
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

強化領域 　Focus domains 主なテーマ　Major projects

ヘルスケア
Health Care

先進医療　
Advanced medical care

核酸医薬 Nucleic acid medicine
再生・細胞医薬 Regenerative medicine and cell therapy
セラノスティクス Theranostics
フロンティア事業 
（医薬品に限定しないヘルスケア）

Frontier businesses (Healthcare solutions 
not limited to pharmaceuticals)

予防ケアソリューション　Preventive care solutions ニュートラシューティカルズ（機能性食品） Nutraceuticals (functional food)
早期診断・健康診断
Early diagnosis and health examination

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

環境負荷低減
Reducing 
Environmental 
Impact

蓄エネ　Energy storage 次世代蓄電池材料 Next-generation battery materials

省エネ　
Energy saving

分離膜 Separation membrane
排水処理システム Waste water treatment system

炭素循環　
Carbon cycle

Synthetic Biologyを基盤とする 
低環境負荷バイオプロセス

Development of low environmental impact 
bioprocesses based on Synthetic Biology

CCU*関連事業 Carbon Capture and Utilization (CCU)-related business

食糧
Food

精密農業
Precision agriculture

データ収集・解析・予測による精密農業 Precision agriculture, including  
data collection, analysis and prediction

食品センシング　Food sensing 食品オンサイト検査 On-site food inspection
育種　Breeding ゲノム編集技術を用いた育種 Breeding using genome editing technology

ICT 超スマート社会
Super-smart society

有機ELディスプレイ材料 OLED display materials
フレキシブルディスプレイ部材 Flexible display materials and components

スマートモビリティ
Smart mobility

次世代半導体関連材料 Next-generation semiconductor-related materials
5G通信対応材料・デバイス Materials and devices for 5G telecommunications
イメージセンサー材料 Image sensor materials

* Carbon Capture and Utilization

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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コア技術の新規事業への展開
Developing Core Technologies into New Businesses

 次世代コア技術　Next-generation core technologies
 ヘルスケア分野の次世代事業　Next-generation business in health care
 環境負荷低減分野の次世代事業　Next-generation business in reducing environmental impact area
 食糧分野の次世代事業　Next-generation business in food
 ICT分野の次世代事業　Next-generation business in ICT 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

高靭性透明樹脂
Transparent tough 

polymer

高分子有機EL
Polymer light-emitting 

diodes (PLEDs)

ウィンドウフィルム
Cover window film

フレキシブルタッチセンサーパネル
Flexible  

touchscreen panels

鉛フリー圧電薄膜
Pb-free Piezoelectric 

material film

次世代パワー半導体
Next-generation  

power semiconductors

CO2分離膜
CO2 separation membrane

正極材
Cathode material

ケミカルリサイクル
Chemical recycling

セパレータ
Separators

次世代二次電池
Next-generation  

secondary  
batteries

有機フォトダイオード
Organic photo diode 

排水処理システム
Waste water treatment system

SEP（自動車用）
SEP (for automotive)

SEP（5G通信用）
SEP (for 5G 

communications)

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

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

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 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

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

ニューファーム
Nufarm

混合剤共同開発
Joint development of 

mixture products

名古屋工業大学
Nagoya Institute of 

Technology
化合物半導体材料

Compound  
semiconductor  

materials

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 
（旧モンサント）

Bayer 
(former Monsanto)
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

環境負荷低減分野
Reducing Environmental Impact

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

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

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

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

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
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1.  触媒設計技術　Catalyst design technology
2.  化学プロセス設計技術　Chemical process design technology

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

ケミカルリサイクル　Chemical Recycling

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-molecule LEDs (Evaporation Methods)

  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

高分子有機EL（印刷法）の事業化
Commercialization of PLEDs (Printing Methods)

主な用途
Main applications

将来の用途展開
Development of future applications

解像度　Screen resolution 
(ppi)

画面サイズ　Display size 
（インチ　inch）

小型パネル
Small displays

スマートフォン
Smartphones ― 300～ ～12

中型パネル
Medium displays

医療用モニタ
ノートパソコン
Medical equipment monitors
Notebook computers

車載用途
Automotive use 200～300 12～40

大型パネル
Large displays

テレビ
Televisions

ローラブルテレビ
ウォールディスプレイ
ウィンドウディスプレイ

Rollable TVs
Video wall displays
Smart window displays

～200 40～

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

化石原料
Fossil material 

炭素の活用　Use of carbon

ケミカル 
リサイクル
Chemical 
recycling

マテリアルリサイクル
Material recycling

リユース
Reuse

サーマルリサイクル・廃棄
Thermal recycling, Disposal

   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

住友化学のケミカルリサイクルの取り組み
Sumitomo Chemical’s Chemical Recycling Initiatives

プラスチック製品のライフサイクル
Life Cycle of Plastic Products

①積水化学工業との協業
 Cooperation with Sekisui Chemical
②室蘭工業大学との共同研究
 Joint Research with Muroran Institute of Technology
③ 石油化学品研究所に環境負荷低減の技術開発を行う 
研究グループを新設

  Set up a new R&D group in Petrochemical Research 
Laboratory for technological development of 
environmental initiatives

ごみ　Waste

ガス化　Gasification
微生物による変換
Microbial catalyst

脱水
Dehydration

重合
Polymerization

分解　Decomposition

一酸化炭素、水素
Carbon monoxide, hydrogen

エタノール
Ethanol

オレフィン（エチレン、プロピレンなど）
Olefin (Ethylene, Propylene, etc.)

プラスチックごみ
Plastic waste

プラスチック（ポリオレフィン）
Plastic (Polyolefin)

その他ごみ
Other waste

プラスチック
Plastic

炭化水素（オレフィン）
Hydrocarbons (Olefin)

プラスチック製品
Plastic products

当社の技術コンピテンス
Our technical competences
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