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ファインケミカル産業で競争力を
発揮する日本企業
̶̶ファインケミカルとは汎用品ではない化学分野を

指していると見られますが、なんでも含まれているよ

うな印象もあります。ファインケミカルの定義につい

て教えてください。

榎本　多品種・少量生産の化学製品で機能性や付
加価値が高く、複雑な分子構造を持つものです。
具体的には、医薬品、農薬、染料、顔料、塗料、

油脂・界面活性剤など幅広い化学製品が含まれま
すが、簡潔に言いますと、差別化できて付加価値
が高い化学製品です。肥料や石油化学製品などコ
モディティ（汎用品）の対極にあると言ってよい
でしょう。
主なファインケミカルの世界市場は図表1の通

りです。成長性に注目すると、化粧品原料や塗料
などのコンシューマー向け材料やエンプラやスー
パーエンプラなどの機能性ポリマーについては今
後5年間で年率 4～ 6％の成長率が期待されま
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❶  日本のファインケミカル事業は長年にわたって高い収益を稼ぎ出しており、日本の製造業にとって
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す。今後の世界経済の成長率が3％程度であるこ
とを考慮すると、こうしたファインケミカル市場
は成長性が高く、魅力的と言えるでしょう。

̶̶日本にはファインケミカルの分野に競争力を持つ

企業が多いですね。

榎本　ファインケミカルは技術的優位性が活かせ
る恵まれた事業分野です。過去から培ってきた自
社の技術、人的資産や経験を活かしやすく、また
差別化しやすいため、高い収益を上げやすいと言
えます。
一方、石油化学製品などの汎用品は規模による

利益拡大やコスト削減がモノを言う事業分野で
す。大規模な投資が必要であり、また安価な資源
やエネルギーが入手できるなどの立地にも左右さ
れます。こうした分野で勝負できない企業がファ
インケミカルに進出して差別化と高付加価値化に
努めてきたとも言えます。
先ほども説明したようにファインケミカル市場

の成長性は高く魅力的なのですが、一方、ファイ
ンケミカルは当たりはずれが大きいという特徴も

あります。汎用品と異なって予測が困難であり、
新しいテクノロジーやアプリケーションの出現で
大きく伸びることもあれば、消失してしまうこと
もあります。エレクトロニクス分野は特にそうで
しょう。そのため、開発投資を継続して行って、
どのようなテクノロジーが来ても対応できるファ
インケミカルの製品群をそろえておく必要があり
ます。

ファインケミカル産業の栄枯盛衰　
7～8年程度で製品サイクルが変化
̶̶確かにファインケミカルには当たりはずれがつき

ものです。

榎本　ファインケミカル分野で成長している製品
トレンドは時代ごとに変化しています。そのトレ
ンドは、2000～ 08年、2009～ 16年、2017年以
降に区分されます（図表2）。
2000～ 08年は「テクノロジー変化」の時代と

して特徴づけられます。携帯電話、光通信、PC、
液晶、NANDフラッシュなど新たなテクノロジー
が開花してこれまでにないさまざまな製品等が立

図表 1　主なファインケミカルの市場規模（2015 年）及び成長率見通し
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ち上がり、その材料であるファインケミカル需要
が急増しました。例えば液晶の材料市場は2003
～ 07年にかけての数年間で2兆円から 6兆円を
超える規模まで成長しています。電子材料で一日
の長がある日本勢に恩恵が大きかった時代でもあ
ります。
2009～ 16年は「新興国経済勃興」の時代です。

中国、インド、東南アジアなどの新興国が高成長
を続けており、これらの国で国民が豊かさを求め
て衣料や住環境などに関連する消費財等の購入意
欲が強くなり、塗料やおむつなどの材料市場が著
しく成長しています。実際、中国の塗料やおむつ
の市場規模は2010～ 16年にかけてほぼ倍増して
います（図表3）。一方、この間のテクノロジーの

変化は停滞しています。

̶̶スマートフォンの世界的な普及は生じておりま

すが。

榎本　確かに2010年代前半において携帯電話や
PCからスマートフォンへのシフトはありました
が、それらは既存技術の延長線で行われており、
新たな関連材料需要の創出という点では影響は小
さかったと言えるでしょう。
2017年以降は世界的な「数量拡大」の時代に入っ

ていきます。新興国の所得向上による需要増の
ペースは安定したものとなっていく一方、新たな
用途展開の拡大がファインケミカル需要の数量を

図表 2　ファインケミカル製品のトレンドの変化
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図表 3　中国の塗料生産量とおむつ市場
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拡大させていきます。IoT、VR/AR、AIなどの社
会実装や扱うデータそのものの量の増大は1人当
たり電子デバイス使用量の大幅な拡大とデータセ
ンター関連需要の創出につながります。また中国
など世界各地で電気自動車市場が成長しており、
関連材料需要、例えばリチウムイオン電池の材料
需要が増加しています。私ども、BofAメリルリン
チ・グローバルリサーチの予想では、リチウムイ
オン電池材料市場は2015年の 9.8 兆円から 2020
年には 21.5 兆円まで成長するとしています。
もちろん先進国だけでなく、新興国を含めて

「数量拡大の時代」に突入すると見ています。電気
自動車の普及を見ても先進国だけでなく中国など
世界的に進行しています。先進国と新興国の垣根
がなくなってきていると言えます。現在、数量が
急激に伸びている時代に入っていますが、これら
も既存技術の延長線上で対応できるものであり、
いわゆるイノベーションによる新規の先端材料の
市場拡大につながらないと考えています。

企業の環境対応の動きはより長期

榎本　こうした製品サイクルとは別に、企業の環
境対応の動きについては継続的に行われてきまし
た。こうした動きに伴ってファインケミカル製品
の需要は発生しています。例えばエネルギー分野
では太陽電池など再生可能エネルギーの活用拡大
やリチウムイオン電池の普及に加えて電力系統安

定化のためのレドックスフロー蓄電池が投入され
ています。輸送分野では航空機や自動車等の軽量
化によるプラスチックやアルミニウム等の需要拡
大や環境対応車としての電気自動車や燃料電池車
の増加などがあります。
これらの環境対応の流れは上で挙げた製品サイ

クルより長いタームで取り組まれています。自動
車や航空機など環境対応の対象となる製品は安全
性や信頼性が重視されていて製品開発等に時間が
かかることが影響しているのでしょう。
なお、製品サイクルにしても、環境対応の流れ

にしても、近年において量の拡大は見込める一方、
新しいテクノロジーの出現に伴う新規先端材料市
場の成長は見通しにくい状況にあると言えます。

大きい先行者メリット
̶̶そもそも日本のファインケミカル産業は新規先端

材料の開発を重視すべきなのでしょうか。現在、新興

国の所得向上や IoTやAI等の社会実装で量の拡大が

見込めるため、こちらを優先すべきようにも思えます

が。

榎本　ファインケミカル産業は先行者メリットが
大きい産業です。供給サイドが限定的な一方で、
需要の立ち上がりは急激に生ずることが多いので
す。液晶産業やフレキシブル配線板などがその代
表例です。液晶テレビや携帯電話などの市場が生
まれ、大規模生産の立ち上げに伴って爆発的な関
連材料需要が発生する一方、これらの材料メーカー
は最終財メーカーに比べると少数であり生産能力
が小さい状況です。結果として、これらのファイ
ンケミカル企業にとって需要超過となって高収益
を実現しやすい状況が生まれます。例えば 2003
～ 04年の液晶材料事業の営業利益率は30～ 50％
を記録していたところが多かったことを記憶して
います。フレキシブル配線板も同じように高収益
を上げていました。
一方、競合している企業にとって新たなファイ

ンケミカル製品技術のキャッチアップは比較的容

経済・産業
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易です。石油化学製品などの汎用品生産には生産
技術の獲得に加えて莫大な設備投資等が参入障壁
として存在していますが、ファインケミカル製品
の場合、大規模な設備投資は必要なく、技術の
キャッチアップができれば、製品投入が可能とな
ります。その結果、ファインケミカル製品はライ
バル勢の製品投入で価格競争が始まり、製品価格
が大きく下落して営業利益率も低下することとな
ります。差別化されて付加価値のあったファイン
ケミカル製品が価格競争により汎用品に近いレベ
ルまでコモディティ化するのです。
既存製品はコモディティ化が避けられません。

そこでファインケミカル企業は研究開発を継続し
て他社よりも早く新たな材料需要に対応した製品
を投入して先行者メリットを手に入れなければな
らないのです。

̶̶参入が後発になればなるほど利益率が低下すると

いうことですね。確かに新製品を投入した時に利益を

確保しないと、研究開発などの原資が得られず将来の

研究開発に支障をきたすことになります。

懸念されるコモディティ化の進行の速さ

榎本　実は技術のキャッチアップによるファイン
ケミカル製品のコモディティ化は既に進行してい

ます。このことは日本のお家芸であるファインケ
ミカル製品も例外ではありません。確かに3Dプ
リンター材料やバイオ医薬は技術進化の余地があ
り、今後も収益を上げることができると考えられ
ますが、高吸水性樹脂、液晶やリチウムイオン電
池の材料についてコモディティ化は進行中、ない
し今後進行すると見ています。
キャッチアップするのは日本のライバル企業だ

けではありません。新興国企業もキャッチアップ
できるようになっていてコモディティ化の進行
ペースは速まっていると言えます。図表4は 2004
年と 2015年のリチウムイオン電池用セパレータ
の市場シェアを比較したものですが、2004年時点
では上位3社がシェア 8割超を占める市場でした
が、15年時点には電気自動車の台頭もあって日本
企業だけでなく、韓国、台湾、中国勢等が参入し
て10社以上がひしめく市場となっており、上位3
社のシェアは5割程度まで低下しています。営業
利益率で見ても、2004年の同利益率は20～ 30％
を誇っていましたが、2015年のそれは 5～ 10％
程度まで低下しています。
新たな技術やイノベーションを起因とした材料

需要が出てこないと、ファインケミカル製品は高
収益を生み出すどころか、ライバル製品との価格
競争に巻き込まれて収益が大幅に低下してしまう
ということになります。

図表 4　リチウムイオン電池用セパレータの市場シェア
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厳しく変化する経営環境
̶̶これまで競争優位にあった日本のファインケミカ

ル産業ですが、彼らを取り巻く経営環境が大きく変化

しているように見受けられます。

榎本　環境の変化として4点指摘できると思いま
す。まず、強いユーザーが国内よりも海外に多く
なったことです。例えば、半導体メーカーではイ
ンテルに加えてサムスンやTSMC（台湾）、スマー
トフォンではアップル、サムスン、そして中国勢、
リチウムイオン電池ではパナソニックの他に、サ
ムスンSDIや LG化学、自動車ではトヨタ自動車
など国内勢も頑張っていますが、フォルクスワー
ゲンなどのドイツ勢等を無視するわけにはいかな
いと思います。とりわけ電子産業では強いユーザー
のほとんどは既に海外のメーカーとなっていま
す。また自動車でも電気自動車については米国や
中国など海外勢が先行している状況です。日本の
最終財メーカーの動向を見ておけばよいという時
代ではなくなっています。
次に、海外のライバル企業が強くなっているこ

とです。韓国、台湾、中国など新興国企業が勃興
しています。彼らは急速にキャッチアップしてい
ます。

̶̶海外の強いユーザーが日本や新興国を含めた複数

の材料メーカーに仕様書を送付して競わせるという構

図になっているのですね。これまで日本のファインケ

ミカル企業が行ってきたユーザーとのすりあわせによ

る長期的な製品開発は難しそうです。

榎本　さらに新興国企業の挑戦等を受けて欧米な
どの先進国ではDowとDuPont の統合など業界再
編が進行して巨大な企業が生まれています。それ
は時価総額を見れば一目瞭然です（図表5）。規模
の点では海外先進国企業はあまりにも巨大となっ
ていてかなわない状況です。
第3点として、R&Dについても環境の変化が生

じたことが挙げられます。情報通信技術の発展と
IT産業の成長に伴って情報網が大幅に拡充された
ために、企業間の情報格差が縮小しています。あ
る企業が新たなファインケミカル製品を開発した
としてもその情報は直ちにライバル企業に届き、
同様の製品を開発・投入してしまうため、先行者
メリットがすぐになくなってしまうというわけで
す。さらに現在ではビッグデータやAIなどを用
いた解析技術が進化しており、今後はデータなく
して研究開発を行うことは難しい状況となってい
くことでしょう。また新興国の台頭は積極的な研

図表 5　世界の化学企業の時価総額
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究開発投資や高度な人材育成につながっていま
す。そのことは新興国企業がファインケミカル市
場への参入を容易にしており、決して彼らを侮る
ことはできません。こうしたR&Dの環境変化は
既存のファインケミカル企業にとって逆風となる
でしょう。
最後に、付加価値が川下にシフトしたことがあ

ります。IT化のおかげでシステム作りが容易とな
り、材料の性能よりもシステムの方で高い付加価
値が得られる状況となっています。2008～ 16年
にかけての電子材料企業（信越化学、SUMCO、
JSR、日立化成）の時価総額とグーグル、アップル、
アマゾンの米国 IT企業のそれとの伸び率を比較
すると、電子材料企業は25％伸ばしたのに対し
て、IT企業は 308％と大幅に増やしています。
2010年代の電子産業において成長した企業はビジ
ネスの仕組み作りに長

た

けた米国 IT企業だったの
です。裏を返せば、川上において目覚ましい技術
革新が生じなかったため、川上で付加価値が生ま
れず高収益を上げることができなかったとも言え
ます。言い換えるとハードは誰でも作れるように
なっているのです。
要約すると、海外勢が強くなって日本のファイ

ンケミカル企業は厳しい環境に追い込まれている
といってよいでしょう。

̶̶厳しい環境に追い込まれる日本のファインケミカ

ル企業がとるべき策についてご教示ください。

榎本　企業によって状況が異なるため、画一的な
処方箋を示すことはできないのですが、いくつか
のキーポイントがあると思います。第1点は「国
際展開」です。主要な顧客とライバル企業が海外
にいる以上、日本企業も海外に打って出る必要が
あるということです。特に、海外で現地の人材を
活用する必要があります。第2点は「ITの積極的
活用」です。ITを使わないことで情報劣位に追い
込まれないだけでなく、AIやビッグデータを活用
して効率的な研究開発を行わなければなりませ

ん。そして第3点は「規模の拡大、再編」です。
現在、技術革新が停滞して市場の伸びが鈍化する
中で成長を求めるためには規模の拡大や再編は方
策の一つだと思います。将来の技術革新のための
研究開発投資の原資を得ることにもなります。既
に欧米企業では大規模なM&Aに踏み切っていま
す。

̶̶これまでのファインケミカルの製品サイクルを考

慮すると、2020年代後半には新しいテクノロジー

が花を開き、新たな材料市場の成長が始まるという可

能性はありませんか。

榎本　その可能性はあります。例えば次世代のリ
チウムイオン電池のテクノロジーは既に生まれて
いるのですが、まだまだ将来は見えていません。
重要なのは新しいテクノロジーが花開くこと、つ
まりアプリケーションが生まれることです。既存
の製品の置き換えでは競争が生じるだけで、高い
利益を上げることは難しいでしょう。アプリケー
ションが生まれること、例えばロボット技術が応
用されて同市場が成長することなどでしょうが、
それに付随して新しい材料需要、特に誰もが供給
できないような材料需要が生まれれば、ファイン
ケミカル企業が高収益を上げることが可能となる
でしょう。

̶̶本日はありがとうございました。

ファインケミカル産業の現状と将来




