない会社になる

という事態に陥りかねないのです（図 4（上段））。以降で各レ

ベルでの陥りがちな罠について見ていきましょう。

①全社レベル

　特に多くの事業を抱える総合化学メーカーにて起こり得ま

す。前述した通り、顧客サイドの川下領域の環境変化に合わせ、

川中領域の戦場はより多彩化、細粒化する傾向にあります。さ

らに近年では「要求する機能が実現できれば、鉄でも樹脂でも

素材は問わず。提案求む」という顧客も現れており、戦線拡大

の余地は多くあります。

　このような状況の中、世の中の動向に合わせ、新規事業を創

出していくことは必要ですが、並行してノンコア事業の捨象も

一方で考える必要があります。

　細粒化する戦場であっても、装置産業である限り、一定規模

の設備投資は必要となります。そのため市場規模は小さくとも

一定の規模を追求し、継続的にキャッシュを得る必要がありま

す。つまり各事業は、小規模な戦場の中で常にトップを狙って

いく必要があるのです。日系メーカーに比べ、持続的な高収益

を維持しているドイツの BASF 社は、グローバルで多数の事

業を有していますが、その製品群のほとんどが 1位～ 3位で占

められております。事業の買収、売却を行いつつ、新陳代謝を

繰り返しながら稼ぐ力を維持しているのです。

　戦線拡大をしていくと全社におけるコア事業は何か？が不明

確になる傾向があります。コア、ノンコアを切り分け、ノンコ

アを捨て、コアに経営リソースを注力し、コア事業でトップを

狙うことを絶えず実践する必要があります。

②事業レベル

　川中領域で多品種少量化が進行傾向にあることは前述の通り

ですが、多品種少量化による弊害は、製品開発効率の低下や後

述するスループット低下を招くことです。陥りがちな罠とは、

このような状況下において、御用聞き営業といった、顧客要求

を盲目的に受けることにより、自社製品の多品種化に拍車をか

けてしまうことです。

　御用聞き営業というのは、川中領域のメーカーにおいては、

特に陥りやすい傾向にあります。川中メーカーは川下メーカー

に比べ、本質的な顧客ニーズを捉えることが難しいからです。

顧客からの what（要求）は分かるが、why が分からないとい

う状態に陥ります。なぜでしょうか？それは why が顧客（川

下プレイヤー）の顧客（最終ユーザー）に起因する可能性があ

るからです。より川下の市場に着目することができず、顧客に

言われるがまま、新製品開発をしてしまうという事態が発生し

ます。

　製品企画・開発においては、本質的な顧客ニーズを見極め自

社にとって受けるべきか、受けるべきでないかの判断が重要に

なります。さらにより望ましいのは、事前に本質的な顧客ニー

ズを理解することで、お互いが win-win となるような提案、誘

導営業を行うことです。自社にとっての win を考える際には、

より高価格な製品を訴求できるかどうかに加え、自社の開発効

率、製造プロセスへのインパクトも考慮することが肝要です。

③工場レベル

　事業レベルで発生する多品種少量化は、製造プロセスのバリ

エーションを増加させます。プロセスのバリエーション増加に

より、ものづくりが複雑化、生産性が低下し、結果としてスルー

プット低下を引き起こします。

　組立メーカーの場合は、ライン生産からセル生産、ロット生
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の大変革期だ」。化学産業を指し、このようなメッセージが叫

ばれて久しい状況です。実際、過去20年においては ICIと言っ

た名門メーカーさえも買収対象となり、その名前は市場から姿

を消しました。近年ではデュポンとダウ・ケミカルの経営統合、

そして 3 つの企業体への再編というビックニュースは記憶に新

しいでしょう。

　このような大再編時代において、日本の化学・素材メーカー

の稼ぐ力はグローバルで相対的に強いのでしょうか？収益性で

比較すると、一部の企業を除き、お世辞にも「日系メーカーは

他国メーカーに比べ稼ぐ力は強い！」とは言い切れないのが実

情ではないでしょうか（図 1）。

　「稼ぐ力が強い企業と弱い企

業、一体、何が違うのか？」「ど

のように稼ぐ力を身に付けてい

くべきか？」これから複数回に

渡り、皆様と考えていきたいと

思います。本号では激動する化

学・素材業界において、どのよ

うな業界構造変化が起こってい

るのか、その変化が企業にもた

らすインパクトは何かを考察し

ながら、稼ぐ力を身に付けるた

めの要諦を総論として考えてい

きたいと思います。

1. 先進国における化学産業の業界構造変化とは？
　まずは化学産業の業界構造変化、とりわけ先進国における変

化について見ていきましょう。最も大きな変化の一つとして、

汎用品が多くを占める基礎化学品から、付加価値の付与度が高

い機能性化学品へのシフトが挙げられます。川上領域から川中

領域へのシフトです。

　基礎化学品は製品バリエーションが少なくかつ、製造プロセ

スが汎用化されているため、勝ちパターンが如何に安く作れる

かに限定されてしまいます。原料を安く調達し、効率的に大量

生産できるメーカーが収益を上げることができます。基礎化学

品を手がける多くの日系メーカーにおいては、内需の縮小、古

い製造設備、非資源国ゆえの原料コスト高という三重苦にさら

されております。このような状況下において、日系メーカーは、

北米、中東、中国のような資源国や、ASEAN 諸国、中国のよ

うな高需要地国のメーカーに比べ競争劣位にあるというのが実

情です。

　一方、川中領域に位置する機能性化学品は基礎化学品を原料

として合成反応、配合、コーティングなど様々なプロセスを経

て製品化されます。機能性化学品の数は数百万種類とも言われ

ており、基礎化学品では満たせない機能を素材に発現させ、高

付加価値品として顧客に提供されます。機能性化学品製造は多

くのノウハウが必要とされるため、技術力で勝負ができる製品

となっています。

　基礎化学品で競争優位性を発揮できない先進国化学メーカー

は、技術力で勝負が可能な川中領域に位置する機能性化学品へ

と徐々にシフトさせてきました。実際に基礎化学品、機能性化

学品の双方を手がける総合化学メーカーにおいては、売上に占

める機能性化学品は過去から現在にかけその割合を増加させて

おります（図2）。

2. 化学産業における川中領域の特徴とは？
　川中領域の特徴をもう少し掘り下げてみます。事業戦略を考

える枠組みの一つとして使用される、どの市場でビジネスを行

うか（戦場）、どのような強みを用いるか（武器）、その武器を

どのように顧客に訴求するか（戦い方）という枠組みに則り、

産から 1 個流し生産という具合に、多品種少量化した状況でも

生産性を維持する取り組みを行ってきました。

　一方、反応槽などのスケールが決まった装置で製造される化

学・素材メーカーの場合、一度設備を導入してしまうと、スケー

ルが決まってしまうため、セル生産や 1 個流し生産のように、

違う製品を一つずつ順番に製造するということはできません。

製品が多品種少量化となっても、一定量を一度に作るという製

造方法は変えられないのです。結果的に、製品切り替えの多発

による設備停止時間の増大や最大処理量の半分での製造など、

設備能力を最大に発揮することができず、スループットを低下

させてしまうのです。

　多品種少量化が進行する中で、スループットを最大化するた

めには、短期的にはスループットを最大化できる需給調整、生

産計画を立案できるものづくりの仕組みの構築を考える必要が

あります。また中長期的視点としては、将来の製品ポートフォ

リオを踏まえた上で、どのような設備構成をとるべきか、ある

いは設備生産性最大化の視点で、どのような製品ポートフォリ

オを取るべきかを、営業、生産技術が一体となり考えていく必

要があります。

5. 罠を回避し稼ぐ企業になるためには？
　稼ぐ企業というのは、陥りがちな罠を回避しつつ、持続的に

高収益を出すための取り組みを実践している企業です（図 4 下

段）。

　中長期的な視点でインダストリーバリューチェーン全体を俯

瞰しながら、自社のコア事業を見極め、全社、事業、工場で有

機的に結合した取り組みを行う必要があります。このような取

り組み自体は、過去のレポートで我々が言及してきたことと本

質的には何ら変わりはありません。しかしながら、重要なポイ

ントは、装置産業のものづくりの特徴を押さえつつ、より戦略

的、中長期的な視点で考えることです。

　IGPI ものづくり戦略レポートでは、化学・素材業界で勝ち

残るものづくり戦略とは何かをテーマとし、次号より全社、事

業、工場の各レベルで何をすべきかをシリーズとして詳述して

参りたいと思います。次号では工場での取り組みにスポットを

当て、強い工場とは何かについて皆様と考えていきたいと思い

ます。

古澤利成
IGPI ものづくり戦略カンパニー  マネージングディレクター
 　

プロフィール

　SIer、大手コンサルティングファームにて、製造業に対する

ERP グローバル展開構想策定～導入、海外工場立上の構想策定、

グローバルサプライチェーン改革など SCM に関連する改革支

援に従事。IGPI 参画後は、各種製造業に対し事業戦略策定～実

行支援、全社組織改革、経営マネジメント改革、技術戦略策定、

工場改革構想策定・実行支援など、製造業の競争力を高める様々

な改革を推進

　

 

図 4： 陥りがちな罠及び、稼ぐ企業の実践事項
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基礎化学品と比較しながら整理した結果が図 3（左段）となり

ます。

　戦場においては、基礎化学品に比べ、攻めるべき市場の選択

肢は多いが、それぞれの市場は小さいことが特徴です。同じ樹

脂であっても自動車向け、エレクトロニクス向けでは、用途の

違いにより市場が異なります。機能性化学品メーカーは、各分

野の市場動向を見極めつつ、自社の強みを活かせる市場（戦場）

を探し当て、そこでプレゼンスを発揮する必要があります。

　武器においては、各社が固有の材料設計、製造ノウハウを保

有し、それを武器として競争優位を発揮しているということが

特長です。世の中にある数百万種類の製品は、多種多様な要素

技術で、当然ながら特定企業ですべての技術を賄うことは不可

能です。基礎化学品に比べ他社が模倣不可能な固有の武器を保

有しやすいと言えます。

　戦い方については、川上領域に比べ、川中領域は多種多様な

顧客ニーズが存在するという点が特徴です。他社より如何に早

く顧客ニーズを捉えるか、そしてその顧客ニーズを如何に充足

するかという戦い方となります。汎用化が進んだ基礎化学品に

おいて、如何にコスト競争力を発揮できるかという戦い方とは

根本的に異なります。

　多種多様な顧客ニーズというのは、同じ素材であっても顧客

毎に異なるケースもあります。自動車部品や電子部品に使用さ

れるエンジニアリングプラスチック（エンプラ）を例にとると、

同じ電子部品用のエンプラであっても顧客のものづくりの実力

値が違えば、顧客ニーズが異なってきます。微細成形用エンプ

ラを提供するケースを例にとると、金型設計や射出成形製造技

術が強い顧客の場合、成形難度が高いエンプラであっても安価

なエンプラを求める傾向があります。一方、成形技術が弱い顧

客の場合、多少値段が高くても、流動性に優れているなど、成

形難易度を緩和できるエンプラ提供が顧客にとっては価値とな

ります。このように顧客毎のものづくりの実力値をも勘案して、

顧客ニーズを把握し、自社製品を提案できるメーカーが勝利を

収めることになるのです。これが川中領域においての戦い方と

なります。

3. 川中領域における環境変化とは？
　次は過去からの世の中の動向を踏まえ、この川中領域にどの

ような変化が起こっているかを考えてみたいと思います。最も

大きな変化は、さらなる顧客ニーズの多様化が進行したことで

す。加えてニーズ充足スピードの向上も要求されるようになり

ました。これは川下領域に位置する顧客の環境変化に大きく起

因します。顧客である加工・組立メーカーや消費財メーカーは

グローバル化、デジタル革命を主起因とした、ニーズの多様化、

ライフサイクルの短命化に直面し、多品種少量化やものづくり

の複雑化を引き起こしました（図3（右段））。

　当然のことながら、川下プレイヤーのサプライヤーとなる川

中領域の化学・素材メーカーは、多様化する顧客ニーズや対応

スピードに歩調を合わせる必要が出てきました。戦場はより多

彩かつ小規模に、武器はより多彩かつユニークにならざるを得

なくなってきたのです。そうなると全社としての規模を維持す

るならば、現状より多彩な武器を携え、現状より多彩な戦場で

戦う必要が出てきたのです。事業・製品群は徐々に数を増やし

ながら小粒に、事業の取り扱い製品は徐々に多品種少量化へ、

ものづくりプロセスは徐々にそのバリエーションを増やしてい

く、という具合です。

4. 川中領域にシフトする化学・素材メーカーが陥る
罠とは？
　多品種少量化という課題は、川下プレイヤーである加工・組

立メーカーにとっては、過去より直面してきた課題です。加工・

組立メーカーと違う点は、資本集約型の傾向が強い装置産業で

ある化学・素材メーカーで起こっているということです。装置

産業においての多品種少量化への対応は如何に？ということな

のです。

　多様化する市場、顧客要求の流れに身を任せつつ、短期的な

視点で意思決定を繰り返すと、全社、事業、工場、各レベルに

おいて徐々に稼ぐ力が失われ、気付けば儲からない会社になる

という事態に陥りかねないのです（図 4（上段））。以降で各レ

ベルでの陥りがちな罠について見ていきましょう。

①全社レベル

　特に多くの事業を抱える総合化学メーカーにて起こり得ま

す。前述した通り、顧客サイドの川下領域の環境変化に合わせ、

川中領域の戦場はより多彩化、細粒化する傾向にあります。さ

らに近年では「要求する機能が実現できれば、鉄でも樹脂でも

素材は問わず。提案求む」という顧客も現れており、戦線拡大

の余地は多くあります。

　このような状況の中、世の中の動向に合わせ、新規事業を創

出していくことは必要ですが、並行してノンコア事業の捨象も

一方で考える必要があります。

　細粒化する戦場であっても、装置産業である限り、一定規模

の設備投資は必要となります。そのため市場規模は小さくとも

一定の規模を追求し、継続的にキャッシュを得る必要がありま

す。つまり各事業は、小規模な戦場の中で常にトップを狙って

いく必要があるのです。日系メーカーに比べ、持続的な高収益

を維持しているドイツの BASF 社は、グローバルで多数の事

業を有していますが、その製品群のほとんどが 1位～ 3位で占

められております。事業の買収、売却を行いつつ、新陳代謝を

繰り返しながら稼ぐ力を維持しているのです。

　戦線拡大をしていくと全社におけるコア事業は何か？が不明

確になる傾向があります。コア、ノンコアを切り分け、ノンコ

アを捨て、コアに経営リソースを注力し、コア事業でトップを

狙うことを絶えず実践する必要があります。

②事業レベル

　川中領域で多品種少量化が進行傾向にあることは前述の通り

ですが、多品種少量化による弊害は、製品開発効率の低下や後

述するスループット低下を招くことです。陥りがちな罠とは、

このような状況下において、御用聞き営業といった、顧客要求

を盲目的に受けることにより、自社製品の多品種化に拍車をか

けてしまうことです。

　御用聞き営業というのは、川中領域のメーカーにおいては、

特に陥りやすい傾向にあります。川中メーカーは川下メーカー

に比べ、本質的な顧客ニーズを捉えることが難しいからです。

顧客からの what（要求）は分かるが、why が分からないとい

う状態に陥ります。なぜでしょうか？それは why が顧客（川

下プレイヤー）の顧客（最終ユーザー）に起因する可能性があ

るからです。より川下の市場に着目することができず、顧客に

言われるがまま、新製品開発をしてしまうという事態が発生し

ます。

　製品企画・開発においては、本質的な顧客ニーズを見極め自

社にとって受けるべきか、受けるべきでないかの判断が重要に

なります。さらにより望ましいのは、事前に本質的な顧客ニー

ズを理解することで、お互いが win-win となるような提案、誘

導営業を行うことです。自社にとっての win を考える際には、

より高価格な製品を訴求できるかどうかに加え、自社の開発効

率、製造プロセスへのインパクトも考慮することが肝要です。

③工場レベル

　事業レベルで発生する多品種少量化は、製造プロセスのバリ

エーションを増加させます。プロセスのバリエーション増加に

より、ものづくりが複雑化、生産性が低下し、結果としてスルー

プット低下を引き起こします。

　組立メーカーの場合は、ライン生産からセル生産、ロット生

ものづくりリバイバル リアルノウハウ
　今回は“実行管理（PDCA）”について紹介します。どのよう

な改革も実行しきらなければ絵に描いた餅になります。どのよう

な施策を導出するか（計画部分）より、それをどうやりきるか（実

行部分）の点が、企業間で差が生まれる部分です。特に再建の取

り組みに於いて、実行とは“ 捨てる” 作業、あるいは再構築の

生みの苦しみを伴う作業でもあります。トップの姿勢や社内政治、

事業環境のダイナミズムからも影響を受け、この実行の中で、活

動がなし崩し的に停滞し、成果が出せ無いことも多々あります。

これはリソースの無駄遣いに他なりません。

　改革をやり切るためには、基本原則は PDCA を業務の中に組み

込むということです。起点となる定例会議を設定し、そこでの検

証項目を整備します。そして、各関連部門から

の提供情報、会議体での協議内容、意思決定と

いうIPO（Input/Process/Output）を定めます。

　例えば、営業から営業案件進捗や売掛金回収

進捗、資材や製造からは各コスト項目の削減見

通しと実績、財務からは各費用見通し、そして

その他費用項目も併せての資金繰り状況といっ

たインプットをモニタリング会議に提供しま

す。会議ではその拠点再建の責任者（拠点トッ

プや本社マネジメント）、各関連部門のキーマ

ンが集まり、課題の共有と、対応策について協

議します。この流れを週次や月次で回していく

のです。しかし、思うように情報は集まらず会議体もやがて形骸

化、というケースもあります。実行の要諦は二つです。一つは当

然ながら拠点再建の責任者の強い意志、姿勢、コミットメントで

す。次に、その責任者を支える参謀本部機能です。これは、ある

意味しつこく現場とコミュニケーションして情報収集・整備して、

関係者間協議や意思決定を支える、機能横断の統括・コーディネー

ション機能を担うメンバーとなります。

　実行は言わば地道な日々の業務の積み重ねであり、泥臭いもの

です。しかし、この泥臭い部分こそが、再建の要諦であり、その

会社あるいは拠点の本源的な組織能力が問われる部分なのです。

（IGPI目黒）

海外拠点における経営管理機能の在り方
　国際的な政治・経済環境が複雑さを増し、ビジネス上も迅速

かつ適切な意思決定が更に求められる中、意思決定を支える経

営管理機能の役割は重要性を増しています。しかし、海外拠点

における経営管理機能は、駐在員が未整理な数字と格闘しなが

ら無理やりまとめ、本質的課題は部門間や本社との調整で先送

られがち、といった状況はありませんか？

　原因は 3つあります。

1. 成長期に設立した拠点は経営管理ニーズが低かった、数字で

　経営課題を議論する仕組が不十分

2. 業務執行の現地化により経営数字・現場数値によるコミュニ

　ケーションが不十分

3. 経営管理駐在員・現地業務執行者の入れ替わりによる熟練度

　低下の結果、経営管理の PDCAが回らない

　つまり経営管理とは、会社全体が共通の課題認識に立つことを促

進し、PDCA を回す機能です。そのため共通の課題認識を持つため

の計数管理が必要であり、通常以下ステップで仕組みを構築します。

STEP1.　見る数字の決定（KGI・KPI 設定）：事業特性・事業

　　　　 ステージ・損益構造を踏まえ、どの数字を・どのよ   

　　　　 うな切り口と粒度で見るか

STEP2.　データ定義：計算ロジック、精度のメリハリとオペ

　　　　 レーション負荷レベルとのバランス

STEP3.　実行：データ収集～チェック～分析～対策の継続的

　　　　 PDCA実行

　海外拠点では、STEP1. 2 の設計が甘く判断に必要な肝心な

数字がない、または信頼性が低いケースが散見されます。特に、

厳しい経営環境下で重い意思決定が必要な時は、共通の数字で

議論できる仕組みの再構築が、遠回りのようで意思決定の早期

化を促す近道です。（IGPI 平戸）
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　「大再編時代の到来だ」「第一次世界大戦後に並ぶ 100 年ぶり

の大変革期だ」。化学産業を指し、このようなメッセージが叫

ばれて久しい状況です。実際、過去20年においては ICIと言っ

た名門メーカーさえも買収対象となり、その名前は市場から姿

を消しました。近年ではデュポンとダウ・ケミカルの経営統合、

そして 3 つの企業体への再編というビックニュースは記憶に新

しいでしょう。

　このような大再編時代において、日本の化学・素材メーカー

の稼ぐ力はグローバルで相対的に強いのでしょうか？収益性で

比較すると、一部の企業を除き、お世辞にも「日系メーカーは

他国メーカーに比べ稼ぐ力は強い！」とは言い切れないのが実

情ではないでしょうか（図 1）。

　「稼ぐ力が強い企業と弱い企

業、一体、何が違うのか？」「ど

のように稼ぐ力を身に付けてい

くべきか？」これから複数回に

渡り、皆様と考えていきたいと

思います。本号では激動する化

学・素材業界において、どのよ

うな業界構造変化が起こってい

るのか、その変化が企業にもた

らすインパクトは何かを考察し

ながら、稼ぐ力を身に付けるた

めの要諦を総論として考えてい

きたいと思います。

1. 先進国における化学産業の業界構造変化とは？
　まずは化学産業の業界構造変化、とりわけ先進国における変

化について見ていきましょう。最も大きな変化の一つとして、

汎用品が多くを占める基礎化学品から、付加価値の付与度が高

い機能性化学品へのシフトが挙げられます。川上領域から川中

領域へのシフトです。

　基礎化学品は製品バリエーションが少なくかつ、製造プロセ

スが汎用化されているため、勝ちパターンが如何に安く作れる

かに限定されてしまいます。原料を安く調達し、効率的に大量

生産できるメーカーが収益を上げることができます。基礎化学

品を手がける多くの日系メーカーにおいては、内需の縮小、古

い製造設備、非資源国ゆえの原料コスト高という三重苦にさら

されております。このような状況下において、日系メーカーは、

北米、中東、中国のような資源国や、ASEAN 諸国、中国のよ

うな高需要地国のメーカーに比べ競争劣位にあるというのが実

情です。

　一方、川中領域に位置する機能性化学品は基礎化学品を原料

として合成反応、配合、コーティングなど様々なプロセスを経

て製品化されます。機能性化学品の数は数百万種類とも言われ

ており、基礎化学品では満たせない機能を素材に発現させ、高

付加価値品として顧客に提供されます。機能性化学品製造は多

くのノウハウが必要とされるため、技術力で勝負ができる製品

となっています。

　基礎化学品で競争優位性を発揮できない先進国化学メーカー

は、技術力で勝負が可能な川中領域に位置する機能性化学品へ

と徐々にシフトさせてきました。実際に基礎化学品、機能性化

学品の双方を手がける総合化学メーカーにおいては、売上に占

める機能性化学品は過去から現在にかけその割合を増加させて

おります（図2）。

2. 化学産業における川中領域の特徴とは？
　川中領域の特徴をもう少し掘り下げてみます。事業戦略を考

える枠組みの一つとして使用される、どの市場でビジネスを行

うか（戦場）、どのような強みを用いるか（武器）、その武器を

どのように顧客に訴求するか（戦い方）という枠組みに則り、

財務

営業

資材 / 製造

対応策
実施

対応策
実施

産から 1 個流し生産という具合に、多品種少量化した状況でも

生産性を維持する取り組みを行ってきました。

　一方、反応槽などのスケールが決まった装置で製造される化

学・素材メーカーの場合、一度設備を導入してしまうと、スケー

ルが決まってしまうため、セル生産や 1 個流し生産のように、

違う製品を一つずつ順番に製造するということはできません。

製品が多品種少量化となっても、一定量を一度に作るという製

造方法は変えられないのです。結果的に、製品切り替えの多発

による設備停止時間の増大や最大処理量の半分での製造など、

設備能力を最大に発揮することができず、スループットを低下

させてしまうのです。

　多品種少量化が進行する中で、スループットを最大化するた

めには、短期的にはスループットを最大化できる需給調整、生

産計画を立案できるものづくりの仕組みの構築を考える必要が

あります。また中長期的視点としては、将来の製品ポートフォ

リオを踏まえた上で、どのような設備構成をとるべきか、ある

いは設備生産性最大化の視点で、どのような製品ポートフォリ

オを取るべきかを、営業、生産技術が一体となり考えていく必

要があります。

5. 罠を回避し稼ぐ企業になるためには？
　稼ぐ企業というのは、陥りがちな罠を回避しつつ、持続的に

高収益を出すための取り組みを実践している企業です（図 4 下

段）。

　中長期的な視点でインダストリーバリューチェーン全体を俯

瞰しながら、自社のコア事業を見極め、全社、事業、工場で有

機的に結合した取り組みを行う必要があります。このような取

り組み自体は、過去のレポートで我々が言及してきたことと本

質的には何ら変わりはありません。しかしながら、重要なポイ

ントは、装置産業のものづくりの特徴を押さえつつ、より戦略

的、中長期的な視点で考えることです。

　IGPI ものづくり戦略レポートでは、化学・素材業界で勝ち

残るものづくり戦略とは何かをテーマとし、次号より全社、事

業、工場の各レベルで何をすべきかをシリーズとして詳述して

参りたいと思います。次号では工場での取り組みにスポットを

当て、強い工場とは何かについて皆様と考えていきたいと思い

ます。

古澤利成
IGPI ものづくり戦略カンパニー  マネージングディレクター
 　

プロフィール

　SIer、大手コンサルティングファームにて、製造業に対する

ERP グローバル展開構想策定～導入、海外工場立上の構想策定、

グローバルサプライチェーン改革など SCM に関連する改革支

援に従事。IGPI 参画後は、各種製造業に対し事業戦略策定～実

行支援、全社組織改革、経営マネジメント改革、技術戦略策定、

工場改革構想策定・実行支援など、製造業の競争力を高める様々

な改革を推進

　

 

事業モニタリング PDCA

モニタリング
会議

必要に応じて
検討事項

シミレーション
評価

意思決定

P/L

資金繰り表

施策進捗

意思決定

P/L

資金繰り表

施策進捗

各費用
（計画・見通し）

借入金利
（計画・見通し）

売上
（計画・見通し）

売掛回収
（計画・見通し）

材料仕入 
（計画・見通し）

外注加工
（計画・見通し）

各費用
（実績）
借入金利
（実績）

売上
（実績）
売掛回収
（実績）

材料仕入 
（実績）
外注加工
（実績）


