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市場名	 東証1部	（証券番号		4185）

単元株数	 100株

［石油化学系事業］
エラストマー事業 ●	合成ゴム 	スチレン・ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、エチレン・プロプレンゴム

等の合成ゴムおよび精練加工品
●	熱可塑性エラストマー 熱可塑性エラストマーおよび加工品
●	エマルジョン 紙加工用ラテックス、一般産業用ラテックス、アクリルエマルジョン、

原料ラテックスの精製加工品、等
●	機能化学材料 高機能コーティング材料、高機能分散剤、工業用粒子、潜熱蓄熱材料、

遮熱塗料用材料、電池用材料、等
●	その他 ブタジエンモノマー等の化成品

合成樹脂事業 ABS樹脂、AES樹脂、AS樹脂、ASA樹脂等の合成樹脂

［多角化事業］
ファイン事業 ●	半導体材料 リソグラフィ材料（フォトレジスト、多層材料）、CMP材料、実装材料、等

●	ディスプレイ材料 液晶ディスプレイ用材料、反射防止膜材料、機能性コーティング材料、等
●	光学材料 耐熱透明樹脂および機能性フィルム、光ファイバー用コーティング

材料、光造形・光成形、等
戦略事業・その他 ライフサイエンス（診断薬材料、バイオプロセス材料）、リチウムイ

オンキャパシタ、等

この印刷物で使用している用紙は、
森を元気にするために間伐した木材の
有効活用に役立っています。

インフォメーション

こんなところにも

JSR PART7
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当社は、1960年に合成ゴムの国産化を始めて以来、順調に業容を拡大し、現在では、合成ゴム、合成
樹脂などの「石油化学系事業」ならびに半導体材料、ディスプレイ材料、光学材料、戦略事業などの「多角
化事業」をグローバルに展開しています。
2015年3月期から2017年3月期にかけて、中期経営計画「JSR20i6」を2020年ビジョン達成に向けた
第二段階「成長軌道へ」と位置付けて推進しています。
「JSR20i6」では、「重要施策を着実に成果に結びつける」「グローバル化対応」「持続的競争力の向上」
を3つのミッションとして取り組んでおります。
今回の「こんなところにもJSR PART7」では、戦略事業の柱のひとつであるライフサイエンス事業に
ついて、事業の背景にある医療動向ならびに当社が展開する事業領域および取扱製品などを紹介いた
します。

企業理念

ごあいさつ

合成ゴム・エマルジョンを中心とした
エラストマー事業と、ABS樹脂を取り扱
う合成樹脂事業とで構成されています。

半導体材料やディスプレイ材料と、次の柱となる戦略事業、その他事業で構成され
ています。

半導体材料 戦略事業・その他
タイヤや自動車部品などに使用される合成ゴ
ムに加えて、合成ゴムと合成樹脂の特徴を併
せ持つ熱可塑性エラストマーおよび印刷用紙
の表面加工用ラテックスに代表されるエマル
ジョンを事業展開しています。

最先端半導体の様々な製造工程に使われて微
細化・集積化を支えるリソグラフィ材料（フォト
レジスト、多層材料）やCMP（化学的機械的平
坦化）材料、実装材料などを提供しています。

最先端の医療ニーズをとらえた診断薬材料や
バイオ医薬品向けプロセス材料などを提供し
ています。

合成樹脂事業 ディスプレイ材料 リチウムイオンキャパシタ（LIC）事業

ライフサイエンス事業

自動車部品、家庭電化製品、建材など幅広い
用途に使用されるABS樹脂を中心としてスチ
レン系樹脂とポリマーアロイを事業展開して
います。

スマートフォンやタブレットPC、液晶テレビな
どで使用される液晶パネルを構成する多数の
素材が世界トップクラスです。高画質用の先
端製品や高機能製品を得意としています。

エネルギーを有効活用するための蓄電デバイ
スであるリチウムイオンキャパシタを提供して
います。

石油化学系事業 多角化事業

事業概要

エラストマー事業

私たちJSRグループの企業理念は、
会社の存在意義を明確にしたものです。
マテリアルが生み出す新たな可能性を追求し、
それにより価値を創造することで
社会に貢献することを目指してまいります。

マテリアルを通じて価値を創造し、
人間社会（人・社会・環境）に貢献します。
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医療トレンド

低副作用

疾患の早期診断
・疾患予防
・重症化抑制

生体情報の
モニタリングと
バンキング

高い有効性

個別化
医療

治療から
予防へ

保健衛生制度の確立による診断ニーズ
先進国での汎用技術の内製化の動き

テーラーメード
医薬品

（バイオ医薬品）

コンパニオン診断
遺伝子診断
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医療ニーズJSR事業展開分野

バイオプロセス分野
（バイオ医薬品）
P8～9参照

先端診断分野
P6～7参照

診断薬中間体事業
（中国）

ライフサイエンス事業 Life Sciences Business

医療の動向と事業展開分野

欧米など先進地域では健康寿命を延ばすことと医療費を抑えることが課題となっ
ています。この課題解決のキーワードが「個別化医療」と「治療から予防へ」です。

「個別化医療」は、従来より細かく一人ひとりに合った医療を提供することで治療の
有効性を上げていくものです。そのためには副作用が少ないバイオ医薬品を使用
したり、その人にはどんな薬が効くのかを細かく診断したりする必要が出てきます。

「治療から予防へ」は、病気の発症前
や、発症してもより早期に見つけること
で治療の負担を少なくするものです。
そのためには、どんな病気を発症する
可能性があるのかの診断や、日頃の健
康状態をチェックすることが重要になり
ます。

このようなキーワードからJSRグループは、先端診断分野ならびに製薬企業に
サービスを提供するバイオ医薬品開発・製造関連分野（バイオプロセス分野）を
中心に事業展開を図っていきます。

今後、病院や医師とも連携することにより、医療現場のニーズを製品/サービス開
発に活用してまいります。

副社長執行役員
佐藤 穗積
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抗体技術の応用
病
院
・
医
師

製
薬
企
業

外部企業への出資・提携

シーズ 機能材料 製品開発 許認可・申請 販売チャネル ニーズ

精製材料/デバイス開発 バイオ医薬品開発・製造受託

バイオプロセス
（バイオ医薬品）

診断薬中間体の製造販売（中国）

ベンチャーファンド
(JMLF#1)

膜状フィルター

連続クロマトプロセス シミックJSRバイオロジックス社

#1: JSR･mblVCライフサイエンス投資事業有限責任組合 ＝ JSR/JSRライフサイエンス/JSR Micro, Inc./JSR Micro N.V.

医学生物学研究所

診 

断

汎 用

先 端

研究試薬

大学
（研究、臨床）

ライフサイエンス事業 Life Sciences Business

事業領域と事業会社

JSRグループ内だけでなく、戦略的パートナーを拡大しながら、素材（シーズや機能材料）から
最終ユーザーである製薬企業や病院・医師まで繋げることで事業を推進していきます。
診断分野では、バイオ医薬品のひとつである抗体医薬の知見を持つ㈱医学生物学研究所（MBL）への
出資割合を増やしました。連携をいっそう強化していきます。

バイオ医薬品分野では、バイオ医薬品の製造プロセス開発および製造受託会社である米国KBI Biopharma
などへ出資することにより、製造プロセス全体の高度化・効率化で新たな価値を創出していきます。
また、将来的に病院や医師のニーズをとらえた事業推進・展開を図るため、
慶應義塾大学と「JSR・慶應義塾大学 医学化学イノベーションセンター」を設立し、共同運営していきます。
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ライフサイエンス事業 Life Sciences Business

先端診断分野

コンパニオン診断とは、医薬品や治療がその人に効くか効かないかを事前に判断したり、薬の副作用が
出る人をあらかじめ判別したりするために行う診断のことをいいます。
治療法最適化（治療スケジュール、用量、投与中止など）のために反応性をモニターするなど様々な目的に
活用されており、個別化医療に必須の診断です。
代表的な方法では、粒子に付けた抗体に結合した抗原（病気関連
物質）を検出し、診断を行います。JSRグループの持つ粒子技術
（磁性、着色、粒径制御、表面特性制御による高選択性）と㈱医学
生物学研究所が持つ多種多様な抗体を結合させて、様々な抗原
に対応する診断薬を準備することが可能です。

今後、社会が個別化医療に向かう中、病気の症状を示すバイオマーカーや遺伝子変異などの情報の検出も、
より重要になってきます。個別化医療の研究では、疾患に関わる情報やその解析ツールが必要です。その
ひとつが、「エクソソーム」と呼ばれる構造体から得られる情報です。血液や尿、羊水などの体液に含まれる
小粒子エクソソームには、未知のマイクロRNAなどの核酸やタンパク質が豊富に含まれ、これを研究する
ことが診断や治療に役
立つのではないかと期
待されています。

個別化医療のための研究試薬

個別化医療のためのコンパニオン診断とは？ JSR製品紹介／診断薬用粒子、診断薬中間体および研究用試薬の一部をご紹介します。

診断薬用磁性粒子

Magnosphere™

エクソソーム抽出キット

ExoCap™

Magnosphere™は、特定の生体由来物質を分離して
得るための高機能磁性粒子です。その表面は水となじむ
独自開発の高分子材料でコーティングされており、目的
以外のタンパク質などが吸着して混ざることを防ぎつつ、
粒子表面に固定した抗体などの働きは妨げないように
設計されています。この特徴から、診断薬などに用いる
担体として優れた性能を発揮します。

ExoCap™は、従来からあるエクソソーム単離手法（超遠
心分離やフィルターを用いた分離、沈殿させて分離する
方法など）と比較して、エクソソームをその成分や機能を
損なうことなく短時間で収量よく得ることができる研究
用試薬です。エクソソームの表面抗原に対応する抗体を
結合した磁性粒子、洗浄液および抗体が捕捉したエクソ
ソームを分離する液をセットしたキットの形で提供してい
ます。
本キットを用い、血液、
細胞培養液などからエ
クソソームを分離し、目
的に応じて核酸やタン
パク質の抽出、分析に
用います。

MBLは日本最初の抗体メーカーとして設立され、研究用試薬や臨床検査薬の分野で事業を
展開しています。MBLへの出資割合の引き上げにより以下のシナジーを生み出します。
①	開発：JSRグループが持つ粒子技術とMBLが持つ抗体技術の融合による
　　　			付加価値の創出および開発の迅速化
②	販売：体制の統合および海外での販売経路強化

㈱医学生物学研究所（MBL）との提携強化によるシナジー

磁性粒子

抗体

抗体

抗体結合磁性粒子

抗原

酵素標識抗体

発光試薬

抗原

Magnosphere™
外観

Magnosphere™
断面図

3μm
（1mmの1/300）

コア粒子

磁性体層

ポリマーコート層

〈病気の関連物質を捕捉〉

エクソソーム模式図 エクソソーム断面模式図 抗体結合粒子による
エクソソーム（左下）の捕捉

〈発光試薬を用いた検出〉
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ライフサイエンス事業 Life Sciences Business

バイオプロセス分野

バイオ医薬品は、バイオテクノロジー（遺
伝子組換え技術や細胞融合法など）を用い
て開発・製造される医薬品です。バイオ医
薬品の3本柱が、抗体医薬・タンパク質医
薬・核酸医薬で、特に抗体医薬は、がんや
難病の治療分野で、有効性が高く副作用
が少ない医薬品として近年急速に開発・採
用が進んでいます。JSRグループはこの抗
体医薬の製造プロセスに、戦略的パート
ナーを拡大しつつ貢献していきます。さら
に、次世代抗体医薬やその他バイオ医薬
品の研究開発を推進するための試薬など
も提供していきます。

今までの薬との違いは？バイオ医薬品とは？ JSR製品紹介／バイオ医薬品製造における精製工程に提供している製品の一例です。

NatriFlo™吸着膜拡大図

プロテインAアフィニティ担体

Amsphere™ Protein A

イオン交換担体

NatriFlo™ HD-Q

多孔質で表面が水になじむJSR独自のポリマー粒子に
独自設計の遺伝子組換えプロテインAを掛け合わせた、
新しいプロテインAアフィニティ担体です。この担体は、
高い動的結合容量、耐アルカリ性、高流速への対応、
優れた精製能力などの特長を備えており、次世代のバイ
オ医薬品の製造に最適です。

NatriFlo™	HD-Q（吸着膜）は、バイオ医薬品、特に抗体医薬
の精製工程の中で発生する不純物を吸着除去し、より高純度
の抗体を取り出せるイオン交換担体です。バイオ医薬品の製
造が今後ますます多品種少量生産になっていく中での強い
市場ニーズに応える製品です。従来使用されてきた粒子並
みの高い吸着容量を有しながら粒子をはるかにしのぐ高速処
理が可能で、しかも洗浄や滅菌が不要なユニット交換型のた
め、次世代の抗体医薬精製プロセスの工程管理簡素化と精
製工程の時間短縮が可能となります。

Amsphere™
Protein	A	粒子表面

KBI	は、製薬企業などに対して、バイオ医薬品の初期の薬の開発から治験、商業生産まで
一貫した製造技術開発や製造のサービスを提供する企業です。製薬会社は医薬品の
探索や研究により力を注げるようになるとともに、医薬品開発コストの削減、ひいてはバ
イオ医薬品の普及促進にもつながります。こうしたバイオ医薬品開発・製造受託企業
をCDMO（Contract	Development	and	Manufacturing	Organization）ともいいます。

KBI	Biophama,	Inc.	(KBI)

アップストリーム（培養工程） ダウンストリーム（精製工程）
完成初期精製

（抗体分離）
中間精製

（凝集体など除去）
最終精製

（ウイルスなど除去）
抗体生産

細胞の構築 培養

日常的に使われている医薬品（低分子薬）の成分は低分子
有機化合物で、有機化学の手法で合成して作られ、化学
物質として体内で作用します。比較的安価で誰にでも一定
の効果がある反面、強い薬は正常な細胞や臓器には毒に
なってしまい、副作用が現れます。
これに対してバイオ医薬品の代表である抗体医薬は、非常
に大きな生体分子で、化学的に合成することはできません。
微生物や動物細胞を用いて培養した抗体を分離・精製して
医薬品とします。がん細胞など病気の箇所だけに生体や
細胞の機能を活用して効果を発揮する点が特徴で、副作
用が抑えられます。バイオ医薬品は現状では開発・製造
が難しく高価ですが、JSRグループはこの課題に取り組み、
普及を推進したいと考えています。

約50μm
（1mmの1/20）

● バイオ医薬品製造工程簡略図（抗体医薬品の例）


