
新規事業・研究開発
New Business/R&D10

次世代事業　Next-generation Businesses

次世代事業の創出加速
Accelerate the Development of Next-generation Businesses

■イノベーションエコシステム　Innovation Ecosystem 

■重点4分野の強化領域　Focus Domains in the Four Priority Areas

重点4分野に強化領域策定　Defined focus domains in the four priority areas

コア技術
Core technologies  

非保有コア技術
Core technologies 

available from partners

当社の強みを活かした 
ビジネスモデル設計

Design business models that 
leverage our strengths

テーマ化検討
Study the feasibility of  

launching projects

テーマ推進 
新技術 研究開発

Implement projects for R&D of 
new technologies

事業化・イノベーション
Commercialization, Innovation

提携・出資
Collaboration, Investment

顧客との対話
Dialogue with  

customers

共同開発・出資
Joint development, Investment

外部企業 
スタートアップ

Outside companies 
Startups スタートアップ 

アカデミア
Startups 

Academia

新たな事業アイデア 
新コア技術 獲得
Acquisition of  

new business ideas and 
new core technologies

重点領域
Priority areas

強化領域 
Focus domains 

主なテーマ
Major candidate businesses

ヘルスケア
Health Care 先端医療

Advanced medical care
RACMO*（再生・細胞医薬事業） RACMO (Regenerative medicine and  

cellular therapy business)

細胞医薬用材料 Cellular pharmaceutical materials

予防
Prevention

衛生素材 Hygiene materials

体調モニタリング Physical condition monitoring

早期診断・健康診断
Early diagnosis and health examination 診断薬・画像診断用材料 Diagnostic reagent/ 

Diagnostic imaging materials

環境
Environment

エネルギーマネジメント
Energy management 次世代蓄電池材料 Materials for next-generation battery

GHG排出削減
Reduction of GHG emission

機能膜 Functional membrane

排水処理システム Waste water processing

資源循環
Resource circulation

ケミカルリサイクル（プラスチック循環） Chemical recycling (Plastic recycling)

CO2有効利用プロセス CO2 utilization processes

食糧
Food

持続可能な食糧生産
Sustainable food production

機能性飼料 Functional feed

バイオラショナル資材 Biorational materials

フードロス削減
Food loss reduction 鮮度保持材料・収穫ロス低減剤 Freshness keeping materials/ 

Harvest loss reducer

ICT エッジ機器・情報端末部材
Edge/IoT device materials and components

ディスプレイ材料 Display materials

センサー材料 Sensor materials

通信・半導体関連部材
Communication/Semiconductor materials 
and components

通信・半導体材料 Communication/Semiconductor materials

放熱・熱制御材料 Heat dissipation/Thermal control materials

* Regenerative And Cellular Medicine Organization

事業コンピテンス
Business competence

AI/MI*1実装 徹底活用 
Adopt and fully  
utilize AI/MI*1

*1   マテリアルズインフォマティクス 
Materials Informatics

イノベーション拠点*2における探索活動　Exploration activities at innovation bases*2

*2  Corporate Venturing & Innovation Office (CVI), etc.
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オープンイノベーションの推進
Promote Open Innovation

*1 国立研究開発法人 物質・材料研究機構　National Institute for Materials Science
*2  再生医療実現拠点ネットワーク　 

Research Center Network for Realization of Regenerative Medicine 
*3 国立感染症研究所　National Institute of Infectious Diseases
*4  国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所　 

National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition

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

住友化学グループ　Sumitomo Chemical Group

ICT分野
ICT

食糧分野
Foodヘルスケア分野

Health Care

ボナック
Bonac
核酸医薬

Nucleic acid medicine

ナノセント
NanoScent

体調可視化センサー
Physical condition 
visualization sensor

鹿児島大学 他
Kagoshima 

University, etc.
セラノスティクス

Theranostics

北里研究所
The Kitasato 

Institute
薬剤耐性（AMR）菌治療薬

Treatment for 
Antimicrobial resistance 

(AMR)

NIID*3、NIBIOHN*4、 
愛媛大学、PATH、Vaccine 

Formulation Institute
NIID*3, NIBIOHN*4,  

Ehime University, PATH,  
Vaccine Formulation Institute

アジュバント添加ワクチン
Adjuvanted vaccines

ロイバント
Roivant
医薬品 

データサイエンス
Pharmaceuticals 

Data science 京都大学、 
理化学研究所、 
慶應義塾大学 他*2

Kyoto University, RIKEN,  
Keio University, etc.*2

iPS細胞等を使った創薬・再生医療
Drug discovery and  

regenerative medicine  
using iPS cells, etc. 

スィージェン
SweeGen
食品素材

Food ingredients

理研鼎業
RIKEN  

Innovation
企業共創

Corporate  
co-creation

IVCC
マラリア等感染症対策用 
新製品・技術の開発・普及
Development of innovative 
products and technologies 

for mosquitoes that transmit 
malaria and other vector 

bone diseases

ニューファーム
Nufarm

混合剤共同開発
Joint development of 

mixture products

ザイマージェン
Zymergen 

合成生物学を活用した 
高機能材料の開発
Development of  

new specialty materials  
with synthetic  

biology

イゾルグ
ISORG

有機フォトダイオード 
(OPD)の開発

Development of  
Organic Photodiode

バイエル 
Bayer

次世代雑草防除 
システムの開発

Development of  
next-generation  

weed control  
system

ルネッサンス・ 
エナジー・リサーチ

Renaissance  
Energy Research

CO2分離膜
CO2 separation  

membrane

室蘭工業大学
Muroran Institute of 

Technology
ケミカルリサイクル
Chemical recycling

積水化学工業
Sekisui Chemical
ケミカルリサイクル
Chemical recycling

コナジェン
Conagen

バイオプロセスによる 
化学品製造

Chemical production by 
bioprocess

京都大学 
Kyoto University

固体型電池
Solid-type battery

環境分野
Environment

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

住友ファーマが実施している共同研究
Joint research implemented by Sumitomo Pharma

日本メジフィジックスが実施している共同研究
Joint research implemented by Nihon Medi-Physics

NIMS*1

マテリアルズ 
オープンプラットフォーム

Materials  
Open Platform

島根大学
Shimane University

CO2の有効活用 
CO2 utilization 

ダンフォース
Danforth

カーボンネガティブ技術
の開発

Development of 
Carbon Negative 

technology

ギンコ 
バイオワークス

Ginkgo Bioworks
生物農薬

Biopesticide

ニューリタス
Nuritas

家畜飼料添加物の開発
Development of bioactive 

peptide for improving 
animal health and 

performance

MIT-ILPプログラム
MIT Industrial Liaison 

Program (ILP) 

MITとの長期的関係を 
構築する会員組織

Membership orga-
nization that builds 

long-term relationships 
with MIT
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