
デクセリアルズの事業戦略

オプティカルソリューション事業 コネクティングマテリアル事業
独自の技術により 
人々の快適な生活を実現

目標・価値観を共有し、 
「One for All, All for Won」をめざす

執行役員 オプティカルソリューション事業部 事業部長

吉田　孝
執行役員 コネクティングマテリアル事業部 事業部長

林　宏三郎

オプティカルソリューション事業は、
光学フィルム、光学樹脂材料の2つの主要
カテゴリーで、グローバルで高いシェア

を持つ製品を複数取り扱っています。
光学フィルムカテゴリーでは、反射防止フィルム

（ARF）が、タブレット、ノートPCをはじめとして車など
にも搭載されるディスプレイに使われています。車１台
当たりのディスプレイ搭載数増や大面積化が進む中
で、スパッタリング技術を用いた金属成膜とリアルタ
イムでの検査プロセスを特徴とする当社のARFは、
グローバルで高いシェアを維持しています。また、モス
アイタイプのARFは、医療用のアイシールドなどに採用

コネクティングマテリアル事業は、異
方性導電膜（ACF）と表面実装型ヒューズ
に加え、接合関連材料、熱伝導シートや排

水処理剤などを取り扱っています。
当社のACFは、粒子整列型ACFを中心に、中小型

ディスプレイ向けでグローバルで高いシェアを維持し
ています。ディスプレイ以外にもクレジットカード等
のICチップやカメラモジュールのセンサー部分にも採
用されています。表面実装型ヒューズでは、セルフコント
ロールプロテクター（SCP）がノートPCおよびスマー
トフォン向けでリチウムイオン電池の過充電・過電流
を遮断し、本体を保護する製品として高いシェアを確
保しています。それらに加え、コロナ禍で進んだステイ

されており、コロナ禍において医療従事者の装着時の負
担を低減できる製品として需要が高まっています。
光学樹脂材料カテゴリーでは、光学弾性樹脂

（SVR）が、その高い技術と品質で、中小型ディスプレ
イ向け樹脂粘着剤としてグローバルで高いシェアを
維持しています。またカメラモジュールなどの部品
固定時に用いられる精密接合用樹脂（SA）は、スマート
フォンの世界出荷台数は伸びないものの、1台当たり
に搭載されるカメラ個数は増加しており、さらにカメラ
自体の薄型化・大型化・高解像度化の中で需要が拡大
しています。

2 0 1 9年度後半は米中貿易摩擦や
COVID-19の感染拡大による世界的な工
場停止の影響を受けたものの、2020年度

以降は、コロナ禍でのテレワークやオンライン教育
の普及に伴いノートPCやタブレットの販売が急拡
大したことで、当社製品の売上も拡大しています。同
時に、ARFは製造工程における歩留まりの改善によ
り、廃棄物量の削減も実現しました。
今後、ソーシャル・ディスタンシングが必要とされ

る環境が続けば、見る角度を変えても色が変わりに
くい特長をもつ当社ARFは、芸術品や映像鑑賞におけ
る反射防止としても用途を広げる機会があります。
一方で、コロナ禍を受けた生活様式の定着によって
今後の需要動向が変化しうることはリスクとして認
識しています。

5Gなど、通信インフラの高速化は不可逆的な動き
としてコロナ禍の前からあり、公共機関での利用拡
大などを通じて、さらなる成長を図ります。

市場
環境

市場
環境

成長
戦略と
リスクプロフィール

2003年、当社前身のソニーケミカル株式会社に入社。当時の根上事業所（石川
県）に勤務。その後、中国・蘇州工場にて管理部門副部門長、資材部長を務め、帰
国後は2011年に事業推進部長、2016年にフィルムプロダクツ事業部長。反射防
止フィルム事業拡大を果たし、2017年の執行役員就任を経て2019年より現職。

プロフィール
1992年、当社前身のソニーケミカル株式会社に入社。営業や開発業務に従事し、
熱硬化性接着シートや紫外線硬化型接着剤、光学樹脂材料などを担当。2016年、
ディスプレイマテリアル事業部長に就任し、異方性導電膜（ACF）や光学弾性樹脂
（SVR）など主力製品の拡大に尽力。2019年より現職。
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オートモーティブソリューション事業
これまで培ってきたビジネスモデルを
武器に、新たな価値創造を提案

オートモーティブソリューション事業部 事業部長

大嶋　研太郎

オートモーティブソリューション事業
は、自動車というアプリケーションを軸
に、社内のさまざまなリソースを横串に

活用することで、事業成長を図っています。2023年
度には自動車向けを中心とした新規領域で、売上全
体の40％程度（車載向けで30%程度）を占める規模
感にまで成長させることを目標に、新規顧客の開拓
や自動車関連業界における当社認知度の向上に努め
ています。
自ら最終顧客にも飛び込んでニーズや課題を引き

出し、技術面でのソリューションをともに考えていく
当社のデザイン・イン／スペック・インのアプローチは

お客さまからも評価いただいており、すでに当社の
反射防止フィルムは、枚数増や大面積化の進む車載
ディスプレイにとって、視認性・安全性向上に寄与す
る製品として認知が進んできています。

2020年度の第2四半期まではコロナ
禍の影響を受けたものの、中国市場での
回復を端緒に自動車産業は世界的に回

復しつつあります。今後は、新設されたDIG推進部と
も連携しながら、アプリケーションベースでの商品
開発や事業化を進めると同時に、外部の協力パート
ナーと新しい価値を構築することにも注力します。
2020年10月には、自動車のダッシュボードに搭載
される車載ディスプレイをデザインし、運転席全体の
コンセプトづくりを手掛けるドイツのデザインハウス
であるSemsoTec Groupとの間で、車載ディスプレイ
の技術サポートにおける協業を開始しました。
コロナ禍の影響は今後もリスクの一つとして残

りますが、変化を肯定的にとらえて対応すること
で、リスクを機会に転じさせることも可能です。ま
た、さまざまな地域における環境規制の動向などもリ
スクの要因となりえますが、将来、確実に到来する
であろう自動運転の時代に向けた準備を進めてい
きます。熱対策や、自動運転に向けたカメラセンサー
上の課題など、自動車がデジタル化を進めるうえで
生じるさまざまな課題に対し、これまでのディスプ
レイの領域を超えてソリューションを提案し、事業
機会をとらえていきます。

ホームの影響で、コードレス電動工具や掃除機等
に対する用途が伸びてきています。接合関連材料では
熱伝導シートが、特に5G基地局向けに高いシェアを確
保しており、今後5Gネットワークの普及に伴い、さら
なる成長が期待できます。排水処理剤は、植物の素材
を活かした材料で水の浄化を効率的に実現するだけ
でなく、CO2排出量や汚泥の削減にもつながる製品と
して、今後、世の中の環境意識の高まりを背景にさら
に注目が高まることが期待できます。

2019年度に前年度比2桁増で事業を拡
大したACFは、粒子整列型の拡販に加え、
2020年度は特にコロナ禍での巣篭もり

需要でノートPCや大型テレビ、タブレットなどの販
売が加速したことで、順調に進捗しています。今後は
中小型ディスプレイ向けだけでなく、同じく高精細
化が進む大型ディスプレイ向けでの需要取り込みも
積極的におこないます。また、ディスプレイ自体が液
晶から有機ELへと変わり、ますますの高機能化や高信
頼性が求められる中で、当社の差異化技術である粒子
整列型ACFの業界デファクト化をめざしていきます。
通信の高速化や省人化・自動化といったデジタル化

を背景に、今後、表示機器は確実に増えていくことが
予測されます。表示機器に不可欠なACFにとってそれ
は大きな成長機会となります。また、将来的には、環境
への配慮による電気自動車をはじめとしたモビリ
ティーの発達に伴い、SCPの需要拡大が期待できます。

2020年にかけて拡大したPCやタブレット需要が
来期以降に短期的な需要縮小となるリスクはあるも
のの、デジタル化の加速に伴い、今後大きな事業機会が
広がっているととらえています。

市場
環境

成長
戦略と
リスク

成長
戦略と
リスク

プロフィール
1991年、当社前身のソニーケミカル株式会社に入社。商品開発に従事し、
反射防止フィルムなどを担当。2019年、オートモーティブソリューション
事業部　副事業部長に就任し、当社製品の自動車分野への展開に尽力。2020
年10月より現職。

デザイン・イン／スペック・インの詳細は、
Page11をご覧ください。
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