
2020年度の事業概況

ビジョンの実現に向けた取り組み

売上高・営業＋持分利益推移 2020年度実績概要 主な事業内容

■ 原油の調達、石油製品の精製
■  SS（サービスステーション）向けガソリン・灯油・軽油・
自動車用潤滑油の販売

■ 産業用灯油・軽油・重油などの販売
■ 航空機用・船舶用燃料の販売
■ 水素ステーションの運営

燃料油セグメント
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基礎化学品セグメント
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高機能材セグメント
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電力・再生可能
エネルギーセグメント
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資源セグメント
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営業＋持分利益
-173億円

営業＋持分利益
47億円

947億円

■  エチレン、プロピレン、ブタジエンなどの 
合成樹脂原料の製造・販売

■  ベンゼン、スチレンモノマー、ミックスキシレン、パラキシレンなどの 
化成品の製造・販売

■  自動車用潤滑油、工業用潤滑油、船舶用潤滑油、 
グリースの研究開発・製造・販売

■  エンジニアリングプラスチック、粘接着基材、誘導品・溶剤
の研究開発・製造・販売

■  有機ELなどの電子材料の研究開発・製造・販売
■  高機能アスファルト（機能舗装材）の研究開発・製造・販売
■  微生物防除剤・土壌改良資材、畜産関連資材などの 
研究開発・製造・販売

■  全固体リチウムイオン電池材料の研究開発

■  国内電力の供給、卸売・小売販売
■  高効率火力発電所の運営
■  太陽光・風力・バイオマス発電所など 
再生可能エネルギー電源の開発・運営

■  太陽光発電システムの販売
■  CIS薄膜太陽電池の研究開発・製造

■  石油・天然ガスの探鉱・開発・生産
■  石炭の生産・販売
■  地熱発電所の運営、電力および蒸気の供給・販売
■  ウランの生産・販売
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※ 在庫影響について
国内石油元売り会社は、日本のエネルギーセキュリティの
観点から、販売量の約70日分の原油・製品在庫を備蓄す
ることを義務付けられています。そのため、原油価格の変
動による在庫評価損益が業績に大きく影響するため、在庫
影響を除く実質的な収益を記載しご説明しています

12社欧州

中東、アフリカ 2社

アジア、オセアニア 64社 2社中南米

118社日本

58社北米
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グループ製油所

国内 所在地 原油処理能力
（万バレル/日）

北海道製油所 北海道苫小牧市 15

千葉事業所 千葉県市原市 19

愛知製油所 愛知県知多市 16

四日市製油所 
（昭和四日市石油（株）） 三重県四日市市 25.5

京浜製油所
（東亜石油（株）） 神奈川県川崎市 7

山口製油所
（西部石油（株）） 山口県山陽小野田市 12

合計 94.5

海外 所在地 原油処理能力
（万バレル/日）

ニソン製油所
（Nghi Son Refinery and 
Petrochemical LLC） 

ベトナム タインホア省 20

合計 20

強み

製造資本（2021年3月末時点）

事業環境

2020年初に起こった新型コロナウイルス感染症の世界的大流
行による経済活動の低迷により、エネルギー需要が大きく減少し、
それに伴い原油価格も大きく下落しました。その後、主要産油国
の協調減産の動き、中国や欧米の景気回復への期待から原油価
格は2020年度末にかけて、コロナ禍前の60ドル/バレル台まで
回復しました。国内石油需要について、ジェット燃料は引き続き厳
しい状況が続いたものの、経済活動の再開等に伴い全体では
2020年度後半にかけて徐々に回復しました。海外の需要も回復
基調が見られる一方、引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大

による影響が続きました。
中長期的には世界的なエネルギーの脱炭素化が加速すると見

込まれます。国内では日本政府の2050年カーボンニュートラル
宣言に加え、少子高齢化による人口減少やEV車の普及が見込
まれていることから、今後の石油製品需要の減少はより加速する
ことが予測されます。アジア地域においても、足元では経済成長
と人口増加による石油製品需要の増加が見込まれていますが、
長期的にはこの世界的な脱炭素化の影響から、需要が減少する
見込みです。

中期経営計画

燃料油セグメントにおいては、生活・経済活動に欠かせないエ
ネルギーの安定供給責任を果たすため、事業全体の競争力強化
に引き続き取り組みます。併せて、中長期的な需要減に先んじて、
製油所・事業所体制の見直し、精製 /化学のインテグレーション
の深化、固定費圧縮の取り組みを進めていきます。また、世界的
な気候変動問題への対応として、化石燃料からGHG排出量の
少ないエネルギーへの転換が加速すると予想されています。低炭
素社会・循環型社会において必要とされるエネルギーの供給拠
点として、コンビナート全体での「CNXセンター」化を推進し
（P.26）、バイオ・合成燃料のほか、アンモニア・水素等を含む環
境負荷の少ない燃料への転換（エネルギー・マテリアルトランジ
ション）に向け、事業モデルの構築を進めます。

サービスステーション「apollostation」に関しては、国内の少
子高齢化社会を見据えた新たなコミュニティ・モビリティサービス
の拠点として、「スマートよろずや」化構想の実現に向けて取り組
みます（P.29）。これは、従来の給油やカーケアサービスのみなら
ず、地域のニーズに対応するカーシェアリングや医療、物流、高
齢者向けデイケア等さまざまなサービスを提供する拠点として、
SSを進化・変革させることを目指すものです。地方自治体や企
業との協業、実証等を通じ、事業モデルの構築に取り組みます。
海外では、中期的に石油需要の増加が見込まれるアジア・環

太平洋地域において事業を展開しています。当社持分法適用会
社Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC（NSRP）が
ベトナムにて運営するニソン製油所については、コロナ禍による
市況悪化などの影響を受け厳しい経営状況が続いており、収益
貢献化に向けた取り組みに注力していきます。

ビジョンの実現に向けた取り組み

燃料油セグメント
■ 国内にバランスよく配置されたグループ製油所（6カ所）および油槽所（35カ所）ネットワーク
■ 国内第2位のシェアを誇るSS（約6,300カ所）における販売施策の展開
■ 地域に密着した経営を行う特約販売店との連携・協力体制
■ 創業時より培われた経験や技術の蓄積およびバリューチェーンの海外展開

千葉事業所

製油所の取り組みについては、製油所間連携体制を強化
し、統合シナジーの最大化を図るとともに、設備の効率化改
造を実施するなど、競争力強化を図っています。千葉事業所
においては、長期的なコスト競争力向上を目的とした投資と
して、2020年の重油直接脱硫装置の効率化改造に続き、
2021年4月に流動接触分解装置（FCC装置）の重油分解
能力向上（RFCC化）工事を実施しました。これにより同装置
の残油処理比率が35%から50%に向上し、重質油処理能
力の向上によるコスト競争力の強化とともにグループ製油所
全体の柔軟なオペレーションに寄与します。
また、自然災害の増加や、プラントの高経年化、熟練従業
員の減少等に対応するため、製油所・事業所のスーパー認定
事業所の認定取得を推進しています。これは高圧ガス保安法
に基づき、レベルの高い自主保安を推進し、トップランナーと
して他事業所の模範と認められた事業所が受ける認定であ
り、認定を受けることで自主保安における設備の検査方法、
点検周期、連続運転期間などの自由度が高まり、より柔軟か
つ効率的な製油所運営を行うことが可能となります。高度な
リスクアセスメントやAIを活用した先進技術・人材育成など
の実績が評価され、2021年6月に北海道製油所、および西
部石油（株）山口製油所がスーパー認定事業所に新たに認定
されました。当社グループでは徳山事業所、千葉事業所に続
く認定取得となります。

物流においては、内航船の配船計画策定におけるAI導入
の取り組みを進めています。2020年6月に実証実験を行い、
従来、熟練担当者の経験やノウハウに依存していた配船計画
を60分の1の時間で策定し、輸送効率を最大約20％改善
できることを確認しました。その後実証実験の対象範囲（製油
所、油槽所、契約船舶）を拡大するなどして配船計画の精度
を高め、2022年1月からAI配船計画システムを利用した運
用を開始予定です。今後も燃料油事業以外の部署での同シ
ステムの活用も視野に取り組みを進めます。

製造・物流における統合シナジー最大化・競争力強化の取り組み TOPICS

原油処理能力国内シェア
（国内第2位） 27%

22%
SS数国内シェア
（国内第2位）
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TOPICS

TOPICS

2021年4月よりサービスステーション（SS）の新ブランド
「apollostation」の展開をスタートしました。従来出光興産と
旧昭和シェル石油のSSごとに分かれていたクレジットカード
も新ブランド「apollostation card」に統一され、「楽天」
「Ponta」等共通ポイントカードや既存決済サービスと合わせ、
全国約6,300カ所のSSにて利用可能となりました。
今後は、従来のサービスや販売施策へのデジタルトランス

フォーメーション（DX）を積極展開し、給油やカーサービスの
さらなる利便性向上およびSSでの業務改革を進めていきま
す。また、お客さまとのつながり・ロイヤリティの強化を目的
に、カーリースや車の買取を行う「オートフラット」「らくらく安
心車検」などのサービスメニューも充実させるなど、トータル
カーライフサポートの観点でもサービスの充実・拡充を図っ
ていきます。　

全国のSSネットワークを活用し、DXを通じた新たな価値提供の取り
組みを進めています。近くのSSで受けたいカーメンテナンスを、スマホ
やPCで簡単にネット予約できるサービス「PIT in plus」を展開し、2021
年6月末時点で全国1,362カ所のSSで利用可能です。「PIT in plus」
は24時間365日予約ができ、事前予約で当日は待ち時間なしでスムー
ズにサービスを受けられることから、コロナ禍で利用が急増し、2020年
度は前年比673％の予約実績となりました。SSの現場からも、お客さま
をお待たせるすることなく丁寧に対応でき、お客さま満足度の向上につな
がっていること、また当日の作業予定が事前に把握できるため人員体制
が効率化できた点など、業務改革の面でも評価を受けています。
今後も多様化するお客さまニーズに対して、11月には新アプリ「Drive 

On」をリリースし、お客さま一人ひとりに合わせたお知らせやお得情報を
お届けするなど、DXを積極的に推進し販売施策を展開していきます。

サービスステーション（SS）における販売施策の展開

DX施策の展開事例

超小型EV展開スケジュール

apollostationの「スマートよろずや」化の取り組みの1つ
として、2021年６月に全国初の移動式脳ドックサービスの実
証実験をスマートスキャン（株）と共同で行いました。これは、
SSにMRIを搭載した車両を一定期間停車させ、地域住民の
方の受診予約をウェブサイトで受付け、SSまで受診しに来て
いただく形で脳ドックサービスを提供するものです。先進的な
予防医療をSSで提供することができれば、近隣にMRIを備
えたクリニックがない地域の皆さまへの健康・安全に貢献で
きるものと考え、実証を進めていきます。
全国に拠点があるSSは、特に過疎化が進む地域では生活

に欠かせない拠点として重視されており、地域に根付くサー

ビスを展開する特約販売店、各種サービス展開に知見を持つ
協力会社、地方自治体との協働などを通じ、「スマートよろず
や」化に向けたコンテンツの充実に取り組みます。

当社および（株）タジマモーターコーポレーションは、超小
型EVなどの次世代モビリティおよびサービスの開発を行う
（株）出光タジマEVを2021年4月に設立しました。SSネッ
トワーク、および車体に使用されるエンジニアリングプラス
チック等の素材を扱う当社、そして車両設計技術を持つ（株）
タジマモーターコーポレーションとの協働により超小型EVを
開発し、2022年に上市を予定しています。
この超小型EVは、小型で小回りが利く等の運転のしやす

当社持分法適用会社Nghi Son Refinery and 
Petrochemical LLC（NSRP）がベトナムにて運
営するニソン製油所について、２０２０年度は安定操
業による稼働を継続しました。一方、２０２０年３月
に発生した原油価格急落に伴う在庫評価損、新型
コロナウイルス感染症の影響によるアジア製品市
況の低迷等により厳しい経営環境となりました。ニ
ソン製油所の収益貢献化に向け、安全操業・安定
供給を継続するとともに、収益基盤強化（調達・
保全費の最適化等）の取り組みを進めます。

apollostationの「スマートよろずや」化に向けた取り組み

新カテゴリーのモビリティ提供に向けた超小型EVの開発

ニソン製油所の収益貢献化に向けた取り組み

apollostation

ビジョンの実現に向けた取り組み

燃料油セグメント

TOPICS

TOPICS

さ、自転車よりも雨風をしのげる移動手段であること、環境に
も優しい等、さまざまなメリットがあり、近距離のみの移動な
ど、従来の自動車ほどのスペックを必要としない層へのニー
ズが年間100万台に上ると想定しています。今後は、車両開
発・提供に留まらず、SSを起点としたカーシェアリングなど、
新たなモビリティサービスの拡大へ向けて取り組みを進めて
いく予定です。

2021年4月
出光タジマEV
設立

2022年
車両提供開始

全長×全幅×全高 2,495×1,295×1,765
（mm）

乗車定員 4名

最大出力 15kW

最高速度 60km/h以下

バッテリー 60V,10kWh

充電時間 8時間（100V）

給電方法 家庭用100Vコンセント

車両スペック詳細（予定）

導入開始

導入SS数

利用可能なサービス

1,139

＋223 SS
1,362

2020年３月末2018年10月 2021年6月末

● 車検・点検
● オイル交換
● タイヤ交換

● 洗車
● コーティング
● その他カーサービス

近距離・手軽な移動手段へのニーズ

デリバリー

高齢者やペーパードライバー

子供の送り迎え

観光客

デリバリー事業では、小回り
が利きながら一度の配達量を
増やしたいというニーズがあ
ります。

運転に不安がある人や通院
などで移動手段が必要な人
からは、天気に左右されない
快適さと安全性が求められて
います。

子供の送り迎えで自転車の
複数人乗りが不安な保護者
に、小回りが利く移動手段が
求められています。

エコツーリズムへの注目か
ら、便利で自然環境に配慮し
た移動手段のニーズが高まっ
ています。
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グループ石油化学工場

国内 所在地

千葉事業所 千葉県市原市
徳山事業所 山口県周南市

海外 所在地

パシルグダン事業所
（Idemitsu SM （Malaysia） Sdn. Bhd.） マレーシア ジョホール州

ニソン製油所
（Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC） ベトナム タインホア省

■ 石油精製と石油化学工業の一体運営を強みとした事業展開
■ 国内トップ規模のエチレン生産能力と、コンビナート顧客各社への供給網
■エチレン原料の多様性（ナフサ・LPG）

事業環境

中期経営計画

2020年度前半は新型コロナウイルス感染症により需要が落ち
込んだ中、近年アジアで新増設された大型プラントが稼働したた
め供給過多となり、市況は低迷しました。年度後半は、各国の経
済活動再開とともに需要は回復したものの、新型コロナウイルス
感染症の流行前のレベルには戻りませんでした。また中長期的に
は新興国やアジア地域における人口増加や中間所得者層拡大に
より、エチレンをはじめ基礎化学品の世界需要は継続して伸長し

厳しい事業環境が続く中、生活に欠かせない石油化学製品の
基礎原料の供給責任を果たしつつ収益基盤の安定化を図るため、
構造改革を進めていきます。その施策として、生産設備の効率化
を図り、さらに千葉・周南のコンビナートにおけるパートナーとの
連携を深めることでバリューチェーン全体の強化を図ります。
国内の燃料油需要の減少を踏まえては、石油製品から化学製
品へのシフトに取り組みます。外部環境変化を精査しつつ、燃料
油事業とともに全国の製油所・事業所間での効率生産、留分転

ていくことが予想されています。一方で、中国を中心とした大型
プラントの新増設も継続し、アジア市場は厳しい事業環境が続く
と見込まれます。
さらに、気候変動やプラスチックリサイクルへの対応が喫緊か
つ重要な社会課題となっており、低炭素化・資源循環システムの
早急な確立に向け、行政・産業界一体となった取り組みが求めら
れています。

送等の体制整備など“精製 /化学のインテグレーション深化”に取
り組み、ガソリン等の石油製品を化学製品へと転換する生産体制
の構築を進めていきます。
さらに、気候変動やプラスチックリサイクルの社会問題に関し
ては、サプライチェーンを担う当社が取り組むべき重要な課題と
位置付けています。バイオ原料の活用や廃プラスチックの再資
源化等により、低炭素・資源循環社会の実現に向けた取り組み
を推進します。

ビジョンの実現に向けた取り組み

基礎化学品セグメント

※1 グループ製油所における生産品も含む
※2 持ち分比率に応じた生産能力

国内 化学品名 生産能力（t/年）

オレフィン系 エチレン 997,000

アロマ系

ベンゼン 822,000

パラキシレン 479,000

ミックスキシレン 938,000

スチレンモノマー 550,000

海外 化学品名 生産能力（t/年）

アロマ系
パラキシレン※2 245,700

ベンゼン※2 87,750

スチレンモノマー 240,000

主要化学品生産能力※1

徳山事業所

強み

製造資本（2021年3月末時点）

TOPICS

当社は2019年にマテリアル・サーキュラー・エコノミー（資
源循環経済）ワーキンググループを社内組織として立ち上げ、
加盟業界団体における情報収集・政府や産業間との連携、
対応策の検討・実施に向けて取り組みを進めています。

2021年５月には、廃プラスチックリサイクル事業の実証検
討について、環境エネルギー（株）と共同で取り組むことにつ
いて合意しました。本実証は、当社千葉事業所においてプラ

スチック油化装置を建設し、同所内の精製・石油化学設備を
用いて新たにプラスチックとしてリサイクル（再資源化）する
もので、従来再生困難だった混合プラスチックの再資源化を
目指します。2030年の基本方針“製油所・事業所体制の見
直し、コンビナート全体での「CNXセンター」化（詳細は25
ページに掲載）”の一環として、商業運転開始に向けて取り組
みを進めていきます。

プラスチックの再資源化に向けた取り組み

環境エネルギー（株） 千葉事業所

収集 油化 再生

精製･石油化学装置油化装置 プラスチック樹脂
廃棄プラス
チック

TOPICS

構造改革の取り組みとして、徳山事業所のエチレン製造装
置内にある旧型ナフサ分解炉2基の停止、高効率ナフサ分解
炉1基の新設を行い、2021年2月に稼働を開始しました。
エチレン製造の効率化により、従来比約30％の省エネルギー
効果を実現し、年間約16,000tのCO2排出量削減に寄与す
る予定です。
千葉事業所においては、2021年に実施した定期修理に

て、パラキシレン製造装置で使用する吸着剤を高性能品に更
新しました。この対応により、芳香族留分のうち付加価値の
高いパラキシレンの回収率を向上できるほか、吸着の効率化
により消費エネルギーの低減が可能となり、年間約7,700t
のCO2排出量削減につながります。
また、当社持分法適用会社の（株）プライムポリマーにおい
ても、生産体制の再構築を進めており、需要構造変化に対応
した高機能ポリプロピレン（PP）の供給体制構築およびCO2

排出量削減等を目的とし、ポリプロピレン製造装置の新設
（2024年11月稼働予定）を決定しました。

さらに、ENEOS（株）の知多事業所のパラキシレン製造設
備の譲受契約を2021年10月に締結しました。本件はパラ
キシレンの事業拡大だけでなく、ガソリン基材（石油製品）か
らパラキシレン（化学製品）を製造する“ケミカルシフト”の具
体策となります。

構造改革・精製/化学のインテグレーション深化の取り組み

徳山事業所・高効率ナフサ分解炉
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コア技術を駆使した高機能材セグメントの各事業は、国内外の
堅調な需要に下支えされ推移していたものの、新型コロナウイル
ス感染症の世界的感染拡大による経済活動低迷の影響を受け、
２０２０年度は需要が大きく減少しました。その後、経済活動の再
開に伴い、各製品需要は徐々に回復基調にあるものの、コロナ禍
による影響は当面続くと見られています。

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各製品・材料は、当社が持続的な
社会の実現に貢献できる先進マテリアルと位置付けています。
今後も各高機能材事業の収益拡大に向け、市場ニーズを捉え

た新製品の開発に注力していくとともに、需要拡大が見込まれる

潤滑油事業では、自動車向け潤滑油やグリース、産業機械向
け油圧作動油やギヤ油などの工業用潤滑油等を扱っています。
自動車向け潤滑油については、全国のSSにて提供する当社ブ
ランドのエンジンオイルを、SSの新ブランド展開に合わせ
「apollostation oil」として2021年４月に刷新しました。自動車
メーカーなど、グローバルに事業を展開するお客さまに対しては、
高度な潤滑工学を駆使し開発したOEM（相手先ブランド生産）
製品を、国内外の製造・販売拠点より提供しています。
脱炭素化の取り組み進展により、今後普及が見込まれるＥＶ等

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樹脂や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。事業規模および領域の拡大に向け研究開発に注力すると
ともに、国内およびアジアを中心に、生産設備の新増設を進めて
いきます。
ポリカーボネート樹脂（商品名タフロン）については、台湾の

FCFC社（Formosa Chemicals & Fibre Corporation）との合
弁事業を通じ、アジア市場での販売を行うとともに、出光独自技
術で開発した高機能グレードの拡販に重点的に取り組んでいます。

中長期的には、新興国における経済発展・人口増加に伴う需
要増、脱炭素化社会に向けた新たな製品ニーズの拡大などによ
り、需要伸長が期待されています。

海外市場での製造拠点新設を進めるなど、グローバルな事業展
開を加速していきます。リチウム電池材料においては、早期事業
化に向け引き続き取り組みます。

に適合する作動油や、省エネルギー・省資源に資する工業用潤
滑油等の更なる需要伸長が期待されています。これらの分野に対
しての研究開発も、加速して取り組みを進めていきます。
また、需要拡大が見込まれる中国を中心としたアジアでの生産・
販売拠点の拡充を進めており、2020年7月には、世界最大の潤
滑油需要国である中国の広東省恵州において、同国内２カ所目
となる潤滑油製造工場の稼働を開始しました。今後は海外におけ
る出光ブランド製品の拡大・強化に向けた取り組みも進めていき
ます。

SPS樹脂（商品名ザレック）については、需要地の東南アジアに
位置するマレーシアで、第2製造装置を建設中です。2022年度
下期の商業運転開始後は現状の約２倍の生産量となる予定で、
併せて販売体制の強化を進めています。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等海外の需要拡大
に対応するべく、台湾FPCC社（Formosa Petrochemical 
Corporation）との合弁会社を通じ台湾で第２装置を建設し、
2020年度に商業運転を開始しました。
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

ソース獲得なども併せ、事業成長を加速していきます。

事業環境

中期経営計画

潤滑油事業における取り組み

機能化学品事業における取り組み

商品名 特徴

apollostation oil
スタンダード～プレミアムのラインナップともに主要な粘度をカバーした、
自動車用エンジンオイル。
省燃費、エンジン保護性能など、従来のZEPROシリーズを踏襲。

IDEMITSU E AXLE FLUID
EVやハイブリッド車に使用される駆動ユニット“E AXLE”の性能向上を
図るために開発した専用フルード。減速機の潤滑、クラッチ性能、モーター
冷却性を有する。

ダフニー オイル
油圧作動油やギヤ油など、産業機械向け工業潤滑油を“ダフニー”ブランド
として展開。工作機械の種類、用途、求める性能等に応じた多様な製品
ラインナップを有する。

商品名 特徴 用途

タフロン
（PC/ポリカーボネート樹脂）

プラスチック中最高の耐衝撃性。
透明性や表面光沢、難燃性などに
も優れる高機能樹脂。

スマートフォンやレンズ、自動車照
明用等の光学用途、OAやスマー
トフォン筐体等

ザレック
（SPS/シンジオタクチック
ポリスチレン樹脂）

軽量であるほか、耐熱性、電気特
性、耐薬品性、耐加水分解性等に
も優れる高機能樹脂。

自動車電装部品、電子レンジや炊
飯器などの調理家電等

アイマーブ
（水添石油樹脂）

無色透明、無臭であるほか、熱安
定性、接着性に優れた水添石油樹
脂。

ホットメルト接着剤の粘着付与剤
（オムツ等衛生材分野にて使用）、
不織布、ポリプロピレン改質材等

デイタイムランニングライト
（DRL）

自動車部品

オムツ等衛生材

ビジョンの実現に向けた取り組み

高機能材セグメント

■ 世界28カ国に展開する製造・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力強み

潤滑油

■ 最先端の製品に求められる高機能材料の技術開発力
■ 需要地の東アジアを中心としたグローバルな供給体制強み

機能化学品

ダフニーブランド製品
“ダフニースーパーハイドロ
オイル”

製品紹介

製品紹介
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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、2020年５月

に、生物防除剤“スワマイト”をグループの出光アグリ（株）を通

舗装可能温度を大幅に下げる施工性改善技術や、高耐久・長
寿命の特性等をもった当社アスファルト製品は、CO2排出量削減
や道路のライフサイクルコスト低減など環境面のニーズからも需
要が高まっています。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国内唯一の「総合ア

じて全国の代理店に販売を開始しました。2021年８月には（株）
エス・ディー・エス バイオテックを完全子会社化し、研究開発規
模の拡大、機能性肥料分野等への取り組み強化を進めていきま
す。畜産資材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、グローバル展開を加速しています。

スファルトメーカー」として、今後も開発に取り組むとともに、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。2020年は、当社グループの昭石化工（株）を通じ、フィリピ
ンのマニラに防水アスファルトの販売拠点を開設しました。

アグリバイオ事業における取り組み

有機EL材料については、電子材料事業の主力製品として事業
規模拡大に向けて取り組んでいます。研究開発においては、青色
発光材料の優位性を保持しつつ、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んでいます。
コスト面や省電力、広色域化に寄与する有機EL素子である熱活
性化遅延蛍光（TADF）材料の実用化に向けては、東レ（株）と共
同で研究開発を進めています。　

生産体制については日本、韓国に次ぐ３拠点目となる中国の四
川省成都において、有機EL材料工場を建設し、2020年7月に
商業生産を開始しました。アジア地域における更なる事業拡大に
向け、販売体制の強化、ディスプレイメーカーや開発パートナー
との関係強化に向けた取り組みを進めていきます。
酸化物半導体については、ディスプレイ製品の省エネルギー化

や画質向上が期待できる次世代の材料として、引き続き製品化
に向けた開発を進めていきます。

電子材料事業における取り組み

機能舗装材（高機能アスファルト）事業における取り組み

商材 特徴 用途

有機EL材料
技術難易度が高い青色発光に強みを持つ材料
の特許を保有。有機ELディスプレイは液晶と
比して、高い色再現性を持つほか、薄型化が可
能であり、省電力という面でも優れる。

スマートフォン・PC・タブレット・TV・
車載などの各種ディスプレイの表示材料

酸化物半導体
既存の酸化物半導体材料よりも高移動度とい
う特徴を持ち、テレビ等のディスプレイ製品の
低消費電力化や高画質化等が期待される。

スマートフォン・PC・タブレット・TV・
車載などの各種ディスプレイの駆動ス
イッチ

商品名 特徴

土木・建築用
アスファルト SLコンパウンド 臨海部など軟弱な地盤地域での建築において、地盤沈下によ

る建物構造への影響を防ぐ。

道路用付加価値
アスファルト

ドレイニッジシリーズ 道路の排水性・静音性を高め、雨天時の安全走行や走行音の
低減に効果。

メイブライト 顔料による多彩な着色が可能。周辺の景観と調和し、かつ劣化
しにくい原料を使用。

グランファルトART ゴム・樹脂を配合した改質アスファルト。渋滞路線において、安
全性を高めつつ長寿命化を実現。

メイブライト使用例
/沖縄美ら海水族館

グランファルトART使用例
/新東名高速道路

商材 商品名 特徴

生物防除剤 スワマイト 野菜類の害虫となるコナジラミ類等の天敵、カブリダニを利用した生物防除剤。

畜産資材 ルミナップ®M カシューナッツ殻液等植物由来の原料などを配合した畜産資材。牛に与えることで、
抗生物質に頼らず牛のルーメン（第1胃）機能を正常に保つ効果。

ビジョンの実現に向けた取り組み

高機能材セグメント

電子材料
■ 有機EL材料で特に技術難易度が高い青色発光材料を中心とした技術力および特許の保有
■ 主要顧客であるディスプレイメーカーへのグローバルな供給体制強み

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力や多様な商品ラインナップ
■ 特約販売店との強固な販売ネットワーク強み

テレビ
画像提供：LGエレクトロニクス

有機EL使用製品例

スマートフォン
画像提供：サムスン電子

■ 自然界に存在する微生物を使った、環境にやさしい生物農薬の技術開発力強み

アグリバイオ

ハイブリッド車やEV等にも利用されるリチウムイオン電池は、
液体の電解質が主要な構成要素となっていますが、現在液体に
代わり固体電解質の実用化に向けた技術革新が進んでいます。
リチウムイオン電池の電解質を固体にすることで、小型化・軽量
化、充電時間の短縮などの性能向上に加え、発火リスクの低減
など、安全性の向上が期待できます。当社は自社製油所より原料
調達が可能な、硫化物系固体電解質材料の商業生産に向け取り
組みを進めています。今後も保有する材料や量産プロセス等に関
連する特許を生かしながら研究開発を加速し、更なる品質向上・

コスト削減を図ります。また、原料からの一貫生産による安定供
給体制の構築に向けて、当社千葉事業所内に商業生産に向けた
実証設備の建設を進めており、2021年内に稼働開始予定です。
本設備は小型量産設備としての機能も有しており、今後は、固

体電解質の量産プロセス実証および更なる品質向上、コスト削減
等を図り、事業化を推進します。EV普及に向け期待される全固
体リチウムイオン電池のキーマテリアルである固体電解質の早期
事業化により、脱炭素社会に貢献していきます。

リチウムイオン電池材料事業における取り組み

リチウムイオン電池材料
■ 固体電解質の原料（硫化リチウム）に関する独自製造技術
■ 高性能な硫化物系固体電解質材料の製造および量産プロセス技術強み

製品紹介

製品紹介

製品紹介

リチウム原料 硫化水素

製油所

自社原料 高純度製造プロセス 化学プロセス技術
LiOH H2S Li2S

脱硫工程

硫化リチウム 固体電解質

自社原料・技術・特許の活用領域■ 製造プロセス
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■ 再生可能エネルギーを含む自社発電所のポートフォリオと開発・運営ノウハウの蓄積 
■ 発電と小売が一体となった事業運営 
■ お客さまのニーズに応える多様な電力小売メニュー 
■ CIS薄膜太陽電池を含む太陽電池パネルの研究開発の知見および生産ノウハウの蓄積 

※  ICT技術により、分散設置されたエネルギーリソースを統合し、発電所と同等の機能
を持たせる技術ならびにビジネスモデル

事業環境

2020年初に世界的に流行した新型コロナウイルス感染症によ
る経済活動の低迷により、工場やオフィスの稼働が低下し、国内
電力需要は一時大きく減少しました。その後経済活動の再開に伴
い徐々に需要は回復したものの、2021年１月に、厳冬影響等に
より国内電力需給がひっ迫し、卸電力市場が一時的に高騰する
など、卸電力市場から電力を仕入販売する事業者の収支は厳し
いものとなりました。太陽電池パネルについては、コロナ禍にお
いて需要が落ちこむなど影響がある一方、脱炭素化において再
生可能エネルギーのニーズは高まっており、政府の政策支援など
とあわせ、今後の更なる普及が期待されます。
中長期的には、電力はコロナ禍を契機とした経済活動の動向

変化、新たな生活様式・働き方改革の定着などにより、需要構造
の変化が予測されます。また、特に海外においては、新興国の経
済発展による電力需要の増加が想定されます。再生可能エネル
ギーについては、世界的な脱炭素化の潮流によるニーズの高まり
はもとより、技術革新の進展や政策支援等による導入加速が想
定されます。国内でも日本政府が2050年カーボンニュートラル
を宣言し、エネルギー基本計画において、再生可能エネルギーの
主力電源化が進むことが予測されています。なお、太陽電池を含
む分散型エネルギーリソースは、バーチャルパワープラント（VPP）※
での活用が期待されています。

中期経営計画

当社は高効率で環境負荷の低い天然ガス火力発電所のほか、
バイオマス・風力・太陽光などの再生可能エネルギー発電所を保
有しており、国内で電力販売事業を展開しています。これら多様
なポートフォリオで構成された発電所を持つ強みを生かし、電力会
社への卸売り事業のほか、再生可能エネルギー100％の電力供
給など、ニーズに応じた多様な電力ソリューションを開発し、産業
向けや一般家庭などのお客さまへの小売り事業を展開していま
す。海外においては、北米におけるガス火力発電事業の推進によ
り、収益確保のみならず発電所運営や電力自由化市場のノウハウ
習得を通じて国内電力事業における競争力強化につなげます。
関係会社のソーラーフロンティア（株）においては、従来のパネ

ル販売からパッケージ化された発電所の販売へと業態転換を図
り、収益構造の改革をしつつ、国内外の太陽光発電所普及のニー
ズに応えていきます。併せて、2030年以降の結晶シリコン系モ
ジュールを含む太陽光パネルの大量廃棄という社会的課題に対
しても、供給者として対処すべき重要な課題であると認識し、パ
ネルリサイクル事業に向けた取り組みを進めています。
中長期的には、「太陽光・風力・バイオマス等再生可能エネル

ギー電源の開発拡大」を進め、CO2排出量の削減に貢献してい
くとともに、「再生可能エネルギーを核とした分散型エネルギー事
業の展開」など新規事業の創出、上記業態転換の取り組みを着
実に進めていきます。

発電種別 万kW

　太陽光発電国内 　 10.9

　太陽光発電海外 31.3

太陽光発電（小計） 42.1

バイオマス発電 5.3

風力発電 2.0

地熱発電※2 0.5

再生可能エネルギー（小計） 50.0

　火力発電国内 83.1

　火力発電海外 11.0

火力発電（小計） 94.1

発電能力合計 144.1

当社グループ発電能力ポートフォリオ※1

※1 当社保有（出資分）の発電能力合計
※2 地熱発電は資源セグメント内の事業。その他、2.7万kW分の発電用蒸気を電力会社へ供給

TOPICS

分散型エネルギーリソース（自家発電設備、再生可能エネ
ルギー、蓄電池、電気自動車など）を活用し、新たなビジネス
モデルとして注目されるVPPなどの事業開発に向けて取り組
んでいます。

2021年6月には、関西電力（株）および（株）関電エネル
ギーソリューションと連携して申請した再生可能エネルギーア

再生可能エネルギーを核とした分散型エネルギー事業の展開

グリゲーション実証事業が、資源エネルギー庁の補助事業と
して採択されました。2021年度、3社が保有する再生可能
エネルギー発電所を用いて、発電量予測やリソース制御に必
要な技術の実証に取り組むとともに、需給バランス制御に関
するビジネススキームの検討を進めていきます。

ビジョンの実現に向けた取り組み

電力・再生可能エネルギーセグメント

TOPICS

■再生可能エネルギー開発進捗・予定

※ 1GW＝100万kW

2030年

4.0GW

0.2GW
0.5GW

2019年 2020年

2030年基本方針の一つに掲げる「太陽光・風力・バイオ
マスの再生可能エネルギー電源開発拡大」について、再生可
能エネルギーの総電源開発量※2030年４GWを目標値とし
て設定し、取り組みを進めています。2020年度の開発累計
量は0.5GWとなりました。今後も自社開発を強みとする太

再生可能エネルギー電源開発の促進

■再生可能エネルギー総電源開発量（累計）

太陽光発電所

（岡山） 5.8万kW 2021年
4月完工

（フィリピン） 3.2万kW 2021年
5月完工

（米国） 10.0万kW 2021年
5月完工

（岩手） 1.7万kW 2021年
10月完工予定

（米国） 7.0万kW 2022年
1月完工予定

バイオマス発電所 （山口） 5.1万kW 2022年度
運転開始予定

陽光発電を軸に、日照条件や政策などの環境の整った北米・
東南アジアを中心に普及を進め、自社保有電源における再生
可能エネルギーのポートフォリオ比率の引き上げ、CO２排出
量の低減に向けた開発に取り組みます。

強み

製造資本（2021年3月末時点）

太陽光発電所（岡山・赤磐）

六ケ所村二又風力発電所 2.0万kW（持分容量） 
二又風力開発（株）

京浜バイオマス発電所　4.9万kW 
（株）京浜バイオマスパワー

提供：日本風力開発（株）
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■ノルウェーを中心とした30年以上のプロジェクト経験および産油国・協業企業との信頼関係 
■ 油ガス田開発分野における豊富な経験を有する人材 
■ 石炭生産～販売までの一貫したバリューチェーンとお客さまとの信頼関係 
■ 石炭専門研究機関における知見の蓄積と保有する低炭素ソリューション技術

名称 所在地 生産量（千BOE※/日）

スノーレ油田 ノルウェー 9.1

フラム油田 ノルウェー 9.5

クナル・Hノルド油田 ノルウェー 4.5

ベトナムガス田 ベトナム 0.9

合計 24.0

名称 所在地 生産量（千 t）

マッセルブルック鉱山 オーストラリア 985

エンシャム鉱山 オーストラリア 3,853

ボガブライ鉱山 オーストラリア 5,074

マリナウ鉱山 インドネシア 1,203

合計 11,115

石油・ガス生産量（２０２０年度）

石炭生産量（２０２０年度）

※ 数値は当社グループの保有権益ベース

※ BOE=石油換算バレル（Barrels of Oil Equivalent）

※ Carbon capture and storage ：排出されるCO2を回収し、地中や海底などに隔離・貯留する技術。

中期経営計画

石油開発事業は権益を保有するノルウェー北部北海地域の油
田を中心に原油を生産し、主に欧州地域へ販売を行っています。
当事業において安定的な収益を確保しつつ、今後は低炭素社会
においてさらにニーズが高まると予想される天然ガス生産へのシ
フトを進めるべく、東南アジア地域でのガス田開発を進めていき
ます。CO2排出量削減の有力な手段として期待されるCCS※に
ついても、これまで培った開発技術の活用を含め検討を進めてい
きます。
石炭事業については、今後、新規鉱区開発や大型投資による
増産は行わず、生産・物流・販売が一体となったバリューチェーン
を持つ強みを生かしつつ、既存鉱山における遠隔自動採炭など、

事業環境

新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大により、エネル
ギー需要は大きく低迷し、原油・石炭等資源価格も一時大きく
下落しました。その後産油国の協調減産や、コロナ禍からの経済
回復への期待感から原油価格、および石炭価格もコロナ禍前の
レベルに回復しました。

中長期的にアジア地域においては原油・石炭のニーズは継続
すると考えられます。一方、グローバルなエネルギーの脱炭素化
に向けた動きが加速していることから低炭素ソリューションへの
ニーズが高まっており、水素・アンモニア等の低炭素燃料へのエ
ネルギー転換や石炭需要の減少が見込まれます。

新技術導入による競争力強化施策を進め、需要家への安定供給
に努めます。また、石炭ボイラーの高効率燃焼技術やブラックペ
レット・アンモニアなどの代替燃料を石炭の需要家に対し供給する
「低炭素ソリューション事業」へのシフトに向け、取り組みを加速さ
せるとともに、オーストラリアでは、鉱山資産を活用した再生可能
エネルギー事業やその他オーストラリア現地の事業基盤を活用
し、新事業に徐々にシフトすることを目指します。
地熱事業については、既存発電所の安全操業に努めるととも

に、国内複数地域での新規開発や海外への展開も見据えた活動
を進めていきます。

TOPICS

天然ガス開発事業について、中期的にはアジアにおけ
る地産地消型天然ガス開発を目指し、販売ビジネスの開
拓とあわせ進めていく予定です。ベトナム南部の海上鉱
区プロジェクトにおける天然ガス開発については、2020
年11月に予定通り生産を開始しました。生産される天然
ガスはパイプラインを通じ、ベトナム国内に全量を供給し
ています。

東南アジア地域での
天然ガス開発の取り組み TOPICS

大分県にて発電用蒸気の供給を行うほか、地熱発電所
の運営を行っています。秋田県湯沢市小安地域における
地熱発電プロジェクトについては、2021年3月に環境ア
セスメント確定通知受領およびFIT認定を受けました。
2026年の事業化に向け、引き続き開発を進めるととも
に、国内および海外での地熱資源の検討調査にも取り組
んでいきます。

地熱事業の拡大

ビジョンの実現に向けた取り組み

資源セグメント

強み

製造資本（2021年3月末時点）

ノルウェー

ベトナム

インドネシア

オーストラリア

TOPICS

当社は日本で唯一の総合的な石炭専門研究機関を持つ長年の知見や技術力を生かし、以下の低炭素ソリューションの提供加速
に向けて取り組みを進めます。

低炭素ソリューション事業の展開

ブラックペレット

日本郵船グループと出資する郵船出光グリーンソリュー
ションズ（株）において、石炭火力発電所のボイラーにおける
バイオマス燃料の最適な混焼率を算出するシステム
「BAIOMIXTM（バイオミクス）」を開発し、2021年8月に販
売を開始しました。同社が国内外発電所へ100基以上の導
入実績があるボイラー制御最適化システム「ULTY-V plus」
へ搭載することで、ブラックペレットを含むバイオマス混焼を
最適に自動制御することが可能となります。

バイオマス燃料混焼率最適化システムの提供
火力発電所の燃料を石炭からブラックペレットに置き換え

ることで、ダイレクトにCO２排出量を減らすことが可能です。
足元では石炭燃料の20～30％をブラックペレットに置き換
える混焼実験が成功しています。ベトナムにて建設を進めて
いたサンプル製造用プラントは2020年8月に稼働を開始し、
混焼試験用のサンプル提供を行っています。2022年にはベ
トナムで年産12万 tの商業プラントを稼働予定です。それ以
降、ベトナムに限らずマレーシア、インドネシアなど東南アジ
アを中心にブラックペレット製造拠点を拡大し、2030年には
200万 tの供給体制を構築するよう取り組んでいます。（ブ
ラックペレット商品名：「出光グリーンエナジーペレット」）

ブラックペレット

※  ブラックペレット：木材を粉砕・乾燥し
て焙煎処理し半炭化したもので、従来
のホワイトペレットに比べて耐水性・粉
砕性などに優れているバイオマス燃料。
石炭と同様に取り扱うことができ、石炭
と混焼が可能。

© Bo B Randulff - Even Kleppa - Woldcam / Equinor ASA
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当社グループの研究開発体制は、コーポレート研究を主管する
「次世代技術研究所」と、各部門にひも付く研究所から構成され
ており、各研究所において専門的な開発を行っています。また全

社横断組織として、「研究開発委員会」を設置し、全社研究開発
の方向性、戦略および課題に関する事項の検討を行うだけでな
く、研究所間の連携も深め、技術力の強化に努めています。

研究分野 研究施設名 国内 海外 取り組み概要

コーポレート
研究

次世代技術
研究所

環境・エネルギー研究室 ●
■  GHG削減・資源循環（バイオ燃料・バイオ化学品・CO2資源化）、
   バイオ素材の開発

先端有機材料研究室 ● ■ 高機能材料の開発（有機高分子材料）

先端無機材料研究室 ● ■ 高機能材料の開発（無機材料）

解析技術センター ●
■  グループ全体の幅広い分野への高度分析・解析ソリューションの提供 
（計算科学を含む）

出光興産次世代材料創成
協働研究拠点 ● ■ 次世代材料の創出と基盤技術の強化・拡充

生産技術 生産技術センター ●
■ 生産設備の設計～建設～運転・品質・保全に関わる技術開発 
■ 生産プロセスの開発を通じた技術立脚型の新規事業開発支援

潤滑油

営業研究所 ● ■ 潤滑剤およびトライボロジー（潤滑に関する技術）の研究・開発

Idemitsu Lubricants America 
Corporation　R&D Center ●

■ 潤滑剤の地域密着型研究・開発
■ 営業研究所（日本）をマザー研究所とした潤滑剤の商品・技術のグローバル展開
■ 海外の現地ニーズに合ったスピーディーな商品開発と技術サービス提供

出光潤滑油（中国）有限公司　開発センター ●
Idemitsu Lube Asia Pacific Pte. Ltd.　
R&D Center ●

日本グリース（株）　技術研究所 ● ■グリース、熱処理油、金属加工油等の研究・開発

機能
化学品

機能材料研究所 ●
■ 石油化学原料の高付加価値化による機能材料開発
■ 特殊ポリカーボネート樹脂、機能性コート剤の研究・開発

出光ユニテック（株）　商品開発センター ● ■ 合成樹脂加工製品の研究開発

出光ファインコンポジット（株） 
複合材料研究所 ● ■ 顧客ニーズに応える複合材料カスタマーグレードの設計・開発およびその解析

電子材料
電子材料開発センター ●

■ 有機EL材料の研究・開発
Idemitsu OLED Materials Europe AG ●

機能舗装材 アスファルト技術課 ●
■アスファルトおよびその用途に関する基礎研究および応用研究
■ 高機能アスファルトの開発

アグリバイオ
アグリバイオ技術課 ● ■ 微生物や天然物に由来する病害虫防除剤、飼料添加物などの開発

（株）エス・ディー・エスバイオテック
つくば研究所 ● ■ 有用動植物保護、防疫を目的とした安全で有用な製品開発

リチウム
電池材料

材料開発センター ●
■  全固体リチウムイオン電池のキーマテリアルである硫化物系固体電解質材料の
開発と製造プロセス開発

■ 次世代電池材料等の開発

生産技術開発センター ●
■  上記固体電解質材料の商業化に向けた大型工業化プロセス開発、設備設計およ
び建設

太陽光
発電

次世代製品開発課 ● ■  次世代製品開発に向けた研究開発
■ 結晶シリコン系パネルを含む太陽光パネルのリサイクル事業化に向けた研究開発ソーラーフロンティア（株）　国富工場 ●

石炭および
環境 石炭･環境研究所 ●

■ 民間唯一の石炭専門研究機関
■  GHG削減に貢献するバイオマス燃料、カーボンリサイクル、高効率燃焼技術等、
低炭素社会に対応した石炭のクリーン利用技術開発および技術サービス提供

電力・再生可能エネルギーセグメント高機能材セグメント燃料油セグメント、コーポレート研究 資源セグメント

当社は、「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」を重要課題に掲げています。特に次世代事業創出
を推進するため、2019年11月に社会課題・顧客ニーズを捉え
た事業開発を推進する「Next事業室（現：地域創生事業室）」、
2020年1月にデジタル活用を推進する「デジタル変革室（現：デ
ジタル・DTK推進部）」、そして、2020年4月に技術立脚の事業
開発を推進する「技術戦略室（現：技術・CNX戦略部）」を設立
しました。社会の変化、顧客ニーズの多様化、環境負荷低減など
を見据えた新たな事業の創出に向け、全社技術の連結化、さらに
外部技術も積極的に活用し、早期実現を図る戦略を描いていま
す。気候変動問題に関する国際的枠組みであるパリ協定の目標
達成のためには、技術面でのイノベーションが不可欠です。当社
グループは長年培ってきた各分野の技術開発力を活用し、気候変
動をはじめとしたさまざまな社会問題の解決に寄与するイノベー
ションをこれからも生み出していきます。

当社グループでは、各事業部と知的財産部とが一体となって知
財活動を行っています。事業部門、研究開発部門と知的財産部
とが連携して特許や商標などの知的財産の出願・権利化、維持
管理および活用を行うことにより、当社グループの事業発展やブ
ランド価値の向上に貢献しています。

先進マテリアルの開発加速やコンビナートの「CNXセンター」
化の実現のために、社外の知を積極的に活用するオープンイノ
ベーションを推進しています。
①  先進マテリアルの開発加速や製油所・事業所の「CNXセン
ター」化の実現をミッションとする「技術・CNX戦略部」は、
技術領域のオープンイノベーションを統括し、社外連携を加
速・推進するとともに、当社グループが保有する技術を事業
部横断的に連結しています。

②  ベンチャーキャピタルが運営するファンドに参画し、国内外の
ベンチャー・スタートアップが持つ技術シーズの探索に取り組
んでいます。2020年 11月にはスイスのクリーンテック系ベン
チャーキャピタル Emerald Technology Ventures（本社：ス
イス チューリッヒ）が運営するオープンイノベーションファンド
への出資を行いました。

③  2020年 4月に東京工業大学に開設した出光興産次世代材料
創成協働研究拠点にて、次世代材料の創成と人材育成に取り
組んでいます。

知的財産活動の推進
当社では、幅広い事業分野において、各事業の特性や戦略に

合わせて迅速かつ効率的に課題解決を図るべく、各事業部に知
財担当部門を設置する体制をとっています。
燃料油分野では、2021年リニューアルされたapollostation

に関する商標出願等を行い、ブランド価値を守ることに貢献して
います。また、潤滑油分野の中でも強みを持つ冷凍機油などで
は、グローバルな特許網を構築しています。
電子材料事業の主力分野である有機EL事業では、有機EL材

料に関連する有用な特許を保有する企業と特定領域の特許を相
互に利用可能とする提携契約を締結するなど、開発可能な領域
を拡大しながらビジネスの創出・拡大を図っています。

知的財産権の活用
事業活動の多様化に伴い、アライアンス、ライセンス、M&A

など、知的財産権を活用する場面が増加しています。当社では、
知的財産部に渉外担当を設置し、相手との交渉や技術契約の締
結、デューデリジェンスを通じて事業部門を支援しています。

情報解析
当社グループの知的財産権の強みを生かした当社独自の戦略

を描くには、特許情報というビッグデータ、さらには企業情報・業
界動向等を対象に調査、解析を行うことが重要となります。当社
では専属の情報チームを設置し、関係部署と共に「IPランドスケー
プ」手法の活用に取り組んでいます。

■ 2020年度の研究開発投資額実績

研究開発費 20,468

セグメント別内訳

燃料油 1,947

基礎化学品 0

高機能材 12,357

電力・再生可能エネルギー 996

資源 187

その他 4,979

（単位：百万円）

重要課題（マテリアリティ）への取り組み 知的財産の活用 研究開発体制

オープンイノベーションの推進

ビジョンの実現に向けた取り組み

■ 特許保有件数の推移
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