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価値創造への取り組み 

石油精製および石油化学で培ってきた当社のコア技術を駆使した潤滑油・機能化学
品・電子材料・機能舗装材・アグリバイオ・リチウムイオン電池材料などの製品の開発・
製造・販売を行う事業です。
潤滑油事業は顧客ニーズに応じた製品の研究開発力を強みに、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、金属加工の切削油などの潤滑油
をグローバルに製造・販売しています。機能化学品事業ではエンジニアリングプラスチッ
ク、粘接着基材、電子材料、誘導品・溶剤などを開発・製造・販売しています。電子材料
事業では、有機EL材料の製造・販売を行うとともに、次世代材料の開発に取り組んでい
ます。機能舗装材事業においては、環境性能などに優れた高機能アスファルトなど、ニー
ズに応じた製品の開発・製造・販売を行う総合アスファルトメーカーとして事業を展開して
います。アグリバイオ事業においては、農畜産物の生産に貢献する生物農薬などの資材
開発・販売を行っています。リチウムイオン電池材料事業では、電気自動車向けなどの
次世代リチウムイオン電池の材料開発を進めています。

事業概要

高機能材セグメント
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■ 気候変動対応に伴う温室効果ガス排出量の削減要請
■ 低炭素社会実現のためのEV（電気自動車）普及に向けた技術革新の必要性
■ EV、高速通信、AI、IoT化に適した素材の開発
■アジア・新興国など海外を中心とした人口増加に伴う食糧需要の増加

社会課題

潤滑油

■ 世界26カ国に展開する潤滑油事業の製造・販売・研究開発ネットワーク
■ お客さまの現場の課題やニーズに沿った潤滑油の商品開発および技術支援体制

■アジア地域における経済発展・人口増加を背景とした需要
拡大

■ 気候変動問題を背景とした省エネルギー性能製品やEV関
連製品のニーズの拡大

■ 新型コロナウイルス影響などに起因した消費傾向の変化に
よる物流需要増

■ 米中貿易摩擦の長期化・新型コロナウイルス影響などに起
因した景気減退および需要減少

■ EV普及によるエンジンオイルなど内燃機油の需要鈍化
■ 汎用品市場の競争激化による価格低迷

強み

機会リスク

■ 売上高

■ 営業利益＋持分法投資損益
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TOPICS

事業環境

中期経営計画

自動車用潤滑油の分野では高度なトライボロジー（潤滑工学）
を駆使し、お客さまのニーズに適ったOEM（相手先ブランド生産）
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。海外の展開については、需要の伸長が見込まれる中国やアジ
アの新興国を中心に生産・販売拠点の拡充を行います。2019年
11月には、海外潤滑油販売会社の40拠点目となる出光ルブパキ
スタンの営業活動を開始しました。また、脱炭素社会に向けて導
入が促進されるEV市場においては、電動ユニットに適合する製品

の開発を進め、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。
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

いては、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開発を行っています。
2020年9月には、風力発電所に特化した潤滑油の技術開発にお
いて、NEDO※の助成事業への採択が決定しました。

新型コロナウイルスの影響により、2020年前半においては工
場の稼働低下などに起因して潤滑油需要が鈍化した一方、消費傾
向の変化により物流輸送需要が増加し、自動車用潤滑油などの需
要増加が見込まれるなど、需給への影響が出ています。近年の産
業の動向としては、国内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、自動車エンジンオイ

ルなどの市場はアジアなどの新興国に移っています。また、中長期
的な見通しでは、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、EV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、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グローバルで増加すると見込まれます。

IDEMITSU E AXLE FLUID

※ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

2019年12月に、減速機の潤滑、クラッチ性能、モーター冷却性
を有するEVやハイブリッド車（HEV）の駆動ユニット“E AXLE”に適
合する専用フルード「IDEMITSU E AXLE FLUID」を開発しました。
“E AXLE”はモーター、インバータ、減速機を一体化させた駆動ユニッ
トであり、最小限の設計変更でエンジン車をハイブリッド化できること
に加え、EVにも適用可能なため、欧州や中国の自動車メーカーを中
心に広く採用されています。「IDEMITSU E AXLE FLUID」はOEM
製品として、当社潤滑油販売拠点より世界28カ国以上にて展開する
ほか、出光ブランド製品としての販売も検討していきます。　　

EV車の駆動ユニットに適合するフルード（作動油）の新開発

 収益基盤事業の構造改革   成長事業の拡大   次世代事業の創出   地球環境・社会との調和   デジタル変革の加速

TOPICS

恵州出光潤滑油有限公司 恵州工場

2020年7月に、中国国内で2カ所目となる直営潤滑油製造工場
「恵州出光潤滑油有限公司 恵州工場」を稼働、生産を開始しました。
中国における高性能潤滑油の需要増に対応した供給能力増強を目的
に建設し、当社グループの中国における潤滑油の供給能力は合計で
29万kL/年となります。世界最大の潤滑油需要国である中国全土
への安定供給・販売体制の充実を図り、潤滑油のグローバルサプラ
イヤーとして事業の強化・拡大を目指します。

中国恵州の潤滑油製造工場 生産開始
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価値創造への取り組み 

高機能材セグメント

機能化学品

■ 最先端の製品に求められる高機能材料の技術開発力と知見の蓄積
■ 各機能化学品のグローバルな事業拠点の配置

■アジア地域における経済発展・人口増加を背景とした高機
能材の需要拡大

■ 自動車・電装部品や情報通信機器などの技術革新に伴う
新規需要の増加

■ 米中貿易摩擦の長期化・新型コロナウイルス影響などに起
因した景気減退および需要減少

■ 他社の参入や技術開発競争の激化による価格低迷や需給
の悪化

■ 技術革新・新製品の台頭などによる需要構造の変化

強み

機会リスク

事業環境

中期経営計画

機能化学品事業においては、自動車・電装部品や情報通信機
器などに使用されるエンジニアリングプラスチック、紙おむつな
ど衛生品の粘接着基材である水添石油樹脂など、独自技術を持
つ高機能製品を扱っています。高機能材セグメントの柱の事業と
なるべく「事業規模と事業領域の拡大」の方針の下、国内および
需要伸長が見込まれるアジアを中心とした海外において生産設
備の新増設を進めています。
具体的には、高速通信機器など高度な機器に採用される

SPS（シンジオタクチックポリスチレン）樹脂の第2製造装置を
マレーシアに建設することを決定し、製造会社として Idemitsu 
Advanced Materials（Malaysia）社を設立しました。また、
2022年下期予定の商業運転開始後は現状の2倍の生産規模と
なることに併せ、販売・研究体制の強化を進めていきます。
衛生材に使用される粘接着基材として優れた性能を有する独

自開発の水添石油樹脂（商品名：アイマーブ®）については、中

国および東南アジアにおける需要拡大の背景から、需要地に近
い台湾において、台湾FPCC社（Formosa Petrochemical 
Corporation）とIdemitsu Formosa Specialty Chemicals社
を立ち上げ、共同で製造装置の建設を進めており、2020年度に
商業生産を開始する予定です。
今後は引き続き、外部とのコラボレーションやM&Aによるリ

ソースの獲得なども併せて、事業成長を加速していきます。

新型コロナウイルスによる経済停滞の影響により、高機能材に
おいては、自動車産業の低迷に伴うエンジニアリングプラスチッ
クなどの製品需要が減少した一方、マスクなどに採用される不織
布向け製品“LMPP（軟質ポリプロピレン）”や食品包材用ジッ
パーテープの“プラロック”などの一部製品は需要の伸長が見ら
れます。

中長期的には、機能化学品が使用されるEVや高速通信など
の分野で技術革新が加速して進展するとともに、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、家電製品、日用品などの需要増が見込まれます。一
方需給悪化の要因としては、中国を中心とする新興国サプライ
ヤーの高機能材製造設備の新増設が挙げられます。

SPS樹脂（商品名：ザレック™）　自動車部品使用例



出光統合レポート 2020 32

電子材料

■ 有機EL材料の技術開発力と知見の蓄積
■ 有機ELパネルで特に技術難易度が高い青色発光に強みを持つ材料の特許保有
■ 有機EL材料のグローバルな供給体制

■ アジア地域における経済発展・人口増加を背景としたディ
スプレイ使用製品の需要拡大

■スマートフォン・PC・タブレット・車載など各種ディスプレ
イの液晶から有機ELへの切替え進展

■ 米中貿易摩擦の長期化・新型コロナウイルス影響による景
気低迷に起因したディスプレイ関連需要の減少

■ 他社の参入や技術開発競争の激化による価格低迷やシェア
の減少

■ 技術革新・新製品の台頭による有機ELテレビの普及低迷
など需要構造の変化

強み

機会リスク

事業環境

中期経営計画

有機EL材料、および酸化物半導体を軸に事業を展開するとと
もに、新規事業開発、新規用途開発を推進します。有機EL材料
については、日本、韓国に次ぐ当社3拠点目となる中国四川省・
成都の有機EL材料工場の建設が完了し、7月から順次商業生
産を開始しています。これら海外への事業拡大に併せ、引き続き
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て
いくとともに、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。

新型コロナウイルスによる経済低迷の影響により、スマートフォ
ンやテレビをはじめとした電化製品・電子部品などの需要減少が
予測され、短期的には電子材料の売上にも影響があることが見
込まれます。
一方で、中期的には韓国や中国のディスプレイメーカーにおい

て、有機ELディスプレイ製造設備の積極的投資が行われており、

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
晶から有機ELディスプレイへの転換が継続する見通しです。ま
た、有機ELの特徴であるフレキシブル性を生かした折り畳み式ス
マートフォンが発売され始めるなど、市場規模の拡大による需要
の伸長も期待されています。

TOPICS
次世代有機EL技術で世界最高レベルの技術開発を達成
東レ（株）と共同して行う取り組みにおいて、次世代の技術

として期待されている熱活性化遅延蛍光（TADF）の材料を
用いた有機EL素子で実用領域に近い世界最高レベルの発
光効率と寿命を達成し、2019年11月に共同プレス発表お
よび国際学会での共同発表を行いました。現在主流の燐光

の代わりにTADF材料を活用した技術を適用することで、有
機ELディスプレイの低コスト化や省電力化および広色域化
への寄与が期待されます。引き続き、スマートフォンやテレビ
用途などへの早期実用化に向けて開発を推進していきます。

有機EL材料
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価値創造への取り組み 

高機能材セグメント

機能舗装材（高機能アスファルト）

■ 国内唯一の総合アスファルトメーカーとしての技術とノウハウの蓄積
■ 特約販売店との強固な販売ネットワーク
■ 国や道路会社との技術面での連携（共同研究の実施など）

■ 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長寿命化やリサイクルのニーズの高まり
■アジアや中東でのアスファルト製品の需要拡大

■ 国内の人口減少・地方過疎化の進展
■ 建設・運送業界などの人手不足

強み

機会リスク

事業環境

中期経営計画

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」として国内
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下げ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、高耐久・長寿命

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。

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低減に取
り組んでいきます。
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。

アグリバイオ

■ 欧米など先進国を中心に需要の伸長が見込まれる生物農薬・飼料添加剤の開発・製造・販売の知見を保有

■ 世界的な人口および食糧需要増加に伴う農薬市場の拡大
■ 欧州を中心とした環境規制強化による化学から生物農薬への需要シフト
■ 農畜産物の生産性を向上させる天然物系資材へのニーズの高まり

■ 国内の人口および耕作面積減少による国内農薬
市場の停滞

■ 海外競合他社の統合再編による規模格差の拡大

強み

機会リスク

事業環境

新型コロナウイルスにおいては短期的に既存需要に大きな変化
はないものの、今後一部の新規需要獲得が停滞する可能性があ
ります。
中期的には、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。
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中期経営計画

当社の微生物や植物由来の生物農薬・飼料添加剤を通じて、
生産現場におけるニーズに沿った農畜産資材の開発・販売を進
め、食の安全と農業の生産性向上に貢献していきます。生物農薬
分野については事業規模拡大のため、複数の企業・アカデミア
などと契約を締結し協業検討を開始したほか、飼料分野について
は海外展開に向けてパートナーとの協業を開始するなど、新たな
市場への展開に向けた取り組みも進めていきます。
また、特に欧州を中心に化学農薬・抗生物質などへの規制強

化が進む中、規制に対応した製品
開発も進めていきます。具体的な
進捗として、2020年5月に野菜
類の害虫の天敵であるカブリダニ
を利用した環境・人にも安全安心
な生物防除剤「スワマイト」の販売
を開始しました。

生物防除剤「スワマイト」

リチウムイオン電池材料

■ 高性能な硫化物系固体電解質材料および量産プロセス技術
■ 固体電解質の原料（硫化リチウム）の競争力を有する独自製造技術
■ 固体電解質原料（一部）を自社製油所から調達可能

■ 長距離航続・安全性（難燃性）・利便性（充電時間短縮）な
どのニーズの高まりに対応した全固体リチウムイオン電池
の需要増

■ 地球温暖化問題などを背景としたEVの導入促進による電
池・電池材料需要の増大

■ 他社の参入可能性や技術開発競争の激化
■ 既存液系リチウム電池の性能向上・低価格化、技術革新に
よる次世代電池の開発の進展

強み

機会リスク

事業環境

中期経営計画

リチウムイオン電池用電解質を固体化することにより、充電時
間の大幅短縮や蓄電能力、安全性能の向上が進み、特にEVへ
の搭載が進むと見込まれています。当社は硫化物系の固体電解
質を開発しており、その主原料を自社製油所設備より調達可能で
あり、安定生産が可能なことに加え、高性能（高伝導度）で、安定
した品質が特徴です。当社では、固体電解質の開発を加速すると
ともに、量産化に向けて、千葉事業所内に小型実証設備を建設

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
バイルパソコンなどに市場を広げてきました。近年は普及が進む
EV（電気自動車）やHEV（ハイブリッド自動車）といった車載用
の電池向けとしても普及が進み、今後は住宅用や産業用設備、

5G端末などの民生向けへも市場が拡大すると想定されます。リ
チウムイオン電池の主要な構成要素の一つである電解質は、現
在主流の液体から固体への技術革新が加速しており“全固体リ
チウムイオン電池”は2020年代中頃には商品化されるとみられ
ています。

し、2021年度初頭の稼働開始を目指しています。今後は固体電
解質の事業化に向けて、さらなる品質向上、コスト削減を図り、
原料からの一貫生産と安定供給体制の構築を進めていきます。
中長期的には、全固体電池開発のトレンドを捉えたその他部材

の開発や、原料から廃電池までの電池ライフサイクルに関わる事
業開発などを通じ、スマート社会の実現に貢献すべく取り組んで
います。


