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(月)

1 住友化学　岩田圭一社長（コロナ禍に立ち向かう・緊急インタビュー３）

1 タイ化学産業　水不足問題解消へ

1 化管法対象655物質決定

3 兵庫県立大など　ワサビ成分　ヒアリ防除に効果

　これまでさまざまな問題が起こったとき、イノベーションが解決の突破口となってきた歴史があ
る。化学産業はイノベーションの先兵の役割を担う産業であり、コロナ禍の前後でもそれは変わら
ないということを発信したい。復興を考えるときなどに使うＢＢＢ（ビルド・バック・ベター）と
いう言葉がある。復興時には、以前より強靱な体制、良い体制を作るということだが、社会を支え
る化学メーカーの一社として、イノベーションを通じてより強靱な新しい体制を構築することに貢
献したい。

　タイの化学産業で深刻化していた水不足が解消に向かっていいる。石油化学メーカーなどが集積
するラヨン県は貯水レベルが4月に一定の降水量があったことから水を融通する施策を講じたこと
で底入れしたようだ。各工場は給水制限による設備休止を回避できそうだが、今後は新型コロナウ
イルスの影響による需要減少の長期化が懸念される。
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5月11日

　新型コロナウイルスは世界中に甚大な影響を与えているが、一過性であり恒久的に続くわけでは
ないということだ。その前提で世界のトレンドについて考えると、コロナで変わらないこと変わる
こと、そして変わるか変わらないか分からないことについて、それぞれ大きく２つあると思ってい
る。
　まず、変わらないことのひとつは、世界の景気後退だ。世界経済は２０１８年後半あるいは１９
年の頭をピークに下降局面に入っていた。コロナ禍は低成長を下押しするが、景気後退局面である
ことに変わりはない。もうひとつは米中の覇権争いと貿易摩擦で、これはむしろ激化する恐れがあ
るが、米中の分断をべースにサプライチェーンなどを考えなければならない状況は同じだ。加え
て、コロナによって生活安全保障を意識した国内回帰の流れがある。それが米中分断の流れにプラ
スされ、より複雑な対応が必要になってくる。
　次に変わることについてだが、ひとつはデジダル革新が非常に加速することだ。人の動きが経済
成長につながるというこれまでの考え方が変わり、働き方やビジネスのあり方も変わる。最新のデ
ジタル技術が社会インフラに実装され、テレワークが進み、遠隔医療なども進む。もうひとつは、
経済復興のための巨大な財政支出だ。これはカンフル剤だが必ず副作用が残る。リーマンショック
のときにも中国の４兆元の財政支出で世界経済が立ち直ったが、鉄鋼、化学などの素材分野で生産
能力超過が発生し、その後は世界経済の足を引っ張った。
　分からないのは、グローバル化の進展と環境負荷低減への取り組みだ。グローバル化について
は、経済成長の原動力であると確信していたが少し揺らいでいる。生活安全保障と重なり国内回帰
する、あるいは保護主義に反転していくのか、それともグローバル化のトレンドは変わらないの
か、どちらに転ぶか分からない。環境負荷低減への取り組みは、長期的なトレンドとしては変わら
ないであろうが、コロナ後に経済の立て直しが優先され、進捗が遅れる懸念もある。一方で、コロ
ナを契機に成長主義の限界がより強く認識され、社会課題解決の意識が世界的に高まり、ＳＤＧｓ
やＥＳＧの流れが一層進むかもしれない。
　こういう不安定な時期こそ、安全・安定操業、環境保安、品質維持といった事業運営の根本的な
部分をしっかりやっていくことが重要だということだ。その前提は、海外勤務者やその家族も含
め、感染予防、健康確保である。なぜなら感染予防は、すなわち社会インフラにかかわる製品の安
定供給と同じことだからだ。この点は毎回、従業員に伝えている。もうひとつはコロナ禍は一過性
のものなので、中期経営計画や経営方針には何ら変更はなくブレずにやっていく、ということだ。

　化学物質排出把握管理促進法（化管法）の対象物質の見直しが完了した。総数は655物質。暴露
量の指標を製造・輸入量からの環境への排出・移動量に変更するなど新たな選択方法のもと、現行
562物質から165物質が除外された、258物質が追加された。見直しは2008年以来。
　新たに特定第一種指定化学物質に該当した物質は、アセトアルデヒド、3,3'-ジクロロ-4,4'-シ
アミノジフェニルメタン、1,2-ジクロロプロパン、有機スズ化合物、トリクロロエチレン、トルイ
ジン、鉛、ペンタクロロフェノール、ポリ塩化ビフェニル

　兵庫県立大学自然・環境科学研究所、ヤマキ合成の子会社、もりや産業は、マイクロカプセル化
したワサビの辛み成分アリルイソチオシアネートがヒアリの燻蒸剤として有効であることを突き止
めた。



5 コロナ抗体検査薬　大手ほど精度高く　ＦＤＡ、ロシュなど１２品評価
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　米国食品医薬品局（ＦＤＡ）は新型コロナウイルスの抗体検査薬について、米アボットやスイ
ス・ロシュなどの計１２品の性能を評価し公表した。抗体検査はウイルスに対する免疫獲得を調べ
るもので、感染の実態把握や回復患者の血漿の治療応用、新型コロナ特有の免疫状態の理解などに
つながる。ただ、信頼性の低い抗体検査薬が出回っているとの指摘もあった。結果は臨床検査薬大
手の精度が高い傾向だった。
　調査を実施したのは米国衛生研究所（ＮＩＨ）傘下のフレデリックがん国立研究所。ＦＤＡが抗
体検査の性能評価をまとめるのは初めてで、調査結果は緊急使用許可（ＥＵＡ）審査の参考データ
にも用いるもよう。
　米国で最も早く承認された米セレックスの抗体検査薬は感染初期に発現するＩｇＭ抗体と感染後
期に発現するＩｇＧ抗体の両方を迅速に調べるキットで、感度（陽性の検体を陽性と判定する割
合）は93.8％、特異度（陰性の検体を陰性と判定する割合）は96％。ただ、有病率5％の場合、陽
性的中率は55.2％、陰性的中率は99.7％と陽性的中率の信頼度は高くない。
　日本で販売計画のある抗体検査薬は高い精度が示された。8日に販売が始まった米アボットのＩ
ｇＧ抗体検査薬の感度は100％、特異度は99.6％で、有病率5％の場合、陽性的中率は2.9％、陰性
的中率は100％。
　日本で5月以降の薬事申請を計画するスイス・ロシュの抗体検査薬はＩｇＭとＩｇＧの両方を測
定し、感度100％、特異度99.8％、陽性的中率96.5％、陰性的中率100％。
　5月下旬発売予定の米オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックスの製品はＩｇＧ抗体の検査
薬の感度が87.5％、特異度が100％、陽性的中率が100％、陰性的中率が99.3％だった。

　新型コロナウイルスの流行拡大は、中国やインドなどに医薬品原薬の供給を依存することのリス
クを改めて突きつけた。世界でいま、どんな影響が発生し、何を教訓とすべきか。厚生労働省が３
月に立ちあげた医薬品安定確保の有識者会議のメンバーでもある神奈川県立保健福祉大学大学院ヘ
ルスイノベーション研究科の坂巻弘之教授に聞いた。
■新型コロナウイルスは世界の医薬品供給にどのような影響を与えていますか。
　「最初に感染者が増えた中国の工場や物流が停滞し、医薬品原薬の供給がひっ迫することになっ
た。その結果、世界中で原薬不足の懸念が高まった。ＦＤＡは供給不足に陥いりそうな医薬品があ
ることを認めている。製薬会社の少ない豪州は従前から医薬品不足の対応を強化していたが、新型
コロナを受けて薬局での調剤量を制限する施策を打った」
　「医薬品の供給不安という問題は十数年前から取り沙汰されてきた。医療費削減のために後発医
薬品など特許の切れた医薬品の薬価が低くなりすぎ、先進諸国の原薬メーカーの撤退が相次ぎ、結
果的に中国、インドに供給を依存する構図となった。メーカーが集約されすぎて、問題が起きると
世界の安定供給に一気に不安が及ぶ状態だ」
■日本はどのような対策を進めてきたのでしょうか。
　「厚生労働省は医薬品原薬などの調達先を複数化する対応などを後発品企業に求めてきたが、そ
れにともなうコスト増や品質管理の手間について議論を深めてこなかったと感じている。欧州では
製薬団体が原薬を製造できる企業を欧州域内に増やすべきだとの共同声明も昨年末に発出してい
る。日本は医薬品の安定供給は当たり前との風潮があるが、不足の事態が起きうることを前提にリ
スク管理に取り組まなければならない」

神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授　坂巻弘之氏に聞く（感染症ク
ライシス　識者はどう見る）

 ■足元では日本の医薬品供給にどのような懸念があるのでしょうか。
　「一部の医薬品原薬などが調達できなくなる恐れがある。欠品の可能性がある医薬品は、製薬会
社や学会、医療関係者などが連携してリスト化し、代替薬のガイドラインを早急にまとめるべき
だ。日本製薬団体連合会が情報共有の取り組みを始めているが、複雑に分散化しているサプライ
チェーンの開示は企業競争上、難しい面もあるかもしれない。関係者が一致団結して解決策を見い
だすことが重要だ」
　「医薬品供給の問題はなにも特許切れ医薬品だけではない。バイオ医薬品でも同様で、昨年は成
長ホルモン製剤で供給不安が起きた。製造元が基本的に１社しかない新薬も供給が止まることがあ
り得るとの認識を持ち、事前の対応策を練ることが必要だ。さらには、世界的にも需要の高いアセ
トアミノフェンについては、すでに一般用医薬品で欠品が出ているとも聞いている」
■中長期でみれば原薬の国産化を進めることで解決できるのでしょうか。
　「原薬生産の国内回帰は現実的ではない。抗生物質の原薬を日本で作らなくなった最初の理由は
コスト高だが、日本にはもう運用できる人材も設備運営のノウハウもなくなった。とはいえ、中
国、インドへの依存を分散する必要はある。たとえば、両国以外で医薬品市場に参入を計画する発
展途上国と連携し、新たな生産拠点を設ける方が現実的ではないか」
■新型コロナの問題を製薬企業はどう教訓とすべきでしょうか。
　「医薬品需要の予測をより精緻に行うことも重要になってくるだろう。これまでの災害時の医薬
品供給についても企業単位の瞬発的な対応が多かった。新型コロナによる未曾有の危機は、製薬関
係者に、より踏み込んだ情報共有の必要性を突きつけたのではないか」（聞き手＝赤羽環希、三枝
寿一）



（火）
1 ダイセル　新バイオプラ　100％植物由来開発へ

3 三井化学　名大と３Ｄマスク開発

3 新型コロナ薬の分析試薬　島津製作所が発売

3 ダイトーケミックス　アビガン中間体製造

（水）

1 エフピコ　デリバリー向け容器　４月出荷１６倍

1

5月13日

　アビガンなど新型コロナウイルスの治療薬候補それぞれに対応した安定同位体試薬６種を国内で
発売したと発表した。同試薬は液体クロマトグラフ質量分析計（ＬＣ－ＭＳ）による定量分析に補
助的に使用。精密に血中の薬物濃度を測定することができる。製薬企業や医薬品開発業務受託機関
（ＣＲＯ）、研究機関などへ供給。迅速な治療薬開発に貢献していく考え。
　同試薬は２０１７年に傘下とした仏試薬メーカー「アルザキム」が３月に開発。すでに欧州など
で販売を開始している。販売は分析機器部品・消耗品を取り扱う子会社「島津ジーエルシー」（東
京都台東区）が担う。
　すでに承認されたレムデシビルに加え、抗インフルエンザウイルス薬「ファビピラビル（製品
名・アビガン）」、急性膵炎治療剤「ナファモスタット（同・注射用フサン）」、抗ＨＩＶ薬「ロ
ピナビル／リトナビル（同・カレトラ）」、抗マラリア薬「ヒドロキシクロロキン（同・プラケニ
ル）」、同「クロロキン」に対応した同試薬をラインアップ。血中の薬物濃度と効果や副作用との
関係の検証に活用できる。

　■新型コロナの感染拡大で世界のエネルギー市場に異変が生じています。
　「一言で言えば需要の大幅な減少に尽きる。４月に原油先物のＷＴＩ（ウエスト・テキサス・イ
ンターミディエート）が史上初のマイナス価格を付けた背景にあるのも原油のだぶつきで、米国の
石油在庫は高水準圏にある。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は２０２０年の世界の石油需要が日量
９３０万バーレル減と過去最高の減少幅となる予測を発表した。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と主
要産油国も５月から史上最大規模の日量９７０万バーレルの協調減産に入ったが、原油価格は低迷
したまま。天然ガスも同じ状況だ」
　「国際通貨基金（ＩＭＦ）の２０年の世界経済成長率予測はマイナス３・０％で、これはリーマ
ン・ショック後の０９年のマイナス０・１％を大きく下回る。ＩＭＦは２０年中の封じ込めに失敗
して再流行すれば世界経済は２１年もマイナス成長に陥ると指摘する」
　「新型コロナ問題は短期で終わらないというのが大方の見方。そうなると有効なワクチンや治療
薬が開発されるまで、各国は人やモノの移動を制限して感染拡大を遅らせる。ただ、それによって
企業や消費者の行動様式が変わる可能性がある。在宅勤務やテレワークの常態化などで移動に費や
すエネルギーが不要になり、コロナ収束後も需要が恒常的に減るかもしれない。それと新型コロナ
は石油以外の１次産品価格にも大きな打撃を与えている。これにより資源国の経済や社会情勢が混
乱し、資源供給に支障を来すことも考えられる」

5月12日

　名古屋大学および名大発ベンチャーと共同で、新規３Ｄマスクの開発を開始したと発表した。再
使用可能なプラスチック製のマスク本体と、使い捨てのフィルターから構成され、再使用可能なウ
イルス除去機能を持つマスクの開発を目指す。三井化学はウイルスを捕捉できるメルトブローン不
織布製のフィルターを供給し、マスク本体は抗ウイルス効果を持つ酵素製剤をはじめとする薬剤の
探索・適用を計画している。
　三井化学は衛生材料向けやマスク向けをはじめとする各種産業向けに不織布を供給している。今
回はメルトブローン不織布を使用する計画で、ウイルス遮断率試験ではネルソンレポートによるＶ
ＦＥおよびＰＦＥの認定を取得している不織布を供給する予定。

　エフピコはフードデリバリー需要に対応した容器事業を強化する。飲食店からの宅配を代行する
出前館と共同開発した専用容器は、汁漏れ対策や保温性に優れる麺類向けのデリバリー特化型。新
型コロナウイルス対策を背景に、４月の出荷量は前月比１６倍に跳ね上がった。エフピコではライ
ンアップを拡充して増産するため、新たな金型を製作。販売面では出前館の業務用資材販売サイト
のほか、エフピコグループが昨年立ち上げた容器包材・資材のインターネット通販サイトを活用し
拡販を図る。

　バイオベンチャー企業の事業革新パートナーズと新たな植物由来プラスチックの共同開発を開始
したと発表した。ダイセルのセルロース由来バイオプラとＢＩＰＣのヘミセルロース由来バイオプ
ラを組合せる。現在、樹木の特徴である強靭性を最大限に発揮しながら成形性や光学特性を兼ね備
えた海洋生分解性プラを開発中。さらに100％植物由来の新素材開発に取り組む。

　富士フイルム富山化学が開発した、抗インフルエンザウイルス薬「アビガン錠」（一般名・ファ
ビピラビル）の中間体を製造・供給すると発表した。ダイトーケミックスは医薬中間体や化学品の
合成・製造・品質管理技術を有しており、富士フイルムからの中間体製造協力要請に対して設備投
資、製造人員の確保などを検討のうえ、今年６月から製造を開始することにした。アビガンは世界
で蔓延する新型コロナウイルス感染症への効果が期待されている。

東レ経営研究所　産業経済調査部長・チーフエコノミスト　福田佳之氏
（感染症クライシス　識者はどう見る）



2 東洋紡　今期営業益２００億円維持

8 マテリアルでイノベーション　文科・経産がタッグ

8 三菱ケミカル　ガウンとフェースシールド　子会社で供給体制

　イノベーションを引き起こすマテリアルの力。文部科学省、経済産業省を中心に素材・材料の基
盤技術としての重要性を政府政策で強調する機運が高まっている。両省が合同で産官学による有識
者会議を立ち上げており、現在、来年度始動する政府の科学技術政策の柱となる第６期科学技術基
本計画（５カ年）への反映も視野に、政府全体へ戦略策定に向けた検討を行っている。化学業界か
らは住友化学の十倉雅和会長、旭化成の山岸秀之常務執行役員が参画。今月中旬にも報告書を取り
まとめる。

　三菱ケミカルは１２日、新型コロナウイルスの感染拡大で不足している医療用ガウンおよび
フェースシールドの供給体制を整えたと発表した。医療用ガウンはポリエチレン（ＰＥ）製の雨合
羽を改良。フェースシールドはシート製造や折り曲げ加工の技術を生かし開発した。子会社のジェ
イフィルムで生産を開始する。
　生産能力はガウンが月２万枚、フェースシールドが４０万枚。今月初旬に一部の医療機関へ寄付
したほか、今月中旬からは厚生労働省や一般の医療機関に供給する。ガウンは袖口に親指を通す穴
をあけることで袖めくれを防止する機能を付与したほか、使用後にガウンを脱ぐ際の接触感染リス
クを低減するため、背面にミシン目加工を施し容易に脱ぐことができる仕様にした。１枚当たり１
００グラム以下とし、廃棄物削減にも配慮した。フェースシールドは食品包装トレーに用いるポリ
エステルシート製造技術と、化粧品ケース加工で培った折り曲げ罫線付与技術を応用。透明性が高
く、曇り防止機能も付与した。容易に切り抜き組み立てることができ、輪ゴムで簡単にサイズ調整
できる。
　なお、三菱ケミカルはこれら以外のコロナ対策製品として、受付・窓口・レジなどで飛沫拡散防
止のため活用されるアクリル樹脂板や、液体バリア性を保ちつつ水蒸気を透過するため化学防護服
の外層に使われる透湿性フィルムも供給しており、グループをあげてコロナ対策製品の供給体制を
万全にしていく方針。

　電話会議による決算会見を開催した。新型コロナウイルスの収束が見通せず、２０２１年３月期
業績予想は未定としたが、楢原誠慈社長は「マイナスを厳しくみても営業利益２００億円（２０年
３月期２２７億円）程度は維持できる」と言及。自動車関連需要が１年間、半分となる仮定で営業
利益は５０億～６０億円減少となるが、原料安に加え、食品包装用フィルムの拡大などのプラス要
因もあるとの見方を示した。

　■石油化学分野にも影響が及んでいます。
　「国内でも３月のエチレンプラントの設備稼働率が６年４カ月ぶりに９０％を下回った。世界の
自動車や電気製品などの工場が生産停止に追い込まれ、部品の発注も止まっている。包装材で『巣
ごもり需要』が増えているが、総じて石油化学製品の需要が減り稼働を落とさざるを得ない状況
だ」
　「海外に眼を向けると、北米のシェール絡みの石化プラントが建設を中断しているが、これは一
時的で直に再開される。北米では天然ガスやシェールオイルに随伴するエタンガスが豊富に採れて
価格は低位安定しており、原油価格が下がっても石化製品の競争力は揺るがない。北米からの合成
樹脂の輸出は勢いが弱まっても続くだろう。世界経済が回復しても石化製品の供給超過の構造は変
わらず、価格が上がる状況ではない。コロナショックを契機に国内外で石化業界の再編につながる
可能性もある」
　■どのような再編が想定されますか。
　「エネルギーや石化製品の需要減を受けて、石油、石化を統合するような再編が考えられる。国
家の関与が強い中国やサウジアラビアなどでドラスティックな再編が行われるかもしれない」
　「石油精製の石化シフトには環境規制の強化にともなう石油需要の減退と、世界経済成長率が堅
調という条件が必須だ。足元では２つ目の条件が損なわれ、石化シフトの流れが止まるだろう。だ
が、コロナショックでデジタル化の重要性が高まり、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）
は加速する。在宅勤務やテレワークなどが定着すればエネルギー需要は減る一方で、ＤＸによって
経済成長が促されれば条件を満たし、新たな石化シフトが出る可能性もある」
　「短期的にみると石化事業はリストラ対象になりかねないが、コンビナートは例えば二酸化炭素
（ＣＯ２）を資源に転換する『カーボンリサイクル』のような技術を持ち、地域の雇用も生み出し
ている。石化事業はキャッシュフローやＲＯＡ（総資産利益率）、ＲＯＥ（自己資本比率）ではな
く持続的な経営という視点で捉え、事業を継続していくべきだ。その意味で石油、石化の統合も重
要になる。日本の企業の特徴は要素技術を含めた総合的な技術力で、互いの強みを生かすかたちで
苦難を乗り越えていき、カーボンリサイクルのような次代の技術を事業化につなげるのが日本の方
　■日本企業は「コロナ後」にどう備えるべきでしょうか。
　「まず短期の不確実性と中長期のメガトレンドを区別して考える必要がある。不確実だからと無
視をせず、メガトレンドを踏まえた経営戦略を進めるべきだ。メガトレンドで注目するのはやはり
ＤＸ。コロナショックを受けて、生産現場でも人工知能（ＡＩ）、ロボットなどのデジタル技術を
活用して人の介在を減らす遠隔化、非接触化、省人化の取り組みが加速するだろう」

　「人の移動をベースにしたグローバリズムは弱まり、リージョナリズム（地域主義）や自国第一
主義が台頭するだろう。自然災害や感染症が起きた場合に生産活動が行える『レジリエンス（強靱
性）』も重要になる。生産などの立地戦略もこうした視点を加味して考えていく必要がある。本当
の意味で『コロナ後』は来ない。感染症とともに生きる覚悟が求められる」



（木）
1 【中国は今】コロナ収束は本物か　活況の半導体市場　日系化学も好業績謳歌

2 アジア化学品市場　頼みの綱は中国

6 新型コロナ迅速検査キット　各社、相次ぎ投入へ

（金）
1 三井化学　３月期　基盤素材が大幅減益

5月14日

　中国の半導体産業が活況に沸いている。自動車など苦戦する他産業を尻目に、年初から高稼働を
維持。日系化学企業も関連素材や設備販売が好調で、単月ベースで過去最高益を記録する企業も出
ている。第２四半期（４～６月）までは陰る気配をみせないが、下期以降となると雲行きもあやし
くなる。技術者の渡航規制や輸出市場の鈍化に加え、先鋭化する米中対立などが先行きに暗い影を
落とし始めた。
　半導体産業の育成を図る政府の後押しも受け、メモリー、ロジックともに中国のほぼすべての半
導体工場は、新型コロナウイルスが蔓延した１月以降も休むことなく高水準の操業を続けてきた。
各工場は自動化が進み、クリーンルームを止めることによる膨大な電力ロスの発生を避ける狙いも
ある。「武漢の長江存儲科技（ＹＭＴＣ）こそ、人手や材料不足で一時稼働を落とした」（日系化
学）局面もあったが、今年１～３月の中国の集積回路（半導体チップ）の生産量は前年比１６％増
の高い伸びを確保した。
　パソコンなどデジタル機器の中核部品であり、制御や演算処理を行うロジック半導体は、ファウ
ンドリー（受託生産）の世界最大手、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ、南京や上海）や中国最大手の
中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ、上海や北京など）がほぼフル稼働を継続。メモリーもサムスン
電子（西安）、ＳＫハイニックス（無錫）など外資が市場を牽引するなか、「紫光集団傘下のＹＭ
ＴＣは武漢で順調に設備を立ち上げ、長鑫存儲技術（ＣＸＭＴ、合肥）も負けじと稼働を落として
いない」（東京エレクトロン）。

5月15日

　需要不足に陥るアジア太平洋地域の化学品市場で「中国頼み」に拍車がかかっている。中国では
経済活動再開にともなう化学品需要の増加を見越し、化学メーカーや樹脂加工企業が原料在庫確保
に動き、化学品の先物価格も上昇。シンガポール商社筋は「足元でモノマー、樹脂とも仕向け先の
中国比率が高まっている」と話す。域内で唯一、スポット品を飲み込む余地のある中国だが、実需
回復の足取りはまだ確かとはいえず、沿岸部では液体化学品タンクの貯蔵能力への懸念も出てい
る。

　日本で新型コロナウイルス迅速検査キット活用の環境が整ってきた。１３日、富士レビオは同社
の同社の抗原検査キットが製造販売承認を取得したと発表。東洋紡のキットは保険適用対象とな
り、臨床現場で使えるようになる。関東化学は横浜市立大学と共同開発した試薬を６月に試験研究
用として発売するほか、スイスのロシュ・ダイアグノスティックスも抗体検査薬を日本市場に投じ
る。
　富士レビオの検査キット：３０分以内という短時間で判定できるのが特徴。複数種類の抗体に
よって新型コロナウイルスのたんぱく質を捕捉する。保険適用も決まった。現在、週２０万検体分
の体制を整えている。
　東洋紡：保険対象。最短６０分でＰＣＲ法による新型コロナウイルスの抽出から検出・測定まで
行えるのがポイント。最大で月数１０万検体分の生産能力を構築しており、国内医療現場での普及
を目指す。
　関東化学：最短１５分で判定可能なイムノクロマト試薬を試験研究用試薬として来月発売する。
血清をカートリッジに滴下し、浮かび上がるラインで判定。国内試験研究機関などに順次販売する
方針だ。安定供給に向け、伊勢原工場（神奈川県伊勢原市）の能力増強も進める。
　ロシュ・ダイアグノスティックスも、欧米で承を得ている抗体検査薬を日本で展開する。研究向
けで実績を重ね、今後、保険適用を狙う方針。２０分弱という短時間で判定可能で、既に国内で導
入済みの自動免疫検査装置で利用できるのもメリットだ。

　三井化学の２０２０年３月期決算は、営業利益が前期比２３．３％減の７１６億円だった。成長
３領域のモビリティ、ヘルスケア、フード＆パッケージングはおおむね前年並みの利益を確保した
が、石油化学品を中心とする基板素材が市況低迷などで大幅減益を強いられた。新型コロナウイル
ス感染拡大の影響はモビリティ、基板素材を中止に約４０億円の減益要因となった。今期はナフサ
価格下落で２００億円規模の在庫評価損を想定し、基盤素材は営業赤字に転じる見通し。１４日に
会見した中島常務執行役員は「不測の事態に備え、コミットメントライン１０００億円規模を設定
する計画」と説明した。
　２０年３月期の事業別営業利益は、モビリティが前期比８％減の３９２億円、ヘルスケアは１％
増の１３８憶円、Ｆ＆Ｐは１％増の１８１億円だった。基盤素材は６８％減の８７憶円で、需要減
や利幅縮小が響いた。なお、今期から国際会計基準に移行する。売上収益は１５％減の１兆１４５
０億円、コア営業利益は５２％減の３５０億円、純利益は３８％減の２００億円を予想する。コロ
ナの影響は「コア営業減益見込み３７４億円の半分近く」を想定している。



1 住友化学、三井化学　１０年先見据え目標設定へ

2 社説　困難を日本を変貌させるチャンスに

ダイセル　グループ３社統合会社「ダイセルミライズ」に

3 タイ大手化学１～３月期　全社が減収減益　包装・衛生材料は堅調

5 コロナ薬開発相次ぎ名乗り

　過去３０年の間、日本が経験したことの一つに国際競争力の低下がある。その喪失感に悩みなが
らも平成から令和に時代が移り、オリンピックを再々しようとしていた。その矢先、われわれは今
回のコロナ禍に直面した。世界が停滞するこの困難な時期をどうとらえるべきか。いま日本人は、
この困難がチャンスになり得ると考え始めている。
　日本の国際競争力が低下した理由はさまざまだが、背景の一つとして少子高齢化が指摘されよ
う。しかし人口規模は必ずしも国際競争力とはリンクしていない。われわれが過去３０年を顧みて
感じるのは、やはり世界のダイナミックな動き、社会の変化に対し、日本は反応が鈍く、過去の考
えや行動様式を変えられずに過ごしてきたということだ。世界でデジタル化、キャシュレス化が急
速に進む一方、日本はいぜんとして現金主義であり、ハンコ社会である。オンライン授業などの教
育のＩＴ化も遅れている。政府が導入したマイナンバーカードも、ほとんど機能していない。
　しかしコロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の下、多くの人はまだ自宅に待機してい
る。否応なく自宅でパソコンに向き合い、ビデオ会議によるコミュニケーホンの維持や、ハンコを
必要としない決済の仕組み作りに取り組んでいる。大学は、学生のためにインターネットを介した
授業の準備を進めており、学生もまたＩＴ環境を整えようとしている。
　コロナ禍は非常な困難ではあるけれど、われわれはただ困難に耐え、通り過ぎるのをじっと待っ
ているわけではない。不自由な環境を快適な環境に変えるには、どうしたら良いのか。そう考え、
実行しつつあるの。腰の重い日本人がコロナ禍で背中を押され、具体的に実行することで、さまざ
まなことに気付き始めている。困難の後に訪れるのは、以前とは別の世界に違いない。この時期を
次の時代に適合するための機会ととらえ、日本全体を変容させていきたい。

　タイ大手化学の１～３月期決算は、揃って減収減益となった。新型コロナウイルス感染拡大によ
る景気低迷で業績が悪化した。包装や衛生材料は堅調に推移しているが、経済停滞の長期化が懸念
され先行きは不透明。新規大型プロジェクトの延期など、各社は投資計画の見直しを余儀なくされ
ている。

　国内製薬各社が新型コロナウイルス感染症の治療薬開発に相次ぎ名乗りを上げている。日本新薬
は強みの核酸医薬を用いた治療薬開発に乗り出し、エーザイは適法に開発を中止した化合物で有効
性が見いだせたため、６月に治験に着手する。武田薬品工業も開発中の高度免疫グロブリン製剤の
治験を７月に始めるほか、既存製品からのドラッグ・リポジショニングの可能性を探る。

　ダイセルは１４日、今年７月１日付で予定しているダイセルファインケムを承継会社とした新会
社の社名を「ダイセルミライズ」にすると発表した。ダイセルポリマー、ダイセルバリューコー
ティングを含めたグループ３社の販売部門を統合するもので、４月に実施した「戦略的ビジネスユ
ニット（ＳＢＵ）」による事業体制移行にともなう一環。

　住友化学と三井化学は、それぞれ２０３０年を見据えた長期計画の策定に入った。住友化学は昨
年、総額４０００億円に上る２件のＭ＆Ａを実施し、成長投資と財務規律の両立という難しい舵取
りを進めている。来年度に最終年度を迎える現中期経営計画は「目標達成が非常に難し状況」だ
が、２２～２４年度の次期中計での達成を視野に入れる。この大枠として「５０年からバックキャ
ストし３０年をにらんだ長期計画」を策定する。２５年度を目標とする１０年間の長期経営計画を
推進中の三井化学は、新型コロナウイルスの感染拡大を含め策定時の前提条件が異なり始めてい
る。「ちょうど折り返し地点にあり、見直すには良い時期」として、３０年を見据えた長期計画を
練り直す。両社とも将来中核を担う若手人材も議論に加え、今年度内にまとめる方向だ。
　住友化学の長期計画は５０年からバックキャストし、３０年を見据えた計画とする考え。５０年
は世界人口が１００億人規模に達すると予想されるほか、４９年には中国が建国１００周年を迎え
る。またシンギュラリティ（技術的特異点）も４５年といわれている。岩田社長は「１００億人の
地球がどうなっているのか、世界の地政学がどうなっているのか、デジタル技術やＡＩがどこまで
進化しているのかなど難しいアプローチだが、若手を含め議論を始めた」と説明する。
　三井化学は２５年度を目標とする長期計画を１６年度から始動。当時策定を主導した橋本社長は
「技術の進歩、循環型社会の動き、さらにコロナなど、策定時と現在では前提条件が変わってい
る」とし、今年度１年をかけて見直す方針。橋本社長は「三井化学がどういう会社を目指すのか再
定義し、何を実行するのか、１０～１５年後に中核を担うであろう３５～４０歳の人材を交え議論
する」としている。有機・無機を含めた材料サプライヤーの地位を追求するのか、あるいはコア技
術に特化しながらサービスまで業容を広げるのかなど「既存概念にとらわれることなく広く深く議
論し、グループの成長と飛躍につなげる」方針だ。


