
ライフイノベーション事業　
デジタルソリューション
•     ミックスドシグナルLSI、電子コンパス
•  磁気センサー　•  UVC LED　•  感光性ポリイミド「パイメル™」
•  感光性ドライフィルム「サンフォート™」　•  ガラスクロス

コンフォートライフ
•  キュプラ繊維「ベンベルグ®」、プレミアムストレッチ素材「ロイカ®」
• 食品保存用フィルム「サランラップ®」
• 医薬・食品添加剤向け結晶セルロース「セオラス®」 
• 感光性樹脂

マテリアル領域
2021年度売上高

12,100億円
（組替後*）

国
内

40
%
　

マテリアル領域

マテリアル領域担当
代表取締役 兼 取締役社長

工藤 幸四郎

モビリティ&インダストリアル事業　
•  人工皮革「Dinamica®」　
•  エンジニアリング樹脂「レオナ™」「テナック™」「ザイロン™」 
ビーズ状発泡体「サンフォース®」、成形機用洗浄剤「アサクリン™」

• ナイロン66繊維「レオナ®」
• ウレタン系塗料硬化剤「デュラネート™」

環境ソリューション事業　
•    リチウムイオン電池用セパレータ「ハイポア™」「セルガード®」 
鉛蓄電池用セパレータ「ダラミック®」

• 食塩電解システム、中空糸ろ過膜「マイクローザ®」
• 合成ゴム、エラストマー
•    アクリロニトリル（AN）、メタクリル酸メチル、スチレンモノマー 
ポリエチレン、ポリスチレン

基本戦略

カーボンニュートラルの実現に向け、既存の延長線ではない戦略・戦術でポートフォリオ変革を図り、 
収益性と投資効率の向上を目指す

セグメント別の売上構成比と主な製品  

ROIC  
(%)

  新中計の基本方針  

　マテリアル領域は、2022年度より「環境ソリュー

ション」「モビリティ&インダストリアル」「ライフイノ

ベーション」の3事業本部に組織を再編しました。

脱炭素化をはじめとする社会の変化により経営環

境が大きく変革する中、「Environment & Energy」

「Mobility」「Life Material」という価値提供分野に

対応する組織体制とし、マーケットをより強く意識

した事業運営に転換します。既存事業強化と次の

成長分野への経営資源シフトによる事業拡大を推

進し、高付加価値で市況の影響を受けにくい収益

体質を実現することで、成長を加速させます。

業績推移とKPI
営業利益成長率／ROS  
(億円) (%)

ポートフォリオ戦略

 挑戦的成長   次の成長事業へフォーカス

•  社会の脱炭素に貢献する新事業 

（水素関連、CO2関連、蓄エネルギー関連等）の事業化加速
•  自動車内装材におけるバリューチェーン展開
•  電子部品・材料関連の新しい事業機会探索

 キャッシュ創出   既存アセットを最大限活用

•  セパレータ事業の生産能力増強の寄与による利益成長
•  無形資産を活用した事業展開（CO2ケミストリー関連の技術
ライセンス事業、イオン交換膜の新ビジネスモデル等）
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領域別事業戦略



早期事業化とサプライチェーン構築を推進し、アルカリ水電解
システムのリーディングサプライヤーへ
　実証プロジェクトを通じ信頼性の高いアルカリ水電解システムを実
現するとともに、実用化に向けてコスト低減に努め、2025年の事業化
を目指します。システムの供給に加え運転やモニタリングまで手掛け
ることも視野に、まずは市場が先行する欧州での展開を図ります。
　水素事業では、川上のエネルギー供給企業や川下の水素需要家を
はじめ、多くの企業と連携し新たなサプライチェーンを構築する必要
があります。当社のアルカリ水電解システムに対する引き合いは多く、
主体的にサプライチェーン構築を牽引しながら、最適なパートナリン
グを検討していきます。
　将来的には、水電解システムのリーディングサプライヤーとして、電
解槽市場で20%のシェア獲得を目指します。グリーン水素需要の急速
な高まりに応えるため、積極的な投資を行いながらも、アセットライト
を意識した他社との協業も含め、世界で事業展開を加速していきます。

大型アルカリ水電解システムの早期事業化、低コストのグリーン水素供給により世界の 

GHG排出削減に貢献し、水素サプライチェーンにおけるキープレーヤーを目指します。

事業環境 　脱炭素社会の実現に向け、世界中で水素関連の技術開発が進んでいる

　水素は脱炭素社会を実現するうえで必要不可欠なマテリアルとして近年注目を集めており、数多くの企業が水素関連の
研究開発や実用化に向けた取り組みを進めています。
　水素製造にはさまざまな方法がありますが、当社が手掛けるアルカリ水電解方式は、大型化に適するとされ、大量の水素
を低コストで製造する技術として期待されています。
　再生可能エネルギーで製造するグリーン水素の需要が高まっている欧州を中心に、世界各地で社会実装に向けた水素製
造プロジェクトが立ち上がっています。水素製造用電解槽の市場も大きな規模となることが見込まれています。

当社グループの強み 　 食塩電解技術をベースにしたアルカリ水電解システムで、さまざまな大規模実証 

プロジェクトに参画

　当社のアルカリ水電解システムは、1975年から手掛けるイオン交換膜法食塩電解事業で培った技術をベースとしていま
す。食塩電解において当社は、膜、電解槽、電極、運転技術およびモニタリングシステムのすべてを供給できる世界唯一の
メーカーであり、イオン交換膜のシェアは世界首位です。そのノウハウの活用により再生可能エネルギー等の不安定な電源
にも対応できる大型アルカリ水電解システムの開発を進めており、複数の実証プロジェクトに参画しています。
　国内では、NEDO*1の福島水素エネルギー研究フィールドにおいて10MW（1ユニットとして世界最大規模）の水電解シス
テムの実証運転をしています。また、2021年には日揮ホールディングス（株）と共同の「大規模アルカリ水電解水素製造シス
テムの開発およびグリーンケミカルプラントの実証」プロジェクトがグリーンイノ
ベーション基金事業*2に採択されました。100MW級を見通した大規模アルカリ
水電解システムおよび再生可能エネルギーからグリーンケミカル製造までを統
合して制御できるシステムの開発を進めていきます。
　欧州でも、「ALIGN-CCUS」および後継プロジェクトの「TAKE-OFF」等に参画し、
運転ノウハウやデータを蓄積しています。
*1  国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
*2  NEDO「グリーンイノベーション基金事業／再エネ等由来の電力を活用した水電解による水素製造プロ
ジェクト」

事業戦略

水素事業立ち上げに向けたポイント
• 大型化・モジュール化の技術開発の完成
• 統合制御システムの開発（全体プロセスの最適運転）
• コスト低減　アルカリ水電解装置コスト：5.2万円/kW（2030年）

• サプライチェーンにおけるパートナーシップの構築
• 地域・事業モデルに応じた水素需要の確保

2025年事業化、 
2030年には新たな 
事業の柱の一つへ

GG10  水素関連 Environment & Energy 

出典：NEDO
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CO2分離・回収技術の確立に向けた実証およびCO2利用技術
の事業展開を加速
　CO2分離・回収技術に関しては、実際のガスを使った実証実験を
2022～2023年度に開始することを検討しています。バイオガス等向
けの比較的小規模なプロセスで、2027年度の事業化を目指します。
　欧州ではバイオガス活用促進の動きにより、バイオガスからCO2を
分離しメタンを回収する需要の拡大が見込まれ、当社も欧州での実証
を検討していきます。
　また、発電所や工場等に向けた大規模なシステムの開発も進めてい
ます。
　CO2ケミストリーに関しては、事業化したLIB用電解液原料の技術ラ
イセンス展開に注力するとともに、開発中であるイソシアネート製造技
術の確立を加速させます。自動車向けの次世代塗料原料としての用
途が期待できる特殊なイソシアネートは、2026年の事業化を目指して
います。
　それらに続く新規技術として、グリーン水素によるCO2変換技術や、
CO2電解還元によるエチレン製造技術、バイオ法CO2変換技術等につ
いても開発を進めています。
　世界をリードする環境ソリューション技術で、CO2の活用と化石資源
消費低減に貢献していきます。

カーボンニュートラルに向けて、独自の先進技術でCO2の分離・回収 

および活用の促進を目指します。

事業環境 　脱炭素社会に貢献するさまざまなCO2関連技術の開発が進む

　カーボンニュートラルの実現に向け、CO2の分離・回収や、回収後の活用に関連する技術の開発が世界中で進んでいます。
　環境に関心の高い欧州を中心に、発電所・工場等の排気ガスからのCO2回収や、バイオガスからのCO2分離・メタン回収
など、各産業で脱炭素に向けた動きが高まっており、関連市場も今後大きく伸びていくと展望されています。
　また、企業が原材料調達においてカーボンフットプリントを重視する傾向も急速に強まっており、原材料の製造プロセス
におけるCO2排出量削減に加え、CO2を原料として利用する素材等への関心が高まっています。
　当社はCO2分離・回収技術およびCO2を原料として利用する化学品製造技術（CO2ケミストリー）の開発を推進しており、
CO2排出量の削減に関して、回収から利用に至るまでさまざまな形での貢献を目指しています。

当社グループの強み 　 独自開発のゼオライトによるCO2吸着と、多彩な技術によるCO2の原料利用

　CO2分離・回収では、独自開発のゼオライトにより混合ガスからCO2を吸着する技術を開発しています。当社はゼオライト
を触媒として活用してきた長い歴史があり、その知見や技術をCO2吸着に活かしています。当社のゼオライトを用いたCO2

吸着は、現在普及しているアミン法と比較し消費エネルギーが約半分に抑えられ、回収コスト削減への貢献が期待されてい
ます。
　また、CO2を化学品原料として利用するCO2ケミストリーの研究に1980年代から取り組んでいます。CO2を利用し、かつ有
毒なホスゲンを使用しない世界初のポリカーボネートの製造技術は2002年にライセンスを開始しており、世界シェア16%

相当に技術を提供しています。その技術ベースと事
業化ノウハウを活かし、2021年にはCO2を原料にした
LIB用電解液原料の技術ライセンスも開始しました。
ポリウレタン原料の各種イソシアネートの開発も進め
ており、これらの分野で世界をリードする研究開発力
と事業化実績を有しています。

事業戦略

CO2分離・回収

CO2

化学原料

CO2ケミストリー 
（CO2原料利用）

ポリカーボネート

イソシアネート

各種化学品

GG10  CO2ケミストリー Environment & Energy 

LIB用電解液原料
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セパレータ事業の成長を追求しながら、新たな事業機会への 
展開に取り組む
　当社グループはセパレータ事業の成長を軸としながら、蓄エネルギー関
連の製品・サービスにおけるさらなる事業展開の可能性を追求しています。
　セパレータに関しては、地産地消の観点から生産能力拡大を欧米で行う
ことや、アセットライトの観点から他社との戦略的パートナリングを構築する
ことも検討していきます。一方で、DXを活用した生産性向上等を含めた収
益性の向上を図り、過去に行ってきた投資からのリターンの最大化を追求し
ます。
　次世代蓄エネルギーデバイスに向けては、現在開発中のイオン電導度の高
い溶剤を使用した革新電解液の事業化や、エネルギー密度向上とコスト低減
を実現する革新リチウムイ
オンキャパシタの展開に取り
組みます。
　また、拡大するLIB市場に
おける新たな事業機会の追
求や、次世代の革新電池に
関する取り組みを進めてい
ます。

脱炭素社会の実現に向けて需要が高まる蓄エネルギーのニーズに応え、 
LIB用セパレータを中心とした貢献の拡大と、次世代に向けた新しい事業機会を 

追求します。

事業環境 　社会に広く普及する蓄エネルギーデバイスとして、LIBの重要性は一層高まっている

　GHG排出量の削減が求められる中、化石燃料からの脱却や再生可能エネルギー利用の拡大に伴い、蓄エネルギー
のニーズは今後一層高まっていく見通しです。次世代のエネルギー貯蔵に向けさまざまな新規技術が開発されてい
ますが、LIBは当面この分野における重要なデバイスであり続けると考えられています。
　LIB市場は、自動車電動化の流れにより車載用途を中心に近年大きく拡大してきました。今後はESS（エネルギー貯
蔵システム）の普及本格化も加わり、需要拡大が継続する見通しです。
　電池メーカーや各種部材メーカーは、供給能力を拡大するとともに、用途の広がりに伴う多様なニーズに対応する
新たな技術の開発に注力しています。
　また、世界のLIB需要量が増加する中、LIBのリユースやリサイクルの需要も増加し、新たな市場が形成されていく
見通しです。

当社グループの強み 　 蓄積してきた知見と業界をリードする高い技術力により、多様なニーズに応える 

高品質のセパレータを提供

　当社グループは1970年代からLIBの研発を行っており、現在のLIBの原型を開発しました。長い歴史で培った技術や
知見をもとに、LIB主要部材の一つであるセパレータ事業を展開しています。
　技術力に基づく高い性能と安全性、安定供給力、また、湿式膜・乾式膜の両方を手掛ける強みを活かした提案力や製
品開発力等が高く評価されており、特に高性能が求められる分野において顧客と強固な関係を構築しています。また、
環境にやさしい製造プロセスや、これまで築いてきた包括的な特許網等も当社グループの強みです。旺盛な需要に応え
るため、中期的には生産能力を30億m2／年へと拡大していく計画です。
　LIB市場が拡大する中国では、2021年に当社子会社であるPolypore International, LPと上海恩捷新材料科技股
份有限公司（SEMCORP）が乾式セパレータの合弁会社を設立し、中国におけるESS用LIB市場の開拓を目指してい
ます。

事業戦略

LIB用セパレータ市場規模の推移
（億m2）

GG10  蓄エネルギー Environment & Energy 
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新たなニーズへの価値提供により、車室空間のソリューション
プロバイダーへ
　当社が優位性を有する「デザイン」「サステナビリティ」「快適」ソリュー
ション力にさらに磨きをかけ、UX*2を起点とした素材・部品開発および
サービス提供を通じて独自性のある車室空間のソリューションプロバ
イダーとなることを目指します。
　Sageは顧客ニーズを踏まえた素材ラインアップの拡充、市場需要を
踏まえた適地適産体制を構築することで高付加価値型の事業ポート
フォリオへ転換し、リーディングサプライヤーのポジションを一層強化
します。2024年には1,000億円以上の売上高を目指しています。
「Dinamica®」は生産能力増強とともに、サステナビリティへの取り組
みをさらに強化していきます。
　また、多様化する車室空間ニーズに向けた成長戦略として、内装の
特定領域において自動車メーカーの開発に直接的に関与・貢献できる
事業基盤の獲得、植物由来素材やリサイクル性の高いモノマテリアル
素材、快適性の高い内装材の開発、車室空間をモニタリングし乗客の
快適状態をセンシングするシステムの開発等を通じてソリューションの
差別性を強化します。併せて、KAM*3を効果的に活用することで自動
車メーカーのクルマ作りを理解し、トレンド・ニーズに対応した開発提案
を通じて当社ならではの総合的ソリューションを提供していきます。
*2 User Experience
*3 Key Account Management

車室空間におけるニーズの多様化により拡大する内装材市場において、 
当社独自の差別性を有した高付加価値型のソリューション提供を目指します。

事業環境 　CASE・MaaSの進展により車室空間へのニーズが多様化、内装材市場は成長が見込まれる

　自動車業界の潮流であるCASE・MaaSの進展により、車室空間に対するニーズは多様化が進んでいます。
　それに伴い、素材や部品にも従来
と異なる機能・特性が求められてお
り、内装材市場は自動車生産台数
の伸び率以上の成長が見込まれて
います。多岐にわたる製品・技術を
有する当社にとって、車室空間にお
けるニーズの広がりは大きな成長の
機会です。

当社グループの強み 　Sageの高い提案力と当社の多様な製品による総合的なソリューション提供

　当社は2018年にグループに加わったSageの強みである「デザイン力」「顧客提案力」をベースに、地域戦略・素材戦略を
グローバルに推進することを通じて内装材事業を大きく拡大させ、シートファブリック*1市場でグローバルリーディングサプ
ライヤーの地位を築いてきました。
　当社のスエード調人工皮革「Dinamica®」は、高品質かつ製造工程で有機
溶剤を使用しないサステナブルな素材として高く評価されており、そこに
Sageのデザインを組み合わせることで、独自性のある高付加価値品として
グローバルで採用が増加しています。
　また、当社の多様な製品・技術には、車室空間の質の向上に貢献できるも
のも多く、それらを組み合わせた当社ならではの提案には大きな機会があ
ると考えています。自動車メーカー向けにIPランドスケープを活用した提案
を行うなど、グループのDX・知財等の基盤も活用しています。
*1 天然皮革・合成皮革を除く、織物、編物、不織布製のカーシート生地

事業戦略

CASEが車室空間にもたらす変化

Connected Autonomous Shared Electric

車室空間における 
変化

•  室内環境の 
モニタリング

•  乗員の認識・ 
監視

•  リビングルーム化、
オフィス化

•  シートデザイン・ 
レイアウトの 
多様化

•  不特定多数での 
共用

•  利用シーンに 
応じた仕様

•  静音化
•  熱マネジメント
•  軽量化

内装材・部品への 
新たなニーズ

•  モニタリング 
技術

•  スマート 
テキスタイル

•  快適性
•  デザイン性

•  清掃容易・防汚性
•  防臭・抗菌性
•  機能の高度化・ 
多様化

•  防音、防振、断熱
•  新素材への代替

GG10  自動車内装材 Mobility 
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電子部品・電子材料の融合を通じて、新たな市場のニーズに 
特徴あるソリューションを提供
　電子部品・電子材料事業の融合のもと、市場動向を的確に捉え、蓄
積してきた各種技術をソリューション化し、最先端のニーズに向けて特
徴ある製品・サービスを通じ新たな価値を提供していきます。
　環境意識の高まりによるニーズに関しては、電気自動車向けのセン
シングソリューションや、空調等の省エネに貢献するホール素子の機会
を追求します。
　デジタル社会の進展では、5G、6G等の通信システムに対応する新
たな電子部品や、データサーバー等で使われる最先端半導体および実
装プロセス革新向け電子材料をさらに進化させていきます。
　健康・長寿社会の快適志向に対しては、音質制御や各種センシング
技術で居室・車室等の空間の音・空気質の向上等のソリューション提
供を進めます。

　また、次の成長に向け、イノベー

ション創出のための組織を新設しま

した。最先端のニーズを捉え、外部

からの技術導入やM&Aも含めた価

値創出を目指します。

電子部品と電子材料の双方を有するユニークさを活かし、その融合を通じて 

デジタル社会で求められるニーズに特徴ある部品・部材、ソリューションで応えます。

事業環境 　社会の変化に伴い多様化するニーズにより、デジタル技術・ソリューションの進化が加速

　社会のデジタル化の加速に伴い、デジタル技術・ソリューションは常に進化し、市場も拡大し続けています。また、あらゆ
る分野でニーズが多様化する中、事業環境の変化も速く、それらに対応し新たな価値を提供していくうえでも、デジタル技
術・ソリューションは欠かせないものとなっています。
　中長期的には、環境意識の高まりによる自動車電動化等の新たな潮流や、5G、6G等の高速通信システムの普及を含むデ
ジタル化の進展、健康・長寿社会における快適志向等のテーマがデジタル技術・ソリューションの発展を牽引すると見られ
ており、市場も大きく拡大していく見通しです。

当社グループの強み 　電子部品と電子材料のそれぞれで市場をリードする付加価値の高い製品を展開

　電子部品と電子材料の双方の事業を展開していることは当社グループの大きな強みです。
　電子部品では、音質制御や磁気、ガス等のセンシングにおいて、省エネや健康・快適市場に向けた競争力のある技術・ソ
リューションを有しています。また、デジタルとアナログの橋渡しをするミックスドシグナルLSIの設計技術でも業界をリード
しています。世界トップクラスのシェアを有する製品も多く、特徴のある電子部品メーカーとして顧客と強固な信頼関係を
築いています。
　電子材料では、最先端の半導体に用いられる競争
優位性の高い製品を有しています。半導体素子の
表面保護膜である感光性ポリイミド「パイメル™」
や、プリント配線板の回路形成に使用される感光性
ドライフィルムレジスト、超極薄地のプリント基板用
ガラスクロス等では世界トップクラスのシェアを保持
し、グローバルで高い評価を受けています。

事業戦略

電子部品事業 電子材料事業

省エネ・快適市場で競争力のあ
るセンシング技術を強みに革新的
製品を創出

製品例

• 電流センサー
• ガスセンサー（CO2、アルコール）
• 磁気センサー
• ミリ波レーダー

最先端半導体・実装プロセス革新
に対して競争優位性の高い製品・
ソリューションを提供

製品例

• 感光性ポリイミド
• 感光性ドライフィルム
• 高機能ガラスクロス
• エポキシ樹脂硬化剤

GG10  デジタル関連ソリューション Life Material 
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建材事業
•  軽量気泡コンクリート（ALC）「ヘーベル™」
•   フェノールフォーム断熱材「ネオマフォーム™」 
「ネオマゼウス™」
•  基礎杭、構造資材

海外事業部門・その他
• 豪州事業　 
•  北米事業

リフォーム部門
• メンテナンス・改装等

住宅領域

住宅領域担当
取締役 兼 専務執行役員
兼 旭化成ホームズ（株）
代表取締役社長  
兼 社長執行役員
兼 旭化成建材（株）取締役

川畑 文俊

住宅領域
2021年度売上高

8,224億円
（組替後*）

海

外18%

基本戦略

国内事業は生涯にわたる顧客価値の最大化、海外事業は成長投資継続とこれまでの投資からのリターン
創出により、高いROS（10%）、ROIC（30%強）を保ちながら、キャッシュ創出力を高める

セグメント別の売上構成比と主な製品  

売上高フリー・ 
キャッシュ・フロー率  
(%)

  新中計の基本方針  

住宅事業
建築請負部門
•  戸建住宅「ヘーベルハウス™」　
• 集合住宅「ヘーベルメゾン™」

不動産部門
• 賃貸管理事業、不動産仲介事業
• 分譲マンション「アトラス™」

　2021年度は、豪州McDonald Jones Homes 

Pty Ltd（2022年4月にNXT Building Group Pty 

Ltdに商号変更）を連結子会社化し、北米事業と豪

州事業からなる海外事業部門を新たな住宅事業の

柱として立ち上げました。

　住宅領域としての事業ポートフォリオを時代の

ニーズに合わせて確実に変革させることは、社会

への新たな価値提供につながるとともに、当社グ

ループの安定的なキャッシュ創出を一層強化する

と考えます。既存事業で培った強みを活かして新

事業・新市場へ積極的に展開し、顧客満足を今ま

で以上に追求しながら、ビジネスモデルを変革さ

せていきます。

業績推移とKPI

営業利益成長率／ROS  
(億円) (%)

ポートフォリオ戦略

 挑戦的成長   成長事業への重点的リソース投入
•   北米・豪州のプラットフォームを活用した拡大展開 
（継続的なM&Aを含む）
•  環境配慮型住宅・建材の拡大 
（ZEH、ZEH-M、高性能断熱材）

 キャッシュ創出   国内事業の高付加価値化推進と 
海外事業のシナジー効果最大化

•  国内事業：根幹は顧客満足。時期や環境によって変わり続けるくら
しのニーズにシームレスに応える住まいやサービスの開発・提供

•  海外事業：国内で培った工業化・システム化・デジタル化のノウ
ハウを活用し収益性向上

8.98.9

0

0

(4)

300

600

1,200

900

1,500 16

12

8

4

20

2019 2020 2021 2022 2024
（200）

組替後 * 予想 目標

0

200

400

600

800

1,000

729

950

CAGR 9% 10.210.2

8.8

0

12

6

18

CAGR 4%

10.6

2021 2024

組替前 目標

4.5

5.6

0

2

4

6

8

10

（年度） （年度）

（左軸） 営業利益　（右軸） 営業利益率

建材事業

海外事業部門・
その他

リフォーム部門

不動産部門

建築請負部門

 * 2022年度の開示区分変更を反映した数値
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事業間のシナジーを強化し、さらなる価値提供を目指す
　住宅事業の根幹は顧客満足の追求にあり、目指すのは、生涯にわたる顧客
価値の最大化です。人生のステージによって変わるくらしのニーズにシーム
レスに応えられるよう、リフォーム事業、不動産流通事業、保険やインフラ事
業など、建築請負事業から始まる事業間のシナジーを強化し、選ばれ続ける
住宅・サービスを提供することで、安定した高い収益力とキャッシュ創出力を
実現します。
　また、戸建住宅のZEH比率向上に加
え、集合住宅のZEH-Mの受注比率を
2024年に70%とする目標を掲げました。
施策の一環として、2021年3月より、 
旭化成ホームズが新築の「ヘーベルメ
ゾン™」の屋根をオーナーさまから30年
間お借りして太陽光発電設備等の設置と
維持管理を行う、独自の賃貸住宅経営シ
ステム「Ecoレジグリッド」の運用を開始し
ました。賃貸オーナーさまと入居者さま、
そして当社が共同で環境貢献と防災力
強化に取り組み、さらなる価値提供を目
指しています。

事業の根幹である顧客満足を追求し、いのちを守り、くらしを豊かに、 
人生を支えるプラットフォームをつくります。

事業環境 　住まいが解決できる社会課題は多く、住宅の潜在需要は底堅い

　国内の住宅ストック数は、総世帯に対し量は充足しているものの、人が居住する住宅のうち約4割が耐震基準を満
たしておらず、バリアフリー・省エネ性能の両方を満たす住宅はわずか数%に留まります。特に都市部では、着工件数
がピークにあった1970年代に建築された大量の住宅の老朽化が進み、将来世代に継承できる良質な住まいへの更
新が急務となっています。
　また、政府は2030年度以降に新築される住宅についてZEH

基準の省エネ性能確保を目標とするなど、住まいとエネルギー
を取り巻く環境も大きく変化しています。現状は、ZEH基準を
満たす新築注文戸建住宅の比率は2020年度時点で24%に留
まり、集合住宅のZEH化（ZEH-M）は業界全体でも実例がまだ
少ない状況です。普及を牽引する住宅メーカーの役割は、今後
さらに大きくなると言えます。

当社グループの強み 　旭化成ホームズ創業当時から受け継がれる「LONGLIFE（ロングライフ）」の思想

　旭化成ホームズは、創業当時より世代を超えて住み継がれる住まいのあり方を追求してきました。人生100年時代
と言われる超高齢社会を迎え、人びとの価値観が多様化する中、当社の提唱する「LONGLIFE」思想に改めて注目が集
まっています。
　「ヘーベルハウス™」の高い耐震・耐久性能に加え、ライフスタイルの変化に柔軟に応えるプランニング力や長期
保守・点検システム、次世代への継承時のサービス体制などは、地球・社会環境への配慮にもつながり、サステナブ
ルな社会の実現に貢献します。ZEHに関しても、長期にわたり高い断熱性能を発揮し続ける次世代断熱材「ネオマ
フォーム™」の採用や、蓄電池の設置推奨による防災力の向上、自社が運営する電力小売事業「へーベル電気」に
よる余剰電力買い取りなど、当社ならではの付加価値提案を行っています。

事業戦略
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(%)

出典： 一般社団法人 環境共創イニシアチブによる調査発表会資料より
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GG10  環境配慮型住宅・建材 Home & Living

2020年のハウスメーカー目標
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事業戦略事業戦略

GG10  北米・豪州住宅

品質の向上に加え、施工の効率化による工期短縮で収益力を強化
　日本の住宅そのものを海外に持ち込むのではなく、市場と当社の考え方を
深く理解する現地企業と協力し合うこ
とで、工程改善やIT活用による施工の
効率化と工期短縮、品質の向上を実
現します。海外事業は2025年に売上
高2,000億円、ROSは国内同等レベ
ルの10%以上を目指します。

 北米   木造戸建住宅の壁や屋根を製造・
施工する建築部材サプライヤーである
Erickson Framing Operations LLCを中
心に、基礎・電気・空調設備工事や配管工
事などを手掛ける企業を子会社化しまし
た。施工現場での多岐にわたる工程を合理
化するサプライヤーモデルの確立を目指し
ます。

 豪州   大手戸建住宅会社であるNXT 

Building Group Pty Ltdを中心に、スチー
ルフレームメーカーを子会社化し、躯体工
程を内製化しました。ビルダー単独・サプ
ライヤー単独では成しえない競争優位性の
高い豪州モデルを確立し、顧客満足を追求
していきます。

工業化を通じた効率化や生産性向上を実現し、 
現地に適した高品質な住まいを提供します。

事業環境 　労働力不足、長い工事期間、IT化の遅れという現状に、大きな機会

　住宅事業の海外展開においては、経済規模、人口成長率、高所得者の割合の視点から、進出エリアを北米・豪州
に限定し事業を展開しています。近年の住宅需要の高まりの一方で、慢性的な労働力不足や資材不足による工事
遅延、資材価格の上昇による建築費の高騰など、建築現場の合理化とコスト削減のニーズが急速に高まってい 

ます。

北米市場　
大きな人口割合を占めるミレニアル世代が住宅購入の
適齢期に入ったことを主要因に、住宅需要は底堅く推移
する見込みです。COVID-19による環境変化に伴い、持
家志向が強まり需要が大きく増加しています。当社が主
に事業を展開するアリゾナ州は、多くの企業の進出もあ
り特に人口増加率が高い地域ですが、労働力不足など
から住宅供給量は不足しています。

豪州市場　
自然増と移民政策を背景に、人口が2030年までに現在
の15%増の約3,000万人に達すると予想され、住宅産
業は中長期的に安定的な成長が見込まれます。また、
COVID-19の影響に伴う補助金政策により歴史的な建
築需要が生じたことで受注は好調に推移していますが、
資材価格のほか、労働力不足により労務費が著しく高騰
し、工期が長期化しています。

当社グループの強み 　「ヘーベルハウス™」を通じて培った、工業化住宅の開発・設計・施工ノウハウ

　規格化された部材や、プレハブ工法により品質管理された日本の工業化住宅は、産業として確立されています。こ
れは世界でも稀なケースで、地震の多さや多湿な気候に対し求められる品質を追求したことで、独自の技術が進化し
たと言われています。当社は、1970年代に住宅の需要拡大を背景に住宅事業へ本格参入して以来、3階建住宅や二
世帯住宅などの「都市型住宅」の提案や、高品質の住宅を効率的に提供する仕組みを構築してきました。その過程で
培った開発・設計・施工ノウハウは、工期が日本の倍近くかかる海外の建築業界・建築現場にイノベーションを起こし、
施工の合理化と住まいの品質向上に貢献するものと考えます。

海外事業部門の売上高目標
(億円)

202220212020 2025
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Home & Living
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ヘルスケア領域

ヘルスケア領域
2021年度売上高

4,159億円

国内24%

ヘルスケア領域担当（共管）
取締役 兼 専務執行役員
兼 旭化成ファーマ（株）取締役会長
兼 旭化成メディカル（株）取締役会長
兼 ZOLL Medical Corp. Board Director

坂本 修一

ヘルスケア領域担当（共管）
専務執行役員
兼 ZOLL Medical Corp.

Chairman, Board Director

Richard Packer

医療事業　
•  ウイルス除去フィルター「プラノバ™」
• 人工透析
•  アフェレシス（血液浄化療法）関連機器
•  CRO／CDMO

医薬事業　
• 骨粗鬆症治療剤「テリボン®」「リクラスト®」
•  血液凝固阻止剤「リコモジュリン®」
• 関節リウマチ治療剤「ケブザラ®」　•  免疫調整剤「プラケニル®」
•  免疫抑制剤「Envarsus XR™」

基本戦略

“Improve and save patients’ lives”のミッションのもと、医薬・医療機器の双方でグローバル市場における 

幅広い事業機会を捉え、グループの利益成長を牽引する

セグメント別の売上構成比と主な製品  

ROIC  
(%)

  新中計の基本方針  

クリティカルケア事業　
• 医療機関向け除細動器
•  着用型自動除細動器「LifeVest®」
•  自動体外式除細動器（AED）
•  人工呼吸器
•  体温管理システム
•  植え込み型中枢性睡眠時無呼吸症治療デバイス
•  睡眠時無呼吸症在宅検査・診断ソリューション

　2021年度は、クリティカルケア事業における睡

眠時無呼吸症関連のM&Aや、医薬事業における

ライセンス導入、医療事業におけるバイオプロセ

ス事業の設備投資決定等、引き続き積極的な事業

拡大への取り組みを行いました。

　ヘルスケア領域は、医薬と医療機器の両事業を

世界で展開する「グローバル・ヘルスケア・カンパ

ニー」への進化により、当社グループの成長を牽引

する大きな柱となることを目指しています。患者さ

まの「いのち」を救い、QOLを向上させるという使

命に向けて、医療のニーズに対し最適なソリュー

ションを提供し、さらなる成長を追求します。

業績推移とKPI
EBITDA成長／EBITDA率  
(億円) (%)

ポートフォリオ戦略

 挑戦的成長   事業開発による成長加速
•  クリティカルケアにおける革新的医療機器の市場投入
•  旭化成ファーマとVeloxisの連携によるグローバル医薬事業拡大
•  バイオプロセス事業のスコープ拡大による市場成長の取り込み

 キャッシュ創出   海外事業の成長と国内事業の体質強化に
よる収益貢献

•  クリティカルケア、医薬、バイオプロセス事業における海外市場
ポジションの強化、拡大

•  DXなどの活用による国内事業の運営効率化、高度化
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GG10  グローバルスペシャリティファーマ

旭化成ファーマ、Veloxis、両社のコア領域における知見を活かす
　「Envarsus XR™」は医薬事業の成長牽引役として引き続き販売拡大を目指します。
　グローバルでは、旭化成ファーマとVeloxisの知見を活かして臨床開発や事業開
発（M&A、導入、オープンイノベーション）を加速させ、新薬の開発、上市、販売拡
大を目指すべく、イノベーションの最前線かつ最大市場である米国における臨床
開発・事業開発機能の強化を進めています。また、日本、米国に加え、欧州での新
たな事業基盤確立も視野に入れ、さらなる成長機会の獲得を目指します。
　国内市場では、「テリボン®」「ケブザラ®」等の既存製品の販売拡大を図るととも
に、導入によるパイプライン拡充も積極的に行っています。加えて、創薬研究にお
いてはアカデミアやバイオベンチャーとの提携を推進し、オープンイノベーション
による画期的な新薬の創出を目指します。

免疫・移植の周辺疾患領域にフォーカスした 

「グローバルスペシャリティファーマ」へと進化します。

事業環境 　世界最大の規模を誇る米国医薬品市場が医薬事業拡大の大きな鍵を握る

　世界医薬品市場は2025年に1兆6,000億ドル規模に達すると予想されています（2021～2025年CAGR3～
6%）。中でも米国市場は引き続き世界最大の市場です（2025年に6,050億～6,350億ドル*1）。製薬企業の取
り組みに加え、産官学や創薬ベンチャー、投資家などの役割分担と連携でイノベーションを生み出すエコシステ
ムが構築されており、医薬事業の拡大には、米国市場における事業プラットフォームの獲得が大きな鍵となって
います。
　当社の強みを活かして展開する腎不全・腎移植市場においては、米国の成人人口の7分の1にあたる約3,700

万人が慢性腎臓病に罹患しており、うち78万人が末期腎不全であると言われています。腎移植手術は透析に比
べQOLと医療経済性が高い治療法として評価されており、年間約2.5万件の手術が行われ、その件数は今後も
増加する見通しです。
*１ 参考：IQVIA「Global Medicine Spending and Usage Trends Outlook to 2025」

当社グループの強み 　 Veloxisの特長ある免疫抑制剤「Envarsus XR™」と米国における営業チャネル

　Veloxisは腎移植患者向けの免疫抑制剤「Envarsus XR™」を展開し、免疫・移植の分野で米国の大病院や専
門医との営業チャネルを確立しつつあります。本剤の特長は、独自の徐放製剤技術により最高血中濃度の上昇
を抑えて有効成分濃度を長時間保つことで、1日1回の服用を可能とするとともに、副作用の軽減も期待される
ことです。すでに米国で多くの高度医療
施設から腎移植患者の必須薬として指
定されており、タクロリムス市場における
シェアは現在10%を超え、新規腎移植
患者におけるシェアも30%以上と、順調
に推移しています。

事業戦略

Health Care

地域 コア領域 製品 目指すグローバルスペシャリティファーマ像

旭化成ファーマ

免疫・移植の周辺疾患／ 
スペシャリティ 

（専門医／特殊疾患）へ 
フォーカス

大病院 
（病床数が多い）へ

フォーカス日本

整形外科 • テリボン®

• リクラスト®

救急／病院 • リコモジュリン®

免疫
• ケブザラ®

• ブレディニン®

• プラケニル®

Veloxis Pharmaceuticals

米国 移植 • Envarsus XR™
• VEL-101（旧FR104）

*  侵襲性／重症感染症（例：深在性 
真菌症）

1 2

移植後、生涯にわたり
免疫抑制剤を服用

腎移植後治療中の患者数：約20万人
（毎年新たに約2.5万人が移植を実施）透析患者数：約50万人

出典：National Kidney Foundation
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血液透析 腹膜透析 生体腎移植 献腎移植

透析療法 腎移植

末期腎不全の治療方法

腎疾患感染* 免疫・ 
移植



GG10  バイオプロセス

CRO・CDMO事業への参画によりさらなる成長機会の獲得を目指す
　当社グループはバイオプロセス関連製品の分野で築いた顧客基盤やブランドを活かし、さらに
業容拡大を進めます。2019年には、製薬企業に対しウイルス安全性試験などのバイオセーフティ試
験受託サービスの提供を行うオーストリアのVirusure Forschung und Entwicklung GmbH、2021

年にはマイコプラズマ試験の受託を行う米国のBionique Testing Laboratories LLCを買収し、生
物学的製剤の安全性評価領域でのCRO事業（医薬品の開発受託サービス）に参入しています。
　また、新たにCDMO事業（医薬品の開発製造受託サービス）にも参入しました。2022年5月に買収し
た米国のBionova Scientific, LLCは、製薬企業に対して製造プロセス開発受託、製造受託サービス
を提供するバイオ医薬品CDMO企業です。製造が難しい複雑な次世代抗体医薬品についても多く
の実績があり、そのプロセス開発技術は高く評価されています。カリフォルニア州の本社を中心に、
西海岸に多く存在する創薬ベンチャーに対し、大手CDMO企業が参入しにくい小規模の研究開発案
件に対するプロセス開発と製造を受託することで、差別化を図り受注拡大を目指します。
　今後は、製薬企業に対して包括的な製品・サービスを提供し、高い成長が見込まれる次世代医薬
品を含めた製薬市場の成長を多面的に取り込むことを目指します。

製剤の安全性と生産性の向上に貢献する 

製薬企業にとってのプレミアムパートナーへ進化します。

事業環境 　 バイオ医薬品市場の急拡大に伴う、バイオプロセス関連市場拡大

　創薬技術の多様化や高度化により、医薬品開発の主軸が化学合成により製造される低分子
医薬から、遺伝子組み換えや細胞培養などのバイオテクノロジーを利用して製造されるバイオ
医薬へ、さらには細胞治療、遺伝子治療、核酸医薬などの次世代治療へと移行する中、バイオ
プロセス関連市場は拡大の一途にあります。
　中でも、バイオ医薬品や血漿分画製剤など生物由来の製剤へのウイルス混入リスク抑制に用
いるウイルス除去フィルターの市場は、これまでバイオ医薬品・血漿分画製剤の市場の伸びに
応じて堅調に拡大してきており、今後も高い成長が見込まれています。バイオ医薬品の製造プ
ロセス開発においては、製剤ごとの特性に応じて最適化されたプロセス開発を行い、それに合
わせたフィルターを選定する必要があります。製薬企業から信頼できるパートナーとして選んで
いただくためには、幅広い製品ラインアップのほか、高い製品品質と供給の安定性が重要です。

当社グループの強み 　 ウイルス除去フィルター分野におけるリーディングポジション

　1989年に、当社が世界で初めて生物学的製剤からウイルスを除去するために開発したセル
ロース製中空糸型フィルター「プラノバ™」は、世界シェアNo.1を確立しています。バイオ医薬
品や血漿分画製剤の製造プロセスにおいては、高度な品質管理が必要とされ、膜の孔径サイズ
によってウイルスを高精度に分離する当社の技術は、高い評価と信頼を得ています。また、顧客
要求に応じた製品提案力や安定した製品供給力、学術的知見に裏打ちされた技術サポートなど
により、製薬企業や業界のKey Opinion Leaderとの強固なネットワークを確立してきました。
　また、当分野において重要な安定供給を高いレベルで実
現するため、宮崎県延岡市における「プラノバ™」組立工場
の新設を決定しており、2023年度中の竣工を予定していま
す。新工場では自動化やDXを最大限に推進し、品質と生産
効率を大幅に向上させるスマートファクトリーを実現する予
定です。

事業戦略

Health Care
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バイオセーフティ 
試験受託サービス
（CRO）

開発製造受託 
サービス 
（CDMO）

バイオ医薬品
血漿分画製剤

次世代医薬品

ウイルス除去 
フィルター

精製フィルター

装置

顧客基盤、顧客基盤、
ブランド等に ブランド等に 
おける おける 
相乗効果相乗効果

顧客基盤、
ブランド等に 
おける 
相乗効果

 （遺伝子治療、細胞治療、再生医療、次世代ワクチンなど）



周辺領域への拡大周辺領域への拡大

既存事業の成長既存事業の成長既存事業の成長

周辺領域への拡大

心肺関連疾患領域におけるポートフォリオ拡充によりさらなる成長を追求
　クリティカルケアでは、心肺蘇生を中心とした既存事業のオーガニックな成長を継続しな
がら、M&Aを活用した既存事業の一層の拡大や周辺領域への展開を推進していきます。
　Resuscitationに関しては、米国に加えて、欧州等をはじめとした米国外での拡大と製
品ポートフォリオの多様化により、市場ポジションを拡大します。Cardiac Management 

Solutionsの「LifeVest®」については、米国を中心に市場浸透率を高めてきましたが、さら
なる普及を図り、標準的な治療法として確立させることを目指します。
　RespicardiaやItamarの展開する睡眠時無呼吸症の診断・治療に関しては、これまで
事業で培ってきた心疾患の知見や医療機関との連携をインフラとして活用し市場浸透を
加速します。心肺関連疾患や周辺急性期医療領域におけるアンメットニーズを解決する
製品ポートフォリオ拡充を図り、さらなる成長を追求していきます。

GG10  クリティカルケア

心肺蘇生を中心とする既存事業に加え周辺領域への拡大でさらなる成長を 

追求し、一人でも多くのいのちを救い、健康に貢献することを目指します。

事業環境 　 心疾患に関連する医療ニーズはグローバルで拡大

　米国を含む先進国の多くにおいて心疾患は死因の第1位となっており、心停止に対して用いられる除細
動器等の救命救急医療機器や、心疾患およびその関連疾患の診断・治療機器に対するニーズは高まって
います。
　除細動器には植え込み式と体外式があり、体外式には、医療機関向け製品に加え、公共施設等に設置
されるAED（自動体外式除細動器）や、心停止リスクを抱えた患者が常時身に着ける着用型があります。
心停止状態になると、1分経過ごとに大きく救命率が下がると言われ、迅速な救命のための医療機器やシ
ステムのさらなる普及が必要とされています。
　また、心疾患の周辺領域でも有効な治療が確立されていない疾患は多く、アンメットニーズが多く残さ
れています。

当社グループの強み 　 市場をリードする各種除細動器に加え、M&Aで新たな事業を獲得

　ZOLL Medical Corporationは、心肺蘇生に関わる広い製品ポートフォリオと豊富な技術を有しており、
既存事業の成長に加え、M&A等で新規技術・ 事業を獲得し育成することで拡大してきました。
　医療機関向け除細動器やAED等を展開するResuscitation（蘇生事業）と、着用型自動除細動器
「LifeVest®」を中心とするCardiac Management Solutions（心臓管理ソリューション事業）の2つが現在
の主要な事業ドメインです。
　医療機関向け除細動器、AED、「LifeVest®」のいずれも、米国を中心に世界首位のシェアを有し、優れ
た技術開発力と顧客満足度の高いサポート体制を有しています。特に「LifeVest®」は新たな市場の開拓
者として確固たるポジションを確立しており、世界で累計80万人以上の患者に着用され、数千人の命を
救ってきた実績があります。
　また、2021年度のRespicardia, Inc.およびItamar Medical Ltd.の買収では、心疾患患者が併発するこ
との多い睡眠時無呼吸症の診断や治療のための画期的なデバイスを獲得し、新たな分野に進出しました。

事業戦略

Health Care

心肺蘇生 

医療機関向け除細動器、AED等 「LifeVest®」等

TherOx（2019年6月買収） 
急性心筋梗塞治療デバイス

急性心筋梗塞 心不全 呼吸機能障害

Respicardia（2021年4月買収）
植え込み型中枢性睡眠時無呼吸症治療デバイス 

Itamar（2021年12月買収） 
睡眠時無呼吸症在宅検査・診断ソリューション 
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Q1 2012年度にZOLLは旭化成グループの一員になり、 

2022年で10年が経ちます。これまで著しい成長を遂げ

てきましたが、その原動力・成功要因は何でしょうか。

　ZOLLはこの10年間で売上高を約4倍に拡大することが

できました。この成長を誇りに思っています。またこの間、

旭化成は私たちに多大な支援をしてくれました。旭化成と

ZOLLの関係を成功に導いた要因はいくつかありますが、最

も重要なことは、互いに敬意を持って接していることでしょ

う。我々は、互いに恩恵を与え、支え合う関係を築いてきま

した。例えば、旭化成の健全な財務基盤や、我々が共有す

るイノベーション重視の姿勢により、ZOLLは自らのビジネ

スや旭化成グループにとって最適と思われる方法で成長戦

略を追求することができました。もう一つの要因は、旭化成

とZOLLが共に長期的な成長を目指していることです。旭化

成グループに参画して以来、ZOLLの売上高年平均成長率

は14%（米ドルベース）に達しており、旭化成グループの強

固で長期的な成長戦略の一翼を担っていることを誇りに

思っています。

Q2 ZOLLは、M&Aを通じて事業拡大を図ってきましたが、 

これまでどのような投資を行ってきましたか。また、戦略

的投資を検討する際に重視していることは何ですか。

　ZOLLは、自らの事業を補完し、成長を促し、患者さまの

ケアを向上させるようなM＆Aの機会を常に探しています。

また、戦略的投資において、3つのアプローチをとっていま

す。1つ目は、大きな可能性を秘めているスタートアップへ

の小規模な株式投資、2つ目は、将来に買収オプションを行

使できる投資。そして3つ目は、ZOLLのビジネスポートフォ

リオに適していると考えられる企業やテクノロジーの買収

です。2012年に旭化成グループに参画して以来、ZOLLは

12件の買収(総額約12億米ドル)と多数の企業への投資を

行ってきました。これらの取引の中には、既存のビジネスを

強化するものもあれば、周辺領域への拡大につながるもの

もあります。

Jonathan Rennert
Chief Executive Officer
ZOLL Medical Corporation

旭化成グループを牽引し、 
次の10年に向けて、 
さらなる飛躍を目指す

ZOLL CEOインタビュー  クリティカルケア
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Q3 ZOLLの主力事業であるResuscitation（蘇生）事業と

Cardiac Management Solutions（心臓管理ソリュー

ション）事業について、どのような継続的な成長路線を 

目指しているのでしょうか。また、今後どのようなことに

注力していきますか。

　これらの主力事業は、どちらも市場をリードする製品を展

開しています。しかし、それらの製品や技術を必要としてい

る患者さまは、世界中に未だ多数いると考えており、今後も

積極的な成長戦略を追求し続けていきます。

　Resuscitation（蘇生）事業は、体外式除細動器市場での

リーダーシップ拡大のための技術革新や製品開発に投資し

ています。また、統合データソリューションの需要増加への

対応、ならびに製品トレーニングやデバイステスト、ソフトウェ

アアップデート、テクニカルサポートを含む「Expert Care™」

サービスの拡大などによる収益基盤の多様化にも取り組ん

でいます。

　Cardiac Management Solutions（心臓管理ソリュー

ション）事業は、心臓突然死の予防に重点を置いていた 

当初の方針から、心疾患の「連続したケア（Continuum  

of Care）」にわたる、幅広い臨床ニーズに対応するよう進化

しており、急性心血管疾患の診断、治療、管理に焦点を当て

ています。主力製品である「LifeVest®（着用型自動除細動

器）」に関わる技術を開拓、実用化してから20年が経ち、競

合他社もこの分野に参入し始めていますが、ZOLLは今でも

マーケットリーダーであり、これはZOLLの戦略の有効性を

立証するものです。引き続き注力することで、今後も世界

中で採用が進んでいくことでしょう。また、2021年度には 

「不整脈管理システム」を新たに発売するなど、心疾患の検

査機器のラインアップを拡充しています。今後は、買収した

RespicardiaやItamarの睡眠時無呼吸症領域と緊密に連

携し、より多くの患者さまが心血管疾患と関連性のある睡

眠時呼吸障害の診断と治療を受けられるよう支援するとと

もに、心臓病学と睡眠医学の世界との連携を強化していき

ます。

Q4 2021年度、ZOLLは睡眠時無呼吸症の治療、診断ソ

リューションを持つRespicardiaとItamarの2社を買収し

ました。この新事業分野への参入目的と、今後どのような

価値を生み出していくのかについて教えてください。

　睡眠時呼吸障害は心疾患の主要な併発疾患であり、両

社の買収によって、より多くの命を救う手助けをするという

ZOLLのコアミッションへの貢献を拡大することができます。

　心血管疾患と閉塞性睡眠時無呼吸症(obstructive sleep 

apnea：OSA)および中枢性睡眠時無呼吸症(central sleep 

apnea：CSA)の間には複雑な相互関係があることが研究で

明らかになっています。例えば、CSAは心不全患者に併発す

ることが多く、これらに罹患している患者さまは、世界中で

1,000万人いると推定されています。私たちは心臓病学と睡

眠医学のシナジーによって、治療機会が広がる可能性があ

ると考えていますが、そのことは心疾患患者における睡眠時

無呼吸症のスクリーニングの重要性に関する最近の臨床ガ

イダンスによっても示されています。もちろん、ZOLLはすで

に心疾患に深く根ざした専門知識を有していますが、睡眠時

呼吸障害へ事業を拡大することで、十分なケアを受けられて

いなかったより多くの患者さまに対して、診断と治療の分野

を互いに補完する製品で支援することが可能になります。

Itamarの自宅で検査可能な睡眠時無呼吸症検査機器「WatchPAT® ONE」

　 クリティカルケア
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　Itamarの「WatchPAT®」は、米国、欧州、日本を含む複

数の市場で販売されている家庭用検査機器で、睡眠時無

呼吸症の診断に革命を起こしています。心臓病学の世界と

睡眠時呼吸障害の世界を結び付けることで、家庭用睡眠時

無呼吸症検査市場におけるリーダーシップをさらに強固に

拡大していくことを期待しています。

　Respicardiaは、成人の中等度から重度のCSAを対象に

FDA*の承認を受けた唯一の植え込み型デバイスである

「remedē ® System」を提供しています。Respicardiaはイン

プラントおよび受注数において、顕著かつ着実な成長を遂げ

ており、2022年度もこの勢いが加速すると期待しています。

* FDA：Food and Drug Administration（米国食品医薬品局）

Q5 ZOLLは今後、どのような領域でビジネスを拡大してい

くのでしょうか。また2022年度はどのような分野への

投資を考えていますか。

　高齢化社会、デジタル化への投資、より良い医療サービ

スの需要拡大など、世界中で事業機会を増やすような力強

いトレンドがあり、メドテック（医療技術）の世界市場は2025

年までに約6,000億米ドルに上ると予想されている中、米

国以外の市場にも大きなチャンスがあることを認識してい

ます。また、魅力的な条件が整えば、さらなる投資を実行

する可能性もあります。

　2022年度は、2021年度に買収した2社（Respicardia、 

Itamar）の育成・拡大に重点を置きます。ZOLLのポートフォ

リオに加わった睡眠時無呼吸症に関する新しいテクノロ

ジーは、それぞれ数十億米ドル規模の潜在市場を有してい

ます。ZOLLの既存事業とのシナジーの実現と睡眠時無呼

吸症の市場への浸透の加速に注力していきます。

Q6 ZOLLのビジネスはヘルスケア領域を牽引する事業へ

と成長しましたが、次の10年でどのような成長を目指し

ていきますか。

　これまでの10年間、ヘルスケア領域は「グローバル・ヘル

スケア・カンパニー」への進化の加速を目指して取り組んで

きましたが、この道のりの中で、ZOLLは一翼を担ってきまし

た。そして、この成長は今後も続くと確信しています。

　加えて、ZOLLは旭化成グループにおいて米国で最大の

従業員数を誇っており、そこから生まれる2つの貢献があり

ます。一つは日本に比べて旭化成ブランドの認知度が低い

米国市場において、旭化成の「ブランドアンバサダー」とし

ての大きな価値を発揮していることです。そしてもう一つ

は、旭化成の日本的な経営スタイルと、それとは異なる米

国企業の一般的な経営スタイルとの架け橋としての役割を

果たすことです。M＆A等を通じて旭化成グループの一員

となる企業が増える中で、10年にわたる経験を活かし、両

者のバランスを図ることで大いに貢献しています。これも

ZOLLと旭化成が互いを尊重し、助け合うという良好な関係

を築いてきたことによるものでしょう。

　ZOLLの事業戦略は、重篤な心肺疾患に苦しむ患者さまを

救うことに重点を置いており、今後もこの考え方に変わりは

ありません。そして、私たちは成長のための野心的な目標を

持っており、Resuscitation（蘇生）事業におけるリーダーシッ

プを維持しながら、急性心筋梗塞や心不全、そして睡眠時呼

吸障害や急性呼吸器疾患など、他の急性期医療領域にも範

囲を広げていきます。そのために、製品やソリューションの

ポートフォリオを多様化し、また現在の製品やサービスの適

応拡大に向けた臨床研究を進め、これまでの買収のシナジー

効果を発揮することで、将来の成長を促進していきます。

　 クリティカルケア
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