
新規事業・研究開発
New Business/R&D9

次世代事業　Next-generation Businesses

高成長が見込まれる事業領域
Business Areas with High Growth Potential

人口増加
Growing global population

資源問題
Resource problems

IoT

食糧需要増大
Increasing food demand

エネルギー問題
Energy problems

AI（人工知能）
AI (artificial intelligence)

高齢化
Aging society

温室効果抑制
Mitigation of greenhouse effects

BD（ビッグデータ）
BD (big data)

医療技術発展
Advances in healthcare technologies

感染症対策
Measures for infectious diseases

ライフサイエンス
Life Sciences

ライフサイエンス
Life Sciences

ICT

ICT

環境・エネルギー
Environment 
and Energy

環境・エネルギー
Environment and Energy

境界領域
Cross-over Areas
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新規コア技術の展開と新規事業の創出
New Business Development by Leveraging Core Technologies

住友化学における研究開発の基本戦略である「創造的ハイブリッド・ケミストリー」は6つのコア技術の進化や基盤技術の充実、さらには、社内外の異分野
技術との融合によって、より付加価値の高い製品・技術を創出することを目指している。
Creative Hybrid Chemistry is Sumitomo Chemical’s fundamental R&D strategy, which aims to create higher-value-added products and 
technologies by enhancing six core technologies and basic technologies and by merging technologies from different fields inside and 
outside the company.

 次世代コア技術　Next-generation core technologies
 ICT分野の次世代事業　Next-generation business in ICT area
 ライフサイエンス分野の次世代事業　Next-generation business in life sciences area
 環境・エネルギー分野の次世代事業　Next-generation business in environment and energy area

精密
有機・高分子材料機能設計

Precision Design of 
Organic and Polymer 

Material Functions

分子配向技術
Molecular Orientation 

Technology

アモルファス化学
Amorphous Chemistry

有機無機ハイブリッド
Organic-inorganic 
Hybrid Technology

塗布型偏光フィルム
Coating-type polarizing film

有機半導体
Organic semiconductors

高分子有機EL
Polymer light emitting 

diodes (PLEDs)

ウィンドウフィルム
Window film

フレキシブルタッチセンサーパネル
Flexible 

touchscreen panels

バイオセンサー
Biosensors

熱電変換材料
Thermoelectric 

conversion
 materials

パワー半導体
Power semiconductors

CO2分離膜
CO2 separation membrane

正極材
Positive-electrode material

セパレータ
Separators

次世代二次電池
Next-generation 

secondary batteries

有機薄膜太陽電池
Organic thin film 

photovoltaics

SEP（自動車用）
SEP（automobile applications）

新規PET診断薬（中枢神経系・腫瘍診断用）
New PET diagnostic agent

(for image diagnosis of CNS and tumors)

新規PET診断薬
（心血管系診断用）

New PET diagnostic agent 
(for image diagnosis of 
cardiovascular system)

コメ品種開発
Rice variety development

核酸医薬原薬
Active ingredients for 
nucleic acid medicine 

がん幹細胞性阻害剤
Cancer stemness inhibitor

クロップストレスマネジメント
Crop stress management

再生・細胞医薬
Regenerative medicine 

and cell therapy

セラノスティクス　Theranostics

大型農薬群（B2020）
Blockbuster crop protection 

chemicals (B2020)

大型農薬群（A2020）
Blockbuster crop protection 

chemicals (A2020)

生体
メカニズム解析

Biological 
Mechanism 

Analysis

有機・
高分子材料
機能設計

Organic & Polymer 
Material Function 

Design

デバイス設計
Device 
Design

触媒設計
Catalyst 
Design

精密加工
Precision 

Processing

無機材料
機能設計

Inorganic Material 
Function 
Design 6つの

コア技術
Six Core 

Technologies
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オープンイノベーションの推進
Promote Open Innovation

*1 次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合　Japan Advanced Printed Electronics Technology Research Association
*2 新エネルギー・産業技術総合開発機構　New Energy and Industrial Technology Development Organization
*3 革新的研究開発推進プログラム　Impulsing Paradigm Change through Disruptive Technologies Program
*4 国立研究開発法人 物質・材料研究機構　National Institute for Materials Science
*5 再生医療実現拠点ネットワーク　Research Center Network for Realization of Regenerative Medicine 

社内外の知見を融合し、次世代事業の開発を加速
Accelerate the development of next-generation businesses by leveraging both internal and external expertise

大日本住友製薬が実施している共同研究
Joint research implemented by 
Sumitomo Dainippon Pharma

■基礎研究
Basic Research

■次世代事業開発
Business Development

Monsanto
次世代雑草防除
システムの開発

Development of 
next-generation 

weed control 
system

IVCC
マラリア対策向け

新規殺虫製品の開発・普及
Development of novel 

insecticide products 
for mosquitoes that 

transmit malaria

Nufarm
混合剤共同開発

Joint development of 
mixture products

ボナック
Bonac
核酸医薬

Oligonucleotides

サンバイオ
SanBio

再生細胞医薬
Regenerative 
medicine and 
cell therapy

京都大学、
理化学研究所、
慶應義塾大学 他*5

Kyoto University, RIKEN, 
Keio University, etc.*5

iPS細胞等を使った創薬・再生医療
Drug discovery and 

regenerative medicine 
using iPS cells, etc. 

名古屋工業大学
Nagoya Institute of 

Technology
化合物半導体材料

Compound 
semiconductor 

materials

工業技術研究院
（ITRI）

Industrial Technology 
Research Institute 

有機無機ハイブリッド材料
Organic-inorganic 
hybrid materials ISORG

有機フォトダイオード
(OPD)の開発

Development of 
Organic Photodiode

ルネッサンス・
エナジー・リサーチ

Renaissance 
Energy Research

CO2分離膜
CO2 separation 

membrane

理化学
研究所

RIKEN

BASF
Purdue 

University Danforth

NEDO

JAPERA

ImPACT

理化学
研究所

RIKEN NIMS

田中化学研究所 
Tanaka Chemical
車載電池用正極材

Cathode materials for 
automotive 

batteries

住友化学グループ
Sumitomo Chemical Group

住友化学グループ
Sumitomo Chemical Group

環境・エネルギー分野
Environment and Energy

環境・エネルギー分野
Environment 
and Energy

ICT分野
ICT

ICT分野
ICT

ライフ
サイエンス分野
Life Sciences

ライフサイエンス分野
Life Sciences

理化学研究所
RIKEN

ES/iPS技術の応用、
農業関連

New applications of 
ES/iPS technologies 

in agriculture

BASF
化学品安全評価システム

Chemical safety 
assessment system 

Purdue 
University
植物の地上部
解析技術開発

Image diagnosis 
technology for plant 

(above-ground)

Danforth
植物の根の

観察解析技術開発
Image diagnosis 
technology for 

plant roots

NEDO*2

匂いセンサ
Odor sensor

JAPERA*1

プリンテッド
エレクトロニクス
デバイス用材料
Materials for 

printed electronics 
devices

NIMS*4

マテリアルズ
オープンプラットフォーム

Materials 
Open Platform

理化学研究所
RIKEN

次世代環境・エネルギー
関連材料

Next-generation 
environment & 
energy-related 

materials

ImPACT*3

タフポリマー
（高靭性透明樹脂）

Tough polymer
(High-toughness 
transparent resin)

ナイルワークス
Nileworks

自動飛行ドローンおよび
データサイエンスを
活用した精密農業

Precision agriculture with 
autopilot drones and data 

science by partnering 
with Nileworks
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プリンテッド・エレクトロニクス分野　Printed electronics 

次世代医療分野　Next-generation medical technology

次世代事業の早期戦列化
Accelerate the Launch of Next-generation Businesses

本格普及時期　Time for full-scale diffusion

環境・エネルギー　Environment and Energy

ICT

ライフサイエンス　Life Sciences

2015 2020～

□ パワー半導体（エピウエハー）
　 Power semiconductors (epitaxial wafers）
□ 熱電変換材料
　 Thermoelectric conversion materials

■  フィルム型 
タッチセンサー 
パネル

　  Film-type 
touchscreen 
panels

□ 機能統合部材
　 Multi-functional materials and components

□ コメ新規品種開発
　 Development of new rice varieties

□ クロップストレスマネジメント
　 Crop stress management

■ 耐熱・熱伝導材料
　  Heat-resistant and thermal-conductive materials

□ 有機薄膜太陽電池
　 Organic thin film photovoltaics

□ フレキシブルタッチセンサーパネル
　 Flexible touchscreen panels

□ ウィンドウフィルム　Window film

プリンテッド・エレクトロニクス分野　Printed electronics

■ コメ品種開発
　  Rice variety 

development ■ 菌根菌等根圏技術の事業拡大
　  Expand mycorrhizal technology 

business (including mycorrhizal fungi)
□ 大型農薬群（B2020）
　  Blockbuster crop protection 

chemicals (B2020)

□ 大型農薬群（A2020）
　  Blockbuster crop protection 

chemicals (A2020)

■ 有機EL照明
　 PLED lighting devices

■ PES（自動車用・用途拡大）
　 PES (automobile applications and new applications)

■ 次世代偏光フィルム
　  Next-generation 

polarizer

□ 液晶塗布型偏光フィルム
　 Liquid crystal-coated polarizer

■ 有機ELディスプレイ（発光材料）
　 OLED displays (light-emitting materials)

■  ES･iPS細胞を用いた 
化合物安全性評価・創薬

　  Chemicals safety assessment 
and drug development 
using ES and iPS cells

■ 核酸医薬原薬受託製造　
　  Contract manufacture of active ingredients for nucleic acid medicine

エコ自動車分野　Environmentally-friendly automobiles

フレキシブルディスプレイ分野　Flexible displays

新規農業ソリューション分野　Innovative agricultural solutions

□ 次世代セパレータ
　 Next-generation separators

□ バイオセンサー
　 Biosensors □ OPD

□ がん幹細胞性阻害剤
　  Cancer stemness inhibitors

□ 細胞医薬　Cellular medicine

□ 新規ガスバリア材
　 New gas barrier materials

■ 液晶塗布型位相差フィルム
　  Liquid crystal-coated retardation film

□ 次世代二次電池
　 Next-generation secondary batteries

■ CO2分離膜
　 CO2 separation

□ 有機半導体
　 Organic semiconductors

■ 新規PET診断薬（アルツハイマー）
　  New PET diagnostic agent（Alzheimer’s）

□  再生医薬　Regenerative medicine

□ 新規PET診断薬（脳腫瘍）
　 New PET diagnostic agent (brain tumor)

□ 新規PET診断薬（心血管系診断用）
　  New PET diagnostic agent  

(for image diagnosis of  
cardiovascular system)

■■■  事業化済み、または事業化（実用化）の目途が立った次世代事業　 
Next-generation businesses that have been launched or are to be launched soon

77Sumitomo Chemical       Investors’ Handbook 2018



不要
Unnecessary

不要
Unnecessary

高い
High

容易
Easy

必要
Necessary

必要
Necessary

低い
Low

困難
Difficult

単純
Simple

複雑
Complicated

発光材料　Light-emitting material ■発光材料　Light-emitting material
■マスク　　Mask

高分子有機EL　Polymer light emitting diodes 低分子有機EL　Small-molecule organic light emitting diodes

高分子有機EL　Polymer light emitting diodes 低分子有機EL　Small-molecule organic light emitting diodes

有機層形成工程の真空加工
Vacuum condition for 

organic layers deposition

層構造
Structure of layers

高価なマスク
Expensive masks

材料の利用効率
Material use-efficiency

大画面の製造
Manufacture of 

large-sized display

真空蒸着法
Vacuum deposition method

印刷法（インクジェット等）
Inkjet and other printing method

陰極　Cathode

多機能発光層
Multifunctional emissive layer

バッファー層　Interlayer
陽極（ITO）　Anode (ITO)

ガラス基板　Glass substrate

陰極　Cathode
電子注入層　Electron injection layer
電子輸送層　Electron transport layer

発光層　Emissive layer
ホール輸送層　Hole transport layer
ホール注入層　Hole injection layer
陽極（ITO）　Anode (ITO)

ガラス基板　Glass substrate

不要
Unnecessary

不要
Unnecessary

高い
High

容易
Easy

必要
Necessary

必要
Necessary

低い
Low

困難
Difficult

単純
Simple

複雑
Complicated

発光材料　Light-emitting material ■発光材料　Light-emitting material
■マスク　　Mask

高分子有機EL　Polymer light emitting diodes 低分子有機EL　Small-molecule organic light emitting diodes

高分子有機EL　Polymer light emitting diodes 低分子有機EL　Small-molecule organic light emitting diodes

有機層形成工程の真空加工
Vacuum condition for 

organic layers deposition

層構造
Structure of layers

高価なマスク
Expensive masks

材料の利用効率
Material use-efficiency

大画面の製造
Manufacture of 

large-sized display

真空蒸着法
Vacuum deposition method

印刷法（インクジェット等）
Inkjet and other printing method

陰極　Cathode

多機能発光層
Multifunctional emissive layer

バッファー層　Interlayer
陽極（ITO）　Anode (ITO)

ガラス基板　Glass substrate

陰極　Cathode
電子注入層　Electron injection layer
電子輸送層　Electron transport layer

発光層　Emissive layer
ホール輸送層　Hole transport layer
ホール注入層　Hole injection layer
陽極（ITO）　Anode (ITO)

ガラス基板　Glass substrate

高分子有機EL　Polymer Light Emitting Diodes (PLEDs)

高分子有機ELの液晶ディスプレイに対する優位性
PLEDs’ Advantages over LCDs

高分子有機EL（印刷法）の低分子有機EL（蒸着法）に対する優位性
PLEDs’ Advantages (Printing Methods) over Small 
Molecular LEDs (Evaporation Methods)

■有機ELの構造
Structure of Organic Light Emitting Diodes

■製造プロセス
Manufacturing Process

  高画質（高コントラスト、高速応答性、広視野角等）
  Superior contrast, resolution, response speeds, and  

viewing angle, etc.
  低消費電力

  Lower energy consumption
  自発光（バックライト不要）、シンプルなディスプレイ構造

  Self-luminescent (no backlights required) and simpler display 
structure

   大型ディスプレイの製造が可能
 Applicable to larger displays

 製造の低コスト化が可能
 Greater potential to realize more cost-effective production
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高分子有機EL（印刷法）の事業化
Commercialization of PLEDs (Printing Methods)

高
High

低
Low

解
像
度（

p
p

i）　
Sc

re
en

 re
so

lu
tio

n 
(p

p
i)

“20

100

200

300

“50 “80

画面サイズ（インチ）　Display size (inch)

主な用途
Main applications

  スマートフォン
 Smartphones

小型パネル
Small displays

中型パネル
Medium displays

大型パネル　Large displays

主な用途　Main applications
  医療用モニタ
Medical equipment monitors
  ノートパソコン
Notebook computers

将来の用途展開
Development of 
future applications

  車載用途
Automotive use 主な用途

Main applications
  テレビ　
Televisions

将来の用途展開
Development of future applications

  ウォールディスプレイ
Video wall displays

  ウィンドウディスプレイ
Smart window displays

高分子有機EL（印刷法）で狙う市場
Markets targeted by PLEDs 
(printing methods)

（百万枚　Million units）
16

14

0

2

4

6

8

10

12

’16 ’25’24’20 ’21 ’22 ’23’19’18’17

■ LCD（左軸） (left axis)
■ OLED（右軸） (right axis) 

（予測　Forecast)

（予測　Forecast)

（百万枚　Million units）
14

0

2

4

6

8

10

12

’16 ’25’24’20 ’21 ’22 ’23’19’18’17

■ 車載モニタ　Automobile monitor
■ モバイルPC　Mobile PC

（予測　Forecast)

（予測　Forecast)

OLED TV用パネル市場トレンド
Displays for OLED TV 
Market Trend

中型OLEDパネル市場トレンド
Medium-size OLED Displays 
Market Trend

サイズ別パネル市場
Display Market by Display Size

（出所　Source） IHS Markit （出所　Source) IHS Markit （出所　Source) IHS Markit

大型
Large-size use
 33%

小型
Small-size use
37%

中型
Medium-size use
26%

その他
Others　3%

2017年（予測）
CY2017 (Forecast)

1,244億ドル
$124 billion
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