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　イノベーション・パーク( iPark )は、旧来の総合研究所と

姫路技術本社を統合して、2017年春にオープンしました。

　iParkには二つの使命があります。新しい事業を早期に

創出することと、ダイセルの既存事業にさらなる強みを与え

ることです。この二つの使命を果たすことで、様々な社会的

課題の解決策を提案し、ダイセルのさらなる成長に貢献し

ます。

　そのために、従来の働き方を刷新しました。別々の拠点に

いた研究開発、生産技術・エンジニアリング、企画・マーケ

ティングの三者が、一つの建物「iCube」に集結。三位一体の

活発なコミュニケーションにより、部門を超えて業務効率と

生産性を飛躍的に向上させます。

　また「人」にフォーカスし、グローバルな「人材育成」と、

一人ひとりが最大限に能力を発揮し創造性あふれる「職場

環境づくり」によって、多様な価値観や発想を採り入れてい

ます。

　さらに様々な仕掛けを施し、「協創・協働・協業」に取り組

み、ベストソリューションを提供することで、広く社会に貢献

していきます。

従来の働き方を刷新――
「協創・協働・協業」で新たな
 価値を生み出す
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　仕事内容や状況に合わせて、場所やスタイルを自由に選択

できる多様な働き方を推進しています。場所を固定しないこと

でいろいろな人とのコミュニケーションが増え、何気ない会話

から新しいひらめきが生まれやすい環境を作り出します。

　実験室を部門別ではなく、機能別に区分けすることで、実験

技術のノウハウやスキルを共有し、研究開発のスピードを飛躍

的に向上させます。さらに執務エリアに簡易的な打ち合わせス

ペースを設置し、所員間の意思疎通を図り、効率的な実験をめ

ざします。

■ ABW（Activity Based Working）の採用 ■ 実験室を機能別にゾーニング

イノベーション
戦略室

企画・マーケティング
マーケットに適した
ビジネスユニット（BU）
（ダイセルの強みと

ダイセルにない技術で束を作る）

研究開発 生産技術
エンジニアリング

機能設計
計算化学

プロセス設計
シミュレーション技術
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イノベーション・パーク

iCube
イノベーション・パークの象徴

iCube
「 P r o d u c t i o n
「 P r o c e s s
「 P r o d u c t

（製造）」

（プロセス）」

（製品）」

iCubeとは三つのイノベーションを示しています。
ワークスタイルの変革を促し、積極的な社外との
協業を可能とする「場」を提供します。

集約・
融合

情報
共有

可変性 革新性



高度な専門性を融合し、新規事業の創出と既存事業の強化をめざす

大学、公的研究機関、企業などと連携し、お互いの技術を融合さ
せることで、スピーディーな研究開発を実現します。

共同研究専用の実験室（オープンラボ）として、精度
の高い温湿度制御と高いクリーン性を維持できる
専門的な設備をそろえています。この設備を活用
し、国内外の協業先と互いの知見を出し合いなが
ら共同研究を進めています。

従来技術の改良に加え、最新の技術を積極的に取り入れること
で、究極の品質やコストを追い求めています。

■ オープンラボ

包括連携協定の締結をはじめ、共同研究、連携講
座、人材交流など、様々な形で交流を行っていま
す。また、インターンシップを通じて国内外の研究
者を受け入れています。

■ 大学との連携

高度な知識や技能を持つ技術者の育成に力を入れています。

豊富な経験と優れた専門性を持つと認められた技
術者を「プロフェッショナル職」に認定。未来に向け
たダイセルの技術力向上のため、技術者同士が切
磋琢磨する風土づくりをめざしています。

■ プロフェッショナル職

部門を超えてコミュニケーションを活性化し、より迅速な連携を
行うことで、スムーズな課題解決をめざしています。

知的財産やエンジニアリングの専門家と研究部門
が開発初期から連携することで、新規事業の創出
を早期に実現します。

■ 知的財産・エンジニアリング

従来の技術に満足せず、常に新たな切
り口でのモノづくりの方法を探していま
す。両立が難しい「高品質・低コスト」を
実現します。

■ プロセス革新

研究開発品の評価・解析技術を、外部
機関と連携しながら早期に構築する
ことで、研究開発を加速させます。特に
ナノ領域と三次元評価技術に力を入れ
ています。

■ 評価技術の構築

製造や開発に関するビッグデータを統
計的手法によって解析し、設計の最適
化や製造・開発プロセスの改善に生か
しています。

■ 品質工学
iParkが実現したい未来に向けて、ボトムアップ型
の提案を行う仕組みを確立し、所員全員が主体的・
自主的に変革に取り組んでいます。

■ 「Do it!」プロジェクト

部門間の融合

革新的な技術の確立

シミュレーションや計算科学をはじめ、最新の技術を積極的に取
り入れ、検討期間を短縮して早期の課題解決をめざしています。

シミュレーション技術を活用して仮想実験を行い、
実験の数を減らしたり、設計期間を短縮したりする
ことで、研究開発を加速させます。

■ バーチャルラボ

膨大なデータ・知見とシミュレーションとを掛
け合わせ、目的に合わせた材料を分子設計し
ます。人工知能(AI)なども活用しながら、研究
開発をスピードアップします。

■ マテリアルズインフォマティクス(MI）

シミュレーション技術の活用

新規事業の創出
既存事業の強化

To realize innovation

オープンイノベーション

技術者・研究者のレベルや目的、手法などに応じた
豊富な教育カリキュラムを準備しています。研究開
発に必要な技能をスムーズに次世代に伝える仕組
みを整えています。

■ 技能教育カリキュラム

品質とコストの
両  立

豊富な
選択肢の提供

高度な専門技術者の育成

国際学会で発表する
プロフェッショナル職認定者
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性
B

特性A 

実験  計算  

：実験と計算の差異評価 

求める機能範囲

協創
協働
協業

イノベーションの具現化に向けて



Research and Development
新しい製品・技術　へのiParkの挑戦

「新事業」への挑戦 「無機材料」への挑戦　　 「プロセス革新」への挑戦

社内外の技術やノウハウを掛け合わせ、画期的な製品を社会にお届けするべく、
研究開発を進めています。

　ダイセルはこれまで、「有機材料」で成長してきました。
さらに社会に貢献するため、金属やガラスなどの「無機材
料」にも挑戦します。

　新製品の開発だけでなく、すでに行っているモノづくり
に関しても、より良い方法を日夜探り続けています。

　医薬品などの錠剤や顆粒を飲みやすくするための添加剤や技術
を開発しており、だ液程度の水分で素早く溶ける「口腔内崩壊
（OD）錠」に使われる添加剤を提供しています。当社のユニークな技
術は、通常は両立が難しい「固さ」と「素早く溶けること」の両立が
可能です。

　電子部品製造向けのインクを開
発しています。
　きれいに塗れる高機能素材やそ
の技術を提供することで、ディスプ
レー用フィルタや太陽電池セルな
どの電子部品の高性能化、微細化
に貢献しています。
　大学やベンチャーと協業し作製したフレキシブルセンサーは高
感度、軽量、低消費電力、低環境負荷などの特長を持ち、実用化検
証に入っています。

　スマートフォンやカメラなど、私たちは膨大な数のレンズに囲まれ
て暮らしています。 当社は独自の材料と技術で、世界初となる硬化
性樹脂によるウエハレベルレンズの量産化に成功しました。拡大
するセンサー市場向けの高精度・超小型レンズの開発を進めて
います。

　火薬の燃焼エネルギーで駆動する「ジェットインジェクター」で
す。これまでの研究で、細胞に遺伝子（DNA）を直接導入できること
が分かっています。将来、これまで治療が難しかった病気の治療に
つながることが期待されます。
　ヒト治療を見据え、複数の大学と共同研究をしながら研究開発
を進めています。

口に含めば自然に溶け出し、しっかり飲み切れます。

水がなくても飲めるため、飲む場所を選びません。

誤って気道に入り込むリスクが低く、お年寄りの方も
安心して飲むことができます。

口腔内崩壊（OD）錠用添加剤
「GRANFILLER-D®」など

光学センシング材料・部材（ウエハレベルレンズ）

プリンテッド・エレクトロニクス材料

パイロドライブジェットインジェクター
「アクトランザ™ラボ」

新規水処理膜

銀ナノ粒子インク・ペースト
「Picosil®」

ナノダイヤモンド
「DINNOVARE®」

VRC（蒸気再圧縮）法

膜分離技術

1,3-ブチレングリコールのプロセス革新

　低温、短時間という簡単な条件で、これまでにない平滑性と導電
性を両立した銀塗膜を形成できます。印刷により電子部品回路等
を形成できるプリンテッドエレクトロニクス向けインクです。

　大規模なエネルギー削減技術として注目されています。ダイセル
の中でも最もエネルギーを消費している酢酸の回収プロセスに
焦点を当て、膜分離技術と既存のプロセスを組み合わせることで、
エネルギー削減だけでなく、品質改善や運転安定化を両立する技
術の確立をめざしています。

　銀ナノ粒子の合成からインク・ペースト化まで一貫して開発して
おり、安定量産できる技術と年間数トンを製造できる設備を持って
います。各種印刷方法に合わせた銀ナノ粒子インク・ペーストを揃
えており、市場のニーズに合わせて製品を開発しています。

　爆薬から作られる、大きさ数ナノメートル（1メートルの10億分の
1）のウイルスよりも小さなダイヤモンドです。プラスチックや金属に
混ぜての強度向上や、体内の狙ったところに薬を届ける技術「ド
ラッグデリバリーシステム」への応用が期待されています。
　ダイセルは、ナノダイヤモンドの合成から精製、高機能化まで一貫
した技術開発をしています。

　安全で安心な飲み水をお届けするために、環境にやさしい「セル
ロース」系素材を活かした水処理膜をこれまで提供してきました。
　従来品は、高い透水性を持つ一方で耐薬品性に課題がありまし
たが、独自の技術でセルロース系新素材を開発し、耐薬品性を向上
させ、高く安定したろ過性能を実現しました。

熱に強い　　　　非常に小さい

非常に薄い　　　

微細加工ができる

■ スマートフォンのカメラ・
　センサー
■ 各種センサー
■ 防犯カメラ
■ 医療用カメラ
■ 車載向けレンズ
　（ドライブレコーダーなど）

　1,3-ブチレングリコール(1,3-BG)は
主に保湿成分として化粧品原料に用
いられており、ダイセルは世界で唯
一、臭いのない製品(無臭品)を製造
することができます。
　従来のプロセスは一部有臭品を
産出していましたが、製造設備の新
設にあたり、これまで得られた知見
に基づいて製造プロセスを一から見
直し、製造する1,3-BGをすべて無臭
品とすることに成功しました。

ダイヤモンド構造
（sp3炭素）

表面官能基

アモルファス層
（sp2炭素） COOH

COOH COOH
COOHO OH

OHOHO

一次粒子（4～6nm）

銀ナノインク（TEM画像） 印刷回路

アクチュエータ

プランジャー

コンテナ

　地球環境、そして国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」に貢献
するため、さらなる性能向上に
取り組んでいます。

添加剤の特徴

レンズの特徴

確実

熱に強い　　　　

便利

安全

こんなところにこんなところに

研究開発

パイロドライブジェットインジェクター

　低温の蒸気を圧縮して高温にし、
熱を回収する技術です。
　当社網干工場の製造設備に導入
し、省エネルギーとCO2排出量の削
減に取り組んでいます。経済産業省
の支援を受け、世界初となる有機
化学プラントへの導入を達成しま
した。

測定部

フレキシブルセンサー




