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マテリアル産業のDX ～デジタル技術で切り拓く日本企業の勝ち筋とは？～



(公社)新化学技術推進協会：JACI とは

(社) 新化学発展協会
(財) 化学技術戦略推進機構

戦略推進部

(社) 新化学技術推進協会
（2011）

(公社) 新化学技術推進協会
（2012）

1974 1949

GSC ネットワーク

協会の活動の目的

・技術革新の原動力となる新たな化学技術を発展させるため、
・革新的化学技術の創生や知的技術基盤の整備に貢献する諸事業を推進し、
・新たな化学技術の普及と利用促進を通じて、わが国産業の国際競争力の
強化を図り、

・もって社会の持続的発展および国民生活の向上に寄与する

協会の概要・沿革

・2011/4 設立
・2012/4 公益法人化
・会員： 114企業/団体

(2022年4月1日現在)

GSC： Green Sustainable Chemistry

Japan Association for Chemical Innovation

2000
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https://www.jaci.or.jp

https://www.jaci.or.jp/


新化学技術推進協会を構成する会員

正会員 82社
株式会社ＩＨＩ
旭化成株式会社
株式会社旭リサーチセンター
味の素株式会社
株式会社ＡＤＥＫＡ
出光興産株式会社
株式会社イノアックコーポレーション
宇部興産株式会社
AGC株式会社
ENEOS株式会社
大阪ガスケミカル株式会社
花王株式会社
株式会社カネカ
株式会社クラレ
株式会社クレハ
KHネオケム株式会社
コニカミノルタ株式会社
三洋化成工業株式会社
ＪＳＲ株式会社
JNC株式会社
株式会社JSOL
株式会社島津製作所
シュレーディンガー株式会社
昭和電工株式会社
信越化学工業株式会社
信越ポリマー株式会社
日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社
株式会社住化技術情報センター
株式会社住化分析センター
住友化学株式会社
住友精化株式会社
住友ベークライト株式会社
積水化学工業株式会社
セントラル硝子株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社ダイセル
大日精化工業株式会社
大日本印刷株式会社
大陽日酸株式会社
ダッソー・システムズ株式会社
千代田化工建設株式会社

ＤＩＣ株式会社
帝人株式会社
デンカ株式会社
株式会社デンソー
東亞合成株式会社
東京応化工業株式会社
東ソー株式会社
東洋インキSCホールディングス株式会社
東洋エンジニアリング株式会社
東洋紡株式会社
東レ株式会社
株式会社東レリサーチセンター
株式会社トクヤマ
凸版印刷株式会社
長瀬産業株式会社
日油株式会社
日揮ホールディングス株式会社
日産化学株式会社
日本カーバイド工業株式会社
日本化薬株式会社
日本軽金属株式会社
株式会社日本触媒
株式会社日本政策投資銀行
日本製紙株式会社
日本ゼオン株式会社
日本曹達株式会社
富士フイルムホールディングス株式会社
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
株式会社ブリヂストン
古河電気工業株式会社
保土谷化学工業株式会社
丸善石油化学株式会社
三井化学株式会社
三菱ケミカル株式会社
株式会社三菱ケミカルリサーチ
三菱瓦斯化学株式会社
株式会社モルシス
ユニチカ株式会社
ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社
横河電機株式会社
株式会社リコー

特別会員 32団体
国立研究開発法人科学技術振興機構
一般財団法人化学研究評価機構
公益社団法人化学工学会
一般社団法人化学情報協会
関西化学工業協会
一般社団法人近畿化学協会
合成樹脂工業協会
公益社団法人高分子学会
公益社団法人高分子学会高分子同友会
公益財団法人相模中央化学研究所
国立研究開発法人産業技術総合研究所
一般社団法人触媒学会
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構
独立行政法人製品評価技術基盤機構
石油化学工業協会
公益社団法人石油学会
公益財団法人地球環境産業技術研究機構
公益社団法人電気化学会
地方独立行政法人東京都立産業技術研究セン
ター
公益社団法人日本化学会
一般社団法人日本化学工業協会
日本吸着学会
公益社団法人日本セラミックス協会
一般社団法人日本塗料工業会
日本バイオマテリアル学会
一般社団法人日本分析機器工業会
一般社団法人日本膜学会
一般財団法人バイオインダストリー協会
国立研究開発法人物質・材料研究機構
一般社団法人プラスチック循環利用協会
公益社団法人有機合成化学協会
国立研究開発法人理化学研究所

正会員：82社 特別会員：32団体

2022年4月1日 現在

3化学・素材メーカーに加え、異業種（ユーザーなど）、国研、学会など広く参画



新化学技術推進協会の組織

社員総会 監 事

理事会

企画運営会議アドバイザリーコミッティ

フロンティア連携委員会

先端化学・材料技術部会

ライフサイエンス技術部会

電子情報技術部会

エネルギー・資源技術部会

環境技術部会

戦略委員会

戦略提言部会

プロジェクト部会

人材育成部会

知的財産部会

財務委員会 GSCN運営委員会

シンポジウム Gr.

GSC賞 Gr.

普及・啓発 Gr.

国際連携 Gr.

GSCN会議

アドバイザリー
チーム

事務局（専務理事・出向者・事務員）

シンポジウム部会
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GSC： Green Sustainable Chemistry

技術調査活動

化学技術戦略立案



戦略提言部会：戦略提言書の発行状況

JACI戦略提言部会では、我が国化学産業の国際競争力強化とプレゼンスの向上を図り、社会の
持続的発展と経済の健全な成長に寄与することを目指して、化学産業を取り巻く課題を整理し、

化学産業の果たすべき貢献とそのために取るべき戦略について議論を行い、それらを戦略提言書
として纏めています。

（2018年6月発行）（2018年6月発行）

分野別戦略編

基本戦略編

エネルギー・資源編

ソフトアクチュエーター分野の
技術戦略

電子・情報分野水・食糧・農業編

基礎化学品製造分野の技術戦略（１）
－ゴム、タイヤ原料（C4,C5)の多様化編ー

個別戦略編

（2018年6月発行）

（2019年6月発行）

（2019年6月発行）

（2020年6月発行）

（2020年3月発行）

基礎化学品製造分野の技術戦略（２）
－芳香族（BTX)原料の多様化編ー

（2020年3月発行）

化学産業が紡ぐ30年後の未来社会とイノベーション戦略
－“Green Sustainable Economy”の実現に向けて－

第6期科学技術基本計画向提言（2019年10月発行）

（2021年6月発行）
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協会HPからどなたでも申込可能です
http://www.jaci.or.jp/public/page_03.html）

ヘルスケア編

（2022年6月発行）

http://www.jaci.or.jp/public/page_03.html


化学産業の目指す方向性 （基本戦略編より）

複数の分野、テーマに
貢献できる化学産業な
らではの視点
・エネルギー・資源分野
・水・食糧・農業分野
・電子・情報分野
・ヘルスケア分野
・移動体分野 など

6

あるべき姿



戦略提言書（基本戦略編）の概要
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化学産業が考える望ましい未来社会（Green Sustainable Economy）

①地球環境との共生 ②社会的要請の充足 ③経済合理性 の同時達成

化学産業

脱炭素社会
（カーボンニュートラル）

サーキュラー・エコノミー

デジタル社会
（Society 5.0など）

デジタル技術を利用して、
化学産業自らを変革

化学イノベーションで
間接的に貢献

①「利用」分野 ②「貢献」分野

エネルギー・資源分野 水・食糧・農業分野 ヘルスケア分野 電子・情報分野 移動体分野 など

SDGs 地域循環共生圏 スーパーシティ健康長寿社会
安全安心社会
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①「化学産業が利用」分野は、デジタル技術を利用して、化学産業自らを変革し、2050年の望ましい社
会に直接貢献するイメージで、2050年の化学産業の絵姿を描く
②「化学産業が貢献」分野は、他産業がデジタル技術などを介して描く2050年の望ましい社会
(Society5.0、NISTEP技術予測)に、化学イノベーションで間接的に貢献するイメージ。
さらに、人と直接かかわる「貢献・人」分野とそれを取り巻く社会インフラを扱う「貢献・社会」分野に分けた。

戦略提言書「電子・情報編」より：デジタルとの関り

社会
課題



世界の潮流の取り込み
1.COVID-19でレジリエントな社会への関心増加
・新たなパンデミックや地球温暖化への長期的対応、SDGsへの取り組み
・脱炭素社会、カーボンニュートラル、循環型社会へのシフトと加速
・分散化、リモート化、多様化
2.少子高齢化、労働人口減少（日本）
3.デジタル技術の進展と社会変革 (Society 5.0、AI・IoT、DX)

【化学産業のあるべき姿】
化学産業自らをデジタル変革し、ケミカルイノベーションでデジタル社会を推進することにより、
地球環境との共生をリードし、社会的要請の充足と経済合理性の具現化を下支えし、

well-beingの実現に貢献する。

【脱炭素/循環型社会をリード】
1.ものづくりエコシステム
・既存化学産業と資源循環をDX

化で融合した環境に優しい循環
型エコシステムの構築
・LCA統合データ駆動型の自律的
材料開発
無人自律化実験室 (ダークラボ)

2.小サイクル新生産システム
・時間空間ロスの少ないオンデマン
ドオンサイト・無人生産の確立
☆循環型エコシステムとの最適統
合により多様なニーズに応える柔
軟なエコシステム構築

戦略１:DX化したコンパクトな循
環型ものづくりエコシステムの構築

戦略２:QOL向上に貢献しデジタル
社会を加速するソリューション提供

戦略３:デジタルによる分野間システム
統合と循環システムの縦横連携強化

【Society 5.0実現を下支え】
1.人の機能回復・拡張
・個人ごとのテーラーメイド デバイス
(センサー、アクチュエータなど)
・オンデマンド・オンサイト生産による多
様なニーズへの対応

2. サイバー・フィジカル空間融合社会
・自治体エコシステム（スマートエネルギ
ー、スマートヘルスケア、モビリティ、防
災等)用マテリアル、ソリューション提供
・ Society 5.0の基盤インフラをマテリア
ルで下支え (通信・演算など)

化学産業が取るべき戦略（電子・情報編）

⇒産業競争力維持/強化のため化学産業自らビジネスモデルを
変革する必要がある

・モノからコトへのビジネスモデル変革
・循環システムの構築、ビジネス領域拡大
・企業・業界を越えたデジタル連携

【連携システムの強化】
1.分野間システムの統合
・地域に合わせた統合システムの最
適化 (エネルギー・資源、水・食糧・
農業、ヘルスケア、電子・情報、
移動体など)

2.循環システムの縦横連携による
レジリエントな社会の構築
・自治体エコシステムの横連携、高
次階層構造による縦連携の強化
・多様なリスク（自然災害やパンデ
ミックなど）にも強靭な社会の構築

化学産業自らが変わる
→未来社会が変わる! 9



化学産業のサプライチェーン
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化学・材料メーカー
ユーザー企業

エンジニアリング会社
学協会・団体

JACI会員

機能性化学品

高機能材料

出典：TSC Foresight 「機能性化学品製造プロセス分野の技術戦略策定に向けて」を元に加筆修正

顧客

BtoB BtoC
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個別企業でのDX

↓

サプライチェーン
全体でのDX

（バーチャルカンパニー
企業間連携）

「利用」分野 2050年のあるべき姿：化学のものづくり

遠い
地政学リスク

機会損失
生産ロス

現在
2050年のあるべき姿

個別最適化
部門間の壁

企業間の壁

市場から遠い

顧客ニーズ
の多様化



「利用」分野における有望項目の検討結果

名称 効果、可能性 課題 提言、化学産業の貢献

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

サプライチェー
ンマネジメント

➢ サプライチェーン効率化
➢ サービス向上やコスト削減

➢ 生産・販売・物流の各プロセスをデジタ
ル技術で可視化・連携することで、デジ
タルツインを構築

➢ 自社原料、自社製品のデータ基盤整備

資源循環 ➢ 脱炭素・循環型社会実現
➢ サプライチェーンにリサイクルを連動した
「サーキュラー・サプライチェーン」をデジタ
ル技術を活用して構築

➢ 廃プラなど共有プラットフォーム構築
➢ ビジネスモデル変革

ブロックチェーン
➢ 「改ざん防止」「トレーサビリ
ティ」など高度情報化基盤

➢ 資源循環の促進

➢ サーキュラー・サプライチェーンの製品・
サービスデータ共有プラットフォーム確立

➢ 情報通信インフラ整備

デジタルマーケ
ティング

➢ 顧客のデータを収集・蓄積、
しニーズにこたえる

➢ ムダなく高付加価値
➢ ビッグデータ分析・予測のAIの活用 ➢ 自社製品企画のデータ基盤整備

生
産

スマートファクト
リー

➢ 生産効率、品質向上
➢ 人の創造的活動へのシフト

➢ 生産設備自動化とリアルタイム制御
➢ 製造工程管理、検査データ蓄積

➢ スマートファクトリー推進
➢ デジタルインフラ整備、人材育成

マスカスタマイ
ゼーション

➢ 顧客起点でタイミング・量・コ
ストを最適化して生産

➢ 顧客情報共有化/AI利用マスカスタマイ
ゼーション

➢ バイオ・リサイクル原料使用

➢ 顧客データ基盤、AI活用
➢ リサイクル分別、トレーサビリティー基盤

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

チ
ェ
ー
ン

材料設計
➢ 環境適合性向上、開発効
率向上

➢ 材料やプロセスの選択段階から製品ラ
イフサイクルを通した材料設計

➢ 人・AI・ロボ統合クラウドラボ
➢ LCAサプライチェーンデータプラットフォーム

設備設計
➢ 建設工事・メンテナンスの自
動化・無人化

➢ 脱炭素・循環型社会実現
➢ 設備ライフサイクル通貫デジタルツイン

➢ 情報通信インフラ整備
➢ デジタル化された設備導入

新生産
オンデマンドオンサ
イト・無人生産

➢ いつでもどこでも安価な生産
➢ 資源エネルギー消費ミニマム
化

➢ DX化された既存エコシステムとの最適
融合

➢ 3Dプリンター、フローケミストリー組み込み
➢ 情報通信インフラ整備、データ流通整備

12

赤：化学産業自身
青：他産業と連携



マスカスタマイゼーション
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製造業におけるマスプロダクション（大量生産）とカスタマイゼーション（個別設計・生産）を
組み合わせた考え方

低コストかつ短納期を特徴とする大量生産、個々の顧客ニーズを的確に満たす個別設
計・生産の両方の性質をあわせ持つ。そのため、顧客満足度が高くて売れやすいさまざま
な種類の製品を、必要なタイミング・量・コストを最適化した状態で無駄なく生産できる効果
が期待できる。



化学産業におけるマスカスタマイゼーションのあるべき姿
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【課題】
・多様化する顧客ニーズへの対応（生産面）
【対策】
・AIによる顧客ニーズの分類、対応
・従来設備のデジタル化による最適化生産
（コンビナートの活用、地域循環共生圏）

↓

・原料多様化（バイオ原料、リサイクル原料）
への適応、トレーサビリティの管理
・フローリアクターなどの革新的製造技術
（オンデマンド・オンサイト）

【課題】
・過度なカスタマイズによるコストアップ
【対策】
・AIによる顧客ニーズの分類 → 生産量確保
・AIによる生産最適化

↓

・サプライチェーンを通した情報共有化
・生産計画のAI管理（機能、生産量、コストなど）
・革新的製造技術による効率的生産、統合化

大量生産品
（基礎化学品）

少量多品種
（機能性化学品、高機能材料）

現在

2050年

現在

2050年



スマートファクトリー
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スマートファクトリー とは、ドイツ政府が提唱するインダストリー4.0を具現化した形の先進

的な工場のことを指す。センサや設備を含めた工場内のあらゆる機器をインターネットに
接続 (IoT：Internet of things) し、品質・状態などの様々な情報を「見える化」し、情報間の
「因果関係の明確化」を実現し、設備同士 (M2M：Machine to Machine) ないし設備と人
が協調して動作する (Cyber-Physical System) ことにより実現する。

【課題】
・情報システムの構築

IoTデータ基盤構築
デジタルインフラ整備

・デジタル人材不足（ケミカルとの融合人材）

マスカスタマイゼーションを実現する技術
出典：㈱日本政策投資銀行作成資料



ダイセル式生産革新手法を活用した「自律型生産システム」
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「自律型生産システム」を開発 「ダイセル式生産革新手法」が AI で進化
100 億円規模の劇的なコストダウン&ノウハウ抽出のスピードアップに貢献

出典：㈱ダイセル、2020年8月19日プレスリリース https://www.daicel.com/news/assets/pdf/20200819.pdf

計画への
コミット

トレードオフ

化学などプロセス型のモノづくり現場で取得したデータから日々学習を重ねた AI を搭載し、現場作業者を支援します。
搭載された AI は、過去に蓄積してきた運転ノウハウを活用するだけでなく、日々の運転の中からも新たなノウハウを
自動で抽出していきます。
「自律型生産システム」によって生産の最適解が求められ、製造コストの劇的な削減につながります。当社では年間
100 億円程度のコストダウンが可能と試算しております。また AI の活用によって、従来の「ダイセル式生産革新手法」
の心臓部であったノウハウ顕在化にかかる労力が劇的に低減し、導入の難易度が改善されます。

将来的に、企業の枠を超えて、原料から最終製品に至るまでのサプライチェーン全体の最適化を目指す
（バーチャルカンパニー） 市場の変化に合わせた計画にコミット マーケットイン

東京大学との共同研究
帰納法と演繹法の両立

サプライチェーン
と連動した生産計画

https://www.daicel.com/news/assets/pdf/20200819.pdf


まとめ
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【2050年の化学産業のあるべき姿】

化学産業自らをデジタル変革し、ケミカルイノベーションでデジタル社会を
推進することにより、地球環境との共生をリードし、社会的要請の充足と経
済合理性の具現化を下支えし、well-beingの実現に貢献する。

戦略１:DX化したコンパクトな循環型ものづくりエコシステムの構築
（カーボンニュートラル/循環型社会、顧客ニーズの多様化への対応）

【生産DXおける今後の取り組み】

・デジタル技術を活用して、スマートファクトリー化およびマスカスタマイゼー
ションを推進する

・サプライチェーン全体（原料から最終消費者まで）との統合・連携にて最適
化し、生産効率および品質を向上させる

・サプライチェーン全体でのデータ共有を志向したセキュアなデジタルインフ
ラを整備する
・ケミカルとデジタルの両方に精通する融合人材を育成する


