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「The TOP 2021」の研究開発戦略
　当社グループは、「The TOP 2021」の研究開発戦略として、「深
化」「融合」「導入」というキーワードのもと、次世代に貢献するパイ
プラインの創出に重点を置きつつ、既存事業の個性派に向けた強
化を継続していきます。
　基本戦略として、パイプラインの創出を加速するため、7つの事
業領域に対応した10の技術領域に研究開発資源を集中します。
また、2019年に「先端技術ラボ」を新設し、既存の事業領域や対
面業界の動向などに捉われない視点に基づいた次世代研究テー
マの探索・立案等を進めています。
　さらに新事業の創出に向けて、オープン・イノベーションなどに
よって必要な技術を社外から積極的に「導入」していきます。現在、
市場や技術動向を通じて次世代の半導体や電子材料、複合材料
などに関わるさまざまな企業との連携を模索しているところです。
　また、既存事業を個性派事業とするには、社内の融合が鍵とな
ります。
　当社には、16のロケーションに跨る開発機能を束ねる研究開発
部門として「融合製品開発研究所」がありますが、2019年、同研
究所の傘下に「分析物性センター」と「計算科学・情報センター」
を加えました。当社の基盤技術である「計算科学」「分析技術」「評
価技術」を担う組織として、人工知能（AI）等も活用しながら技術の
深化、融合を加速しています。
　さらに2019年、事業間連携プロジェクトの始動により、アルミニ
ウムと樹脂の直接接合技術を確立させたことは一つの大きな成果
と捉えています。

⻑期にわたる統合シナジーを目指す
　化学業界で川上（素材）に位置する当社グループにとって、同じ
技術軸で川中から川下（機能・モジュール・評価）に位置する日立
化成と一体になるということは、素材に求められる機能をより具体
的に知る機会が得られることを意味します。
　ターゲットを今まで以上に明確にした上で研究開発を強化・加
速する、つまり、社会からのニーズをより確実に汲み取り、ワンストッ
プで素材から機能材にわたってお客様の要望に応えることができ
るようになります。
　当社グループの研究開発には融合文化の土壌があります。計算
科学や分析技術といった共有の基盤を日立化成と相互に利活用
することで、短期そして長期にわたって統合のシナジーを実現し、世
界トップクラスの機能性化学メーカーを目指していきますので、今後
の活動にぜひご注目ください。

個性派企業実現に向けた研究開発戦略

パイプライン創出（7つの事業領域に対する10の注⽬技術領域）

 熱マネジメント、センサー・IoT・5Gの取り組み

　「The TOP 2021」では、テーマ探索における市場・技術トレンドを把握するために設立した全社的マーケティング組織と一
体となり、7つの事業領域に対応した10の技術領域に研究開発資源を集中します。

　「熱マネジメント」「センサー・IoT・5G」は、デジタル化の進展に貢献する特に重要な技術です。
　融合製品開発研究所 計算科学・情報センターではAIを活用し、自社での生産性・品質向上、もしくはお客様への最適な
材料のご提案に向けた研究を進めています。センシング技術やIoTにより生産現場から得られる膨大なデータをAIで解析し、
品質や生産性向上に活かします。

　また、同センターでは人工知能（AI）で材料開発を効率化する「マテリアルズ・インフォマティクス（MI）」を用いた探索システ
ムを開発しました。自動車部材用のアルミニウム合金やハードディスクメディアの開発に活用し、開発期間の短縮化や効率化
の成果を上げています。デジタル人材の拡充や社内技術者の教育を強化し、2021年までに全事業へのMI導入を目指します。

エチレンプラントコーキング予兆システム
プラントの運転状態をAIが常時監視、 
最適なデコーキングのタイミングを予測

熟練運転員と同等に予兆検知可能な 

水準に到達、生産性向上に貢献

球状アルミナ画像解析システム
AIが熟練運転員と同等レベルの良品・不良品 

解析を実施し、結果を製造にフィードバック、 
生産条件の最適化を実現

良品率向上と生産性向上を実現

アルミ缶ライン画像判定システム
製缶ラインの生産品種切替時、 

残缶チェックにAIによる画像判定を活用、 
必要時間を30分から1分へ29分短縮

3%の生産性改善を実現

放熱シミュレーション評価パッケージ
評価パッケージで放熱性能予測データを作成し
顧客に提供、実際に試作品を作製する前に 

放熱部材の性能予測が可能に

顧客と当社双方で製品開発を加速

アルミ鋳造棒切断機IoT化
切断機に設置した各種センサーから収集した 

電流や負荷率等のデータを常時自動分析、 
切断不良発生を事前予測

不良品発生を大幅削減

AIを活用したアルミ合金開発
自動車用軽量化・電動化部品の製品開発に 

AIを活用、新規開発の時間を短縮

アルミ合金の開発に活⽤、 

製品開発時間を約3分の1に短縮

上記実現に向け、研究開発人材を約10%増強、研究開発投資を約30%増加

重点領域 R&D 10の注目技術領域

7つの事業領域 5つの成⻑ドライバー
移動・輸送 自動車の軽量化と 

複合素材エネルギー

ライフスタイル

次世代蓄電デバイス
xEV

マルチマテリアル・異種材料接合

情報電⼦
特殊半導体の 

拡大建設・インフラ

熱マネジメント
次世代半導体製造プロセス

産業機器 QOL向上

ライフサイエンス&ヘルスケア モノからコトへ／XaaS

次世代ワイドバンドギャップ半導体

センサー・IoT・5G

省エネ・再生エネルギー活用

スマート検査・診断技術

インフラ維持・管理

周辺領域（事業間連携） 新規領域

デジタル化の進展

個性派企業へ向けた全体戦略
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個性派企業実現に向けた研究開発戦略

知的財産の保護・活⽤

基本的な考え方・方針
　当社グループは、知的財産戦略を経営上重要な戦略の
一つであると位置づけており、事業戦略、研究開発戦略と合
わせた「三位一体」の戦略の構築と遂行を行っています。ま
た、主要事業、重要開発製品について強固かつ広範な特許
網の構築を常に心がけ、当社優位性の確保に努めています。

※ 当社は「知的財産の保護」をマテリアリティ（重要課題）の一つに位置づけています。

KPI実績
　2019年は、350件を超える新規出願を行いました（2018

年：342件）。
　また、当社の大半の事業はグローバルに展開しており、こ
れらの事業を支援する目的で、知的財産権の外国出願を
積極的に行っています。グローバル出願率（国内出願に基
づいて外国に出願する案件の割合）は過去7年間、平均で

50%以上と高い値で推移しています。
　他社の知的財産権の尊重にも努めており、外国特許も含
めた特許監視体制を構築し、常に他社の知的財産権の動
向の把握に取り組んでいます。さらに営業秘密や著作権の
保護も積極的に行っています。
　2020年は新型コロナウイルスの影響で、研究開発スロー
ダウンによる発明減、出願までのタイムラグ拡大等の影響が
懸念されますが、研究開発部門との連携やコミュニケー
ション手段の多様化により影響の低減に努めます。

知的財産戦略

自動車複合材プロジェクト

　事業間連携の第一弾として開始した「自動車複合材プロ
ジェクト」では、自動車業界が電動化など「CASE」の技術
開発に力を注ぐ中、市場のニーズに対し社内の多様な技術
を結集して新たなソリューションの創出を目指しています。
　2019年は、自動車産業が解決を目指す社会課題「CO2

排出量の削減」に着目し、その解決アプローチである「電動
化」「軽量化」に対し、当社が貢献する価値を具体化しました。

電動化へのアプローチ
　完全なバッテリー車普及の実現には依然、航続距離への
不安、長い充電時間などの課題が残っており、これらの解
決にはトレードオフの壁が多く存在します。
　この課題解決に向け、当社が持つ幅広い製品群と、これ
まで培ってきた放熱設計の知見・技術を活かし、かつ当社
に適した市場規模が期待できる分野として「バッテリーモ
ジュール」と「パワーモジュール」が挙げられます。

具体例
　バッテリーの放熱に関しては、冷却性能の向上と電池パッ
クの小型化などトレードオフの関係にある課題を解決する
必要があります。また、パワーモジュールにおいても、動作温
度が高温化する中で信頼性の向上も要求されるという課題
が存在します。
　それに対し当社は、低欠陥SiCエピタキシャルウェハーや
放熱用セラミックス、高熱伝導アルミニウム材料といった独
自の素材と、計算科学を用いて開発した“放熱シミュレー
ションシステム”を組み合わせることで、トレードオフの課題
解決に貢献するソリューションを提供できます。

TOPICS　融合の舞台
　「The TOP 2021」のコンセプトを具現化する拠点と
して、複合施設「融合の舞台」を新設し、グローバル中
枢拠点として社内外の深化・融合・導入を加速します。
「融合の舞台」は横浜事業所に隣接する地区にて

2022年の供用開始を予定しています。

TOPICS　 
知的財産業務への人工知能（AI）活用

　当社は、全社横断的な人工知能（AI）利用推進の取
り組みの一環として、知的財産分野へのAIの活用に積
極的に取り組んでいます。AI活用の展開により、研究
効率の向上と他社権利侵害リスクの低減を図るととも
に、知的財産業務をより戦略的に進め、企業競争力
強化につなげていきます。
　2019年には、知的財産業務の効率化を目的とした

2つの施策として、国内SDI*への類似順ソートAIの適
用と、日本アイ・ビー・エム（株）との共同開発によるAI

を用いた特許読解支援システムの運用を開始しました。

2020年にはこれを外国語特許対応のシステムへと進
化させ、より効率的な調査業務の確立を目指します。
* SDI： 自社に関連する特許公報を定期的に配信する仕組み

　また、新たな知的財産価値創出に向けたAIの活用
についても検討を続けています。AIによるネット環境の
網羅的なデータ検索・整理・分析・戦略策定は、顧客
の開拓や用途の探索、M&Aの検討に大きな力を発揮
しつつあります。この技術は近未来の研究開発や事業
運営に活かされていくものと期待しています。

軽量化へのアプローチ
　近年、材料開発の分野では、樹脂や金属など特性の異
なる材料を併用して軽量化や高強度化を実現する“マルチ
マテリアル化”がキーワードになっています。中でも異種材料
同士を直接接合する技術は、製造工程の短縮や製品の小
型化を実現する技術として注目されています。
　ただし、キー技術である異素材接合にも、接合方法や線
膨張係数の違いによる内部応力対策など、解決すべき課題
が存在します。
　そのような中、当社はアルミニウムおよび樹脂の材料設計
のノウハウを活かし、アルミニウム合金と汎用の非晶性エン
ジニアリングプラスチックであるポリカーボネート樹脂を、接
着剤を使わずに直接接合する画期的な技術を開発しまし
た。これにより、従来金属との接合で高い強度を得られな
かったポリカーボネートをはじめ、幅広い種類の樹脂とアル
ミニウムの直接接合が可能となります。
　今後はこの技術を活かし、マルチマテリアル化の新しい可
能性提案を加速させ、自動車関連の新事業化を目指します。
　これら自動車複合材プロジェクトの成功例を5G通信領域に
も展開し、ソリューション・コンセプトの開発を進めていきます。

今後に向けて
　今後、さらに当社の知的財産ポートフォリオを拡充し、
量・質ともに知的財産面での競争優位獲得を目指します。
加えて、事業のグローバル化の一層の進展に伴い、コスト
対効果の慎重な評価を行いながら、海外での知的財産の
強化に引き続き取り組みます。

調査の効率化
類似特許検索・可読性向上

調査の自動化
俯瞰分析への活用

価値創出
保有技術の用途探索

2019年 
実⽤化

IPランド 
スケープへ 

展開

研究開発
テーマ 
創出へ

 新規出願件数 

2018年 342件→2022年 405件→2025年 460件

マテリアリティKPI

自動車業界の未来から逆算した、素材へのニーズの変化

幅広い素材ポートフォリオ・各素材の技術進化 プロセス設計・評価機能

•  部品構造解析／シミュレーション

•  放熱解析／シミュレーション

• 素材接合技術開発

当社独自の素材／技術を活かした複合材ソリューション

軽量・⾼剛性 放熱・蓄熱 電気絶縁性 異素材接着

アルミニウム
• 合金設計
• 塑性加工
• 表面・界面改質

• パワー半導体SiC

• 光半導体
• コンデンサ素材

無機・エレクトロニクス

• ナノカーボン材料
• 結晶化・微粒子
• 特性解析

有機
• 高分子設計
• 物性予測

計画・ 
営業情報

権利化・ 
提案

データ・ 
発明

提言・
分析情報

事業戦略
（事業部）

研究 
開発戦略
（研究 

開発部署）

知的財産戦略
（知的財産部）

　事業戦略・研究開発戦略・知的財産戦略は各々表裏一
体の関係であり、不可分です。当社では三者間の緊密で
シームレス、時差のない情報共有と戦略整合を行っています。

個性派企業へ向けた全体戦略
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