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価値創造への取り組み 

高機能材セグメント

環境想定
自動車や船舶から産業機械まで幅広い分野で利用されている
潤滑油は、用途によって要求される性能が異なることから、お客
さまのニーズに応じて製品を開発し、提供しています。代表的な
用途として、自動車のエンジン・トランスミッション、建設機械の
作動部、風力発電の減速機、金属加工に使用される切削油など
があります。
自動車向けのエンジンオイルは、日本国内の自動車販売台数
が横ばいとなる中、自動車メーカーや部品メーカーの海外移転に
伴い、市場がアジアなどの新興国に移っています。さらに今後は
世界的な潮流となっている脱炭素社会の実現に向け、電気自動
車などに使用される潤滑剤の新たな需要増加を見込んでいます。
産業機械向けの油圧作動油やギヤ油などの工業用潤滑油につい
ても、環境問題への関心の高まりによる省エネ・省資源のニーズ
に合致した、環境対応型高機能商品の需要が世界中で増加する
と見込んでいます。

リスクと機会
リスク 

■ EV普及によるエンジンオイルなどの内燃機油の需要の鈍化
■競争激化による収益性悪化

機 会
■ 新興国での需要増
■省エネ・省資源ニーズの高まりによる要求特性変化
■ EV関連の技術革新に伴う新規需要
■航空機部品加工や食品加工関連需要増

潤滑油事業は、「技術立脚型＆地域密着型グローバル潤滑剤
メーカーとして新しい価値を創出し続ける」を基本方針に、さらな
る海外展開と新領域の商品開発を推進します。
自動車用潤滑油の分野では高度なトライボロジー（潤滑に関す

る技術）を駆使して、お客様のニーズにかなったOEM製品を提
供することで、お客さまの事業展開をサポートしていきます。アフ
ターマーケットにおいても多様な商品をラインアップし、国内外で
幅広く展開するネットワークを最大限に生かして、さまざまなお客
さまのニーズに応えます。工業用潤滑油の分野では、これまで主

中期経営計画　事業方針
に国内で培ってきた技術を海外R&Dに活用し、現地ニーズに
合った商品の開発、販売を加速させ、中国、東南アジアへ展開さ
せます。特に金属加工油については現地ニーズに合わせた開発ス
ピードでコスト、性能をバランス良く盛り込んだ商品を開発しま
す。新領域ではEV市場をターゲットに、EVの電動ユニットに適
合する潤滑油、モーター駆動に伴う高耐熱性化・低騒音化のニー
ズに対応するグリースの開発に取り組みます。その他、天然由来
の安全な食品機械用グリースなど新しい価値を提供する製品開
発を積極的に進めていきます。

石油精製および石油化学で培ってきたコア技術を駆使した潤
滑油、機能化学品、電子材料、高機能アスファルト、アグリバ
イオ製品などを展開しています。

事業概要

潤滑油
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天然由来の安全な食品機械用グリースの開発
グリース分野では、樹木などから得られるセルロースナ

ノファイバーを原料とした商品を開発しています。当社は
独自の技術でセルロースナノファイバーをグリース化して
おり、食品加工機械などへの適用を目指しています。

TOPICS 3

木材パルプ
パルプ化 ナノ解繊

木材
セルロース
ナノファイバー

アジアから世界に挑戦するモータースポーツ選手をサポート
当社は、ロードレース世界選手権を戦うレーシングチームの

メインスポンサーとして、2013年よりアジアから世界に挑戦す
るライダーをサポートしています。ロードレース世界選手権は、
世界を舞台に転戦しチャンピオンを決定します。レースは、エン
ジンの排気量別に3クラスに分かれています。最高峰の
MotoGPでは、中上貴晶選手が所属する「LCR Honda 
IDEMITSU」、中排気量のMoto2クラスは、「IDEMITSU 
Honda Team Asia」、小排気量のMoto3クラスは「Honda 
Team Asia」、それぞれのチームに協賛し、応援しています。

TOPICS 1

TEAM IDEMITSU

この他、2017年よりメインスポンサーを務めるASIA 
TALENT CUPは世界トップレベルで戦い、活躍できる若手
ライダーの発掘を目的に 2014年に創設されました。日本を
はじめアジアおよびオセアニア地域出身の13歳から21歳ま
でのライダーが参戦しています。1シーズン全6大会開催さ
れ、アジアを代表する
サーキット場でのレー
ス経験を通じライダー
の育成を図ります。

環境想定 リスクと機会
機能化学品が使用されるEVや、高速通信などの分野で技術

革新は加速して進展。新興国において所得上昇による生活水準
向上が継続することにより、アジアを中心に自動車、家電、日用
品などの需要の高まりが見込まれます。また、中国を中心とする
新興国サプライヤーの機能性誘導品製造設備の新増設が始まり、
需給環境の悪化が見込まれます。

エンジニアリングプラスチック、粘接着基材、誘導品・溶剤な
どを扱う機能化学品事業は、自動車、情報・通信、生活必需品、
耐久消費財向け中間体を成長市場と位置付け、自社技術を軸に
したソリューションを提供することで事業拡大を図り、高機能材セ
グメントを支える柱の事業となることを目指します。潤滑油をはじ
めとするグループ内の他の高機能材との製品シナジー創出や、外
部とのコラボレーション、M&Aによるリソースの獲得を積極的に
進めることで事業成長を加速していきます。

リスク 

■ 米中貿易摩擦による経済減速の長期化
■中国サプライヤー供給増による汎用ポリカーボネート、 
水添石油樹脂の市況悪化

■ SPS※のコンパウンド用原材料費の高騰
■技術開発競争の激化

機 会
■ EV、高速通信5G、AI・IoT機器向け高機能材料の需要増
■アジアを中心に生活消費財などの日用品の需要増
■アジアの成長に伴う、基礎化学品・石油化学誘導品の 
需要増

※ SPS（シンジオタクチックポリスチレン）中期経営計画　事業方針

機能化学品

木材パルプ

日本と海外研究所の連携による製品開発
当社の強みは、潤滑油専門の研究所による顧客ニーズ

を先取りした製品開発力です。日本だけでなく、海外にお
いても米国、中国、シンガポールの3拠点で研究開発を
行っています。日本はマザー研究所として、自動車、船舶
など輸送機械用や工業機械、加工用など幅広い種類の
潤滑油の開発、および海外研究所の研究員を育成するた
め研究員の派遣、指導を実施しています。
海外研究所でも、日本と同様の機能を持つとともに、
米国では需要の大きな自動車産業向け、中国では開発ス
ピードの要求される加工油、シンガポールでは東南アジア
域内での現地仕様製品の開発など、重点的に開発する品
目を分けています。こうすることで迅速でハイレベルな開
発ができる体制を構築し、日々進歩する機械に最適な潤
滑油を求めるお客さまのニーズに応えています。

TOPICS 2

■ 特長
・天然由来で安全
・カーボンニュートラル、生分解性を有し環境負荷が低い
・軽量で引張強度に優れる
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環境想定

韓国や中国のディスプレイメーカーは有機ELディスプレイ製造
設備の投資を積極的に行っており、スマートフォンや大型テレビな
ど多くの製品において、従来の液晶ディスプレイから有機ELディ
スプレイへの転換は今後も継続するとみられています。さらに、有
機ELの特徴であるフレキシブル性を生かしたフォルダブル（折り畳
み式）スマートフォンが発売され始めるなど、さらなる市場規模の
拡大が期待され、有機EL材料の需要も増加すると見込まれます。

有機EL材料、レーザープリンターや複写機の心臓部である電
子写真感光体（OPC）ドラムの表面コーティング用の特殊ポリ
カーボネート樹脂、コンデンサ電極や電池用電極に使われる導電
性高分子であるポリアニリンを軸に事業を展開するとともに、新
規事業開発、新規用途開発などを推進します。有機EL材料につ
いては、ディスプレイメーカーや開発パートナーとの関係性をさら
に深めながら、当社グループが優位性を持つ青色発光材料をは
じめ、ディスプレイの省電力化・長寿命化に貢献する高性能な次
世代材料の開発に取り組みます。

電子材料
リスクと機会

リスク 

■ 米中貿易摩擦による経済減速の長期化に伴う
ディスプレイ需要の低迷

■有機ELテレビの普及低迷
■競合材料メーカーとの技術開発競争の激化
■ MicroLEDなど新方式ディスプレイの台頭

機 会
■ 有機ELディスプレイのコスト低減によるスマホ市場・テレ
ビ市場における液晶からの切り替え加速

■新たなアプリケーション（PCやタブレット、車載用途など）
での液晶からの切り替えの進展

■ 5G移行によるスマートフォン機種買い替え需要の増加
■フォルダブル（折り畳み式）スマートフォンやローラブル 
（巻き取り式）テレビなど、新市場の創造による需要拡大

中期経営計画　事業方針

環境想定

国土強靭化の方針に伴い、国内の道路関係予算は高い水準を
維持しており、高機能アスファルト需要は底堅く推移すると見込ま
れます。環境意識の高まりや、少子高齢化に伴う人口構造の変化
などの社会的問題に伴い、CO2削減に貢献するアスファルト舗
装技術や、アスファルトの再生技術、舗装の長寿命化技術への関
心が高まっています。また、アジア・中東では経済発展に伴い、
舗装・防水の双方で高機能アスファルトの需要が高まると想定さ
れます。

道路から住宅などの防水材、工業用資材まで、さまざまな用途
のアスファルトを供給する「総合アスファルトメーカー」として、日
本のインフラを支える社会的使命を果たしていきます。具体的に
は、舗装可能温度を大幅に低減する施工性改善技術や、高品質
な舗装のリサイクルを実現するアスファルト再生技術、および高耐
久・長寿命化技術を有する各種アスファルト製品の展開を通して、
道路工事に伴うCO2排出量の削減、道路のライフサイクルコスト
の低減に貢献していきます。
また、これらの国内で培った技術をアジアや中東エリアのインフ
ラ構築に役立てる活動にも取り組んでいきます。

価値創造への取り組み

中期経営計画　事業方針
高機能アスファルト

SPS（シンジオタクチックポリスチレン）
SPSは、当社が世界で初めて合成に成功した純国産のエ

ンジニアリングプラスチックです。当社独自の技術により、耐
熱性（融点270℃）、耐熱水性、絶縁性、電波透過性に優れ、
電気自動車を含む自動車関連部品、5Gなど高速通信機器
のアンテナ部品などに使用されています。今後、需要の拡大
が見込まれる東南アジアへの供給を目的に、マレーシア パシ
ルグダン事業所に第2SPS製造装置を建設し、2022年８月
には商業運転を開始する予定です。

TOPICS

SPS樹脂（商品名：ザレック™）　自動車部品使用例
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景観舗装用 明色アスファルト（メイブライトA）の使用事例

リスクと機会

リスク 
■ 国内人口減少・地方の過疎化の進展
■供給力余剰による国内市況・採算性の悪化
■建設・運送業界などの人手不足
■ IMO規制によるアスファルト需給・価格への影響

機 会
■ 環境負荷低減・CO2削減ニーズの高まり
■アスファルト舗装の永続的リサイクルに向けた機運の高まり
■舗装の長寿命化ニーズの高まり
■アジアや中東を中心としたアスファルト製品の需要拡大

環境想定 リスクと機会
世界的な人口増加に伴い食糧需要が高まる中、農畜産物の生
産現場では、耕地面積の減少、食肉需要の増加による飼料穀物
消費の拡大、干ばつなどの異常気象による農産物への甚大な被
害の増加などが懸念されており、効率的な食糧生産を支える農畜
産資材の需要が増大しています。一方、欧州を中心に特定の化
学農薬・抗生物質の使用規制の強化などにより、生物農薬など、
天然物由来の資材へのニーズが高まり続けています。

上記環境想定の下、天然物由来の生物農薬・畜産資材の開発・
普及を通じて、世界の農産畜産物生産の効率化に貢献します。特
に今後、世界的に市場拡大が期待される生物農薬はタフブロック
（水稲種子殺菌剤）、ボトキラー（殺菌剤）、インプレッションクリア
（殺菌剤）などの販売を拡大していきます。さらに主要関係会社の 
（株）エス・ディー・エス バイオテックと連携しながら、生物農薬
の新規剤の開発を進めていきます。畜産分野では、顧客から好評
のルミナップ（牛ルーメン機能改善剤）、モルッカ（生菌剤）の国内
販売を強化するとともに、グローバル展開に向けた活動を推進し
ていきます。

リスク 
■ 農業人口・耕作面積減で国内農薬市場が停滞
■新規の化学農薬原体の発見確率低下による農薬開発コス
ト増大

■マルチナショナルカンパニーの統合再編による国内メーカー
との規模格差拡大

機 会
■ 人口増・食料需要増に伴う世界の農薬市場の拡大
■環境規制の強化による微生物・植物由来の資材へのシフト
■農畜産物の生産性を向上させる天然物系機能性資材の
ニーズの高まり

■当社保有技術と先端技術の組合せによるESGに貢献する
新規事業展開への可能性拡大

中期経営計画　事業方針

アグリバイオ

環境想定

リチウムイオン電池は、一次電池に比べて大きな電力が得ら
れ、充電して繰り返し使える二次電池として、スマートフォンやモ
バイルパソコン、デジタルカメラなどで市場を広げてきました。低
炭素社会の実現に向けて普及が進むEV（電気自動車）やHEV
（ハイブリッド自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド自動車）
といった車載用の電池向けに、安全性、航続距離を向上させたリ
チウムイオン二次電池の搭載が進むとともに、住宅用や産業用設
備、5G端末などの民生向けへの適用により、さらに市場が拡大
するとみられます。

現在、広く使われている液系リチウムイオン電池には揮発性が
高く、可燃性の電解液が使われています。当社グループでは、石
油精製で発生する硫化水素を有効活用した独自の製造技術を有
する硫化リチウムを原料に、燃えにくく安全な全固体リチウムイオ
ン電池の主要素材である固体電解質の研究・開発を行い、事業
化に向けた取り組みを進めています。

中期経営計画　事業方針
リチウムイオン電池材料




