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　日本ポリエチレン製品工業連合会
松井

「化学工業日報」を一週間単位でまとめた抄録記事である。
日付の欄の下の頁（　）は当日のページを表す。
出展：化学工業日報（発行所：化学工業日報社）

　　　　２２２２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（月月月月））））
2222 旭化成旭化成旭化成旭化成ケミカルズケミカルズケミカルズケミカルズ　　　　坂本坂本坂本坂本　　　　正樹正樹正樹正樹　　　　社長社長社長社長・・・・・・・・・・・・「「「「事業事業事業事業のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿」」」」とととと追及追及追及追及

▼・・・昨年は水島問題など積極的な対応が目立ちました。
　取り組んだ経営課題は４つ。国内汎用石化の体質強化の課題は、水島で三菱化学とエチレン統合
を決め、４月１日に新会社がスタートする。アンモニア、ベンゼンの生産停止も決めた。汎用でも
競争力ある事業は拡大する。アクリトニトリル（ＡＮ）のタイ新プラントの問題は解決した。
合成ゴム（Ｓ－ＳＢＲ）はシンガポールで２期計１０万トン新設を決めた。機能性樹脂の海外事業
強化については、中国広州に販売拠点を設置し、蘇州などで新増設の検討に入っている。年内に決
める。
▼・・・上期業績をどう評価しますか。
　一部事業で計画を下回ったものもあるが、全体としては想定以上。下期は原料スプレッドの縮小、
為替などの影響で上期には届かないが、当初計画を上回る。
▼・・・新中期経営計画で強化すべき事業は。
　環境との共生、快適・健康をテーマとしており、これに合致する事業は強化する。省エネ・省資
源に貢献する事業だ。ＡＮは世界首位を狙える事業であり、海外市場で一層の能力増強を図る。省
エネタイヤに需要が伸びている合成ゴムは、シンガポールで事業基盤を強化していく。水処理はマ
イコローザ、膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）システムを軸に事業展開を強めていきたい。
▼・・・システム型ビジネスのイメージは。
　水処理膜やイオン交換膜など、当社には分離膜に関してはノウハウの蓄積があり、システムとし
て、組立てることは可能。エネルギー関連部材でも検討を進めていく。旭化成グループ横断で事業
探索を進めていく。

3333 フタムラフタムラフタムラフタムラ化学化学化学化学・・・・・・・・・・・・ＯＰＰＯＰＰＯＰＰＯＰＰなどなどなどなど各種各種各種各種フィルムフィルムフィルムフィルム値上値上値上値上げげげげ
　フタムラ化学は、各種フィルムを３月１日出荷分から値上げする。対象製品と値上げ幅は、２軸
延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルム、無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)、及び直鎖状低密度ポリ
エチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）フィルムがそれぞれ１連当たり３００円、ポリエステル（ＰＥＴ）フィ
ルムが同４００円。
　ポリオレフィンやポリエステル原料の値上がりにより採算が悪化しており、製品価格の改定が避
けられないと判断した。

10101010 環境省環境省環境省環境省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・０９０９０９０９年度容年度容年度容年度容リリリリ法実績法実績法実績法実績、、、、再商品化量再商品化量再商品化量再商品化量２２２２％％％％増増増増、、、、アルミアルミアルミアルミ・・・・段段段段ボールボールボールボール製伸長製伸長製伸長製伸長
　環境省は、容器包装リサイクル法に基づく２００９年度の市町村分別収集・再商品化の実績をま
とめた。分別収集量は前年度比２．６％増の２８５万６０００トン、再商品化量は同２．０％増の
２７６万トン。分別収集量は紙製容器、アルミ製容器、段ボール製容器が増加。近年、減少傾向に
あったガラス製容器は前年並み。再商品化量はアルミ製容器と段ボール製容器の伸びが目立ってい
る。
　品目別では、ＰＥＴボトルは分別収集量が２８万７０００トン（前年同比１．２％増）、再商品
化率が９７．２％（同０．５ポイント減）だった。プラ製容器包装は分別収集量が６８万８０００
トン（同２．４％増）、再商品化率は９５．４％（同０．５ポイント減）だった。
　分別収集を実施する市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器、アルミ製
容器、段ボール製容器で前年に引き続き９割を超えている。

12121212 インドインドインドインド・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン生産量生産量生産量生産量１４１４１４１４年年年年にににに６００６００６００６００万万万万トントントントン、、、、需要増需要増需要増需要増でででで供給追供給追供給追供給追いつかずいつかずいつかずいつかず、、、、石化石化石化石化はははは差別化志向差別化志向差別化志向差別化志向
　インドのエチレン生産能力が、２０１４年に６００万トンを上回りそうだ。昨年までに同生産能
力は４００万トン近くまで達しているが、リライアンス・インダストリーズの製油所からのオフガ
スを主原料としたエチレン１３６万５０００トンと、ＯＰａＬプロジェクトの液化天然ガス（ＬＮ
Ｇ）ターミナルに付随するエチレン１１０万トンが稼働した場合、１４年にも６００万トンを上回
る内需があるため、需給ギャップは当面埋まらない格好だ。一方、近接する中東で競争力の高いエ
チレンの供給が増加しているため、インド勢は今後、オレフィンや芳香族の高付加価値化を狙いと
した川中・川下の拡大を目指す方向にあり、特にエチレンの需給ギャップは今後さらに拡大しそう
だ。

　　　　２２２２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０－－－－１２１２１２１２月月月月ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰからからからから見見見見えるえるえるえる経済課題経済課題経済課題経済課題

　２０１０年１０－１２月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は、前期比マイナス０．３％（年率換算
マイナス１．１％）となった。エコカー補助金の終了、タバコ値上げの反動による個人消費の低迷
で、５四半期ぶりのマイナス成長になり、「景気が足踏み状態にあることを確認」（与謝野経済
財政担当相）する内容になった。ただ、足元の景気には明るさも見える。この経済環境を確たる
ものにする的確な政策が喫緊の課題だ。
　１０－１２月期の実質ＧＤＰの寄与度は、内需がマイナス０．２％、外需がマイナス０．１％と
いずれも低迷した。５四半期ぶりに減少になった内需を押し下げたのは個人消費で、前期比０．７
％減。家電エコポイント縮減を見込んだ駆け込み需要はあったものの、エコカー補助金終了でほぼ
相殺された。タバコ値上げの反動減が加わった。ただ、民間住宅は３．０％増、民間設備投資は
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０．９％増と比較的堅調に推移した。外需では中国向け輸出の伸び悩み、欧州向けの大幅減が響い
た。
　名目ＧＤＰはマイナス０．６％（年率換算マイナス２．５％）と「名実逆転」は１０年４－６月
期以来連続で、デフレ状態から脱却できない。問題は少子高齢化が着実に進み、デフレから脱却で
きない国内経済活性化の方策がみえないことだ。それを加速しているのが政治の混迷である。
１１年度予算ｗ審議する国会は冒頭から与野党の対立ばかり目立ち、不安を広げている。
　１０－１２月期のＧＤＰは予測より低い落ち込みになり、１－３月期は家電製品の反動減など不
安材料はあるが、最近の鉱工業生産統計の予測などからプラス生長は可能だろう。ようやくリーマ
ンショックによる急降下の傷が癒えつつあるだけに、今こそＧＤＰに一喜一憂しない日本経済の
将来像を提示することが迫られている。

2222 １２１２１２１２月石油製品月石油製品月石油製品月石油製品ＣＩＦＣＩＦＣＩＦＣＩＦ価格価格価格価格・・・・・・・・・・・・全品目全品目全品目全品目でででで上昇上昇上昇上昇
　２０１０年１２月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、全ての品目で上げとなった。
　ドル建て価格の上昇に、為替が２円強の円安となったことが重なって、原油は前月速報比１キロ
リットル当たり３０９５円上げの４万５１６８円。また石化用ナフサも同４４５７円上げの４万
６６３４円となった。

【１２月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】
いずれも速報値

（換算レート　８３．５９円／ドル）

出所：財務省貿易統計

10101010 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・３３３３ＲＲＲＲエコポイントエコポイントエコポイントエコポイント導入導入導入導入ＧＬＧＬＧＬＧＬ案案案案まとめまとめまとめまとめ
　環境省は、消費者の３Ｒ（リデユース、リユース、リサイクル）行動促進に向けたガイドライン
（ＧＬ）案をまとめた。消費者レベルの３Ｒ行動にポイントを付与する仕組みを検討する自治体、
事業者などに、計画の策定や導入の手順などを示すもの。３月１８日に東京でシンポジウムを開催
し、３Ｒエコポイント普及促進を図っていく。
　ＧＬ案は、①温室効果ガス排出削減　②天然資源投入　③廃棄物発生量削減　④最終処分量削減
⑤エネルギー消費量の低減　⑥有害廃棄物の低減　―の６つの指標を用いて、どのような３Ｒ行動
がどれだけ効果があるかを、根拠となるデータを示して解説。そのうえでシステム導入までの手順
を示した。

11111111 日本日本日本日本、、、、世界世界世界世界２２２２位明位明位明位明けけけけ渡渡渡渡すすすす、、、、１０１０１０１０年年年年ＧＤＰ　ＧＤＰ　ＧＤＰ　ＧＤＰ　中国中国中国中国にににに抜抜抜抜かれるかれるかれるかれる・・・・・・・・名目名目名目名目でででで１１１１．．．．８８８８％％％％増増増増のののの４７９４７９４７９４７９兆円兆円兆円兆円
　内閣府が１４日発表した２０１０年の国内総生産（ＧＤＰ）速報値によると、国際比較に使われ
る２０１０年の名目ＧＤＰは前年比１．８％増の４７９兆２２３１億円（５兆４７４２億ドル）と
なった。この結果、日本の名目ＧＤＰは、１月に公表された中国の３９兆７９８３億元（５兆
８７８６億ドル）に抜かれて、約４０００億ドルの差で世界２位から３位に転落した。ＧＤＰ世界
３位は４３年ぶり。１９６８年に西ドイツ（当時）を抜いて以来、４２年間維持してきた米国に
次ぐ「世界２位の経済大国」の座を中国に明け渡した。与謝野馨経済財政担当相は記者会見で、
「中国経済の躍進は隣国として喜ばしい。地域経済の一体的な発展の礎となる」と語った。

12121212 中国中国中国中国　　　　重要産業対象重要産業対象重要産業対象重要産業対象にににに外資外資外資外資ののののＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ・・・・・・・・・・・・国家安全審査国家安全審査国家安全審査国家安全審査をををを義務付義務付義務付義務付けけけけ
　中国国務院はこのほど、外国企業による中国企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）に際し、安全審査を義
務付ける制度を新設した。通知は２月３日付けで、発布３０日後から正式スタートする。
　「国内軍事関連企業」「軍事施設周辺企業」などのほか、国家安全上重要な農産物、資源エネル
ギー、インフラ、運輸サービス、ハイテク、コア技術、工作機械などに関連する企業が対象。
Ｍ＆Ａのほか、実質的な経営権を取得するケースも審査を義務付ける。
　省庁横断の「外国投資者国内企業合併・買収安全審査省際聨席会議」を新設。同会議が実際の
審査を担う。実際の申請は商務省が受け付ける。
商務省によると、２０１０年の海外から中国への直接投資（ＦＤＩ）は１０５７億４０００万ドル
で、前年比１７．４％増と過去最高を記録した。

12121212 ＥＩＡＥＩＡＥＩＡＥＩＡ・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１年世界原油需要見通年世界原油需要見通年世界原油需要見通年世界原油需要見通しをしをしをしを上方修正上方修正上方修正上方修正
　米エネルギー情報局（ＥＩＡ）はこのほど発表した月報で、２０１１年の世界の原油需要見通し
を日量８８１６万バレルと、１月予想から同１４万バレル上方修正した。ただ、石油輸出国機構（
ＯＰＥＣ）非加盟産油国の原油供給が拡大し、供給不足を補うとの見通しを示した。
　世界最大の原油輸出国であるサウジアラビアの１０年１１、１２月の産油量が予想を上回った。
ただ、超過分の原油のほとんどが国内の発電用となり、輸出に回されたのはわずかだった。

　　　　２２２２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水））））
1111 次世代化学材料次世代化学材料次世代化学材料次世代化学材料のののの評価拠点評価拠点評価拠点評価拠点　ＣＥＲＥＢＡ　ＣＥＲＥＢＡ　ＣＥＲＥＢＡ　ＣＥＲＥＢＡ・・・・・・・・・・・・三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学などなどなどなど１１１１１１１１社社社社がががが参画参画参画参画　　　　３３３３月設立月設立月設立月設立

　次世代化学材料の評価技術開発を進める産官学の連携組織が近く立ち上がる。経産省の構想に
呼応した三菱化学、ＪＳＲ、昭和電工など民間１１社が出資して産業技術総合研究所とともに「次
世代化学材料評価（ＣＥＲＥＢＡ）」を設立する。産総研つくばセンターに拠点を置き、参加各社
から第一線の研究者約３０人が結集する。企業単独では投資負担の大きい評価設備を共有して効率
化とコストダウンを実現、研究開発の加速につなげる。
　まず、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）、ガスバリア性高機能材料など有機エレクトロニ
クス材料の評価技術開発からスタート、順次テーマを拡大する。化学産業のような素材供給産業は、
素材の使われる製品段階での評価データが必要。しかし、製品段階での評価技術・ノウハウは十分
でなく、評価設備は高額で単独での投資負担は重い。性能評価や安全評価などの評価技術は供給サ
イド、需要サイド双方の業界共通基盤となり得る。これを整備することで、セットメーカーと化学
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企業との間の擦り合わせ期間を短縮し、高額な試作設備や評価設備の重複投資の排除が可能になる。
昨年４月に同省がまとめた化学ビジョンでもその点が指摘され、技術研究組合の構想が示されてい
た。３社のほか富士フイルム、日立化成、住友化学、日本ゼオン、コニカミノルタホールデイング
ス、チッソ、旭化成、カネカが設立に参加する。設立後も新規加入を受け入れる。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・インフレインフレインフレインフレ抑制抑制抑制抑制をををを最重点最重点最重点最重点にににに掲掲掲掲げるげるげるげる中国中国中国中国
　中国人民銀行（中央銀行）が先ごろ、昨年１０月以来３度目の政策金利引き上げに踏み切った。
北京、上海など大都市圏を中心に不動産価格の高騰が目立ち、昨年１１月の消費者物価指数（ＣＰ
Ｉ）は５％を超え適正水準とされる３％を大きく上回った。危機感を強めた中国政府は、相次ぐ利
上げを実施、金融引き締め政策による不動産価格、消費者物価の抑制に乗り出したが、今後の動向
が注目されている。
　上海市などは、不動産バブルの抑制に向けて昨年、中国で初めての固定資産税制度の導入に踏み
切ったが、既に多数の不動産を取得している富裕層には課税できないザル法という非難を受けてい
る。北京市は、３軒目以上の住宅購入を禁止する方針を打ち出したが、複数の不動産所有者が如何
に多いかを示す結果となり、一般市民からは「焼け石に水」との不満が相次いだ。
　食品の市場価格も高騰を続けており、大都市圏の穀物類や油脂類などは、この数カ月で１０％以
上の値上がりになっている。また、一部の果物は３０％以上の価格上昇となっており事実上、イン
フレ状態に入ったといっても過言ではないのが生活実感だろう。
　このため１月、２月のＣＰＩは６％を超えるのではないかという見方もあり、中央銀行はわずか
３か月半の間に３度目の利上げに踏み切り、インフレ歯止めに強い決意を示した。
　いまや中国は、世界経済を牽引する経済大国として、責任が問われている。急激なインフレの抑
制と安定的な経済発展という難しい問題に的確な対応が迫られるなかで、内需を中心に国民の消費
意欲はいぜん旺盛だが、現実とかけ離れた投機的な不動産バブルに加えて、消費者物価の上昇に
歯止めがかからない。１２年秋に開催される共産党大会において党指導部が一新されるが、その
ためにも経済安定は最重要課題になる。

11111111 景気判断景気判断景気判断景気判断、、、、９９９９ヵヵヵヵ月月月月ぶりぶりぶりぶり前進前進前進前進・・・・・・・・・・・・日銀日銀日銀日銀　　　　金融政策金融政策金融政策金融政策はははは現状維持現状維持現状維持現状維持
　日銀は１５日の金融政策決定会合で「緩やかに回復しつつあるものの、改善の動きに一服感がみ
られる」としてきた従来の景気判断を、「改善テンポの鈍化した状態から徐々に脱しつつある」に
前進させた。景気判断の引き上げは昨年５月以来９カ月ぶり。
　政策金利は「年０～０．１％」とする事実上のゼロ金利政策の維持を全員一致で決めた。
　足元の生産・輸出については「増加基調に復する動きがみられる」と指摘し、「やや弱めとなっ
ている」などとしていた従来の表現を前向きに改めた。先行きに関しては、「景気改善テンポの
鈍化した状況から脱し、緩やかな回復経路に復していく」とした。

　　　　２２２２月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（木木木木））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　高峰譲吉を主人公にした映画「さくら　さくら―サムライ化学者　高峰譲吉の生涯」が全国公開
される。▼加賀藩典医の長男として生まれた高峰は、長崎や大阪などで学んだ後、工学大学校応用
化学科を卒業して英国に留学する。医者の家系ながら化学を選んだのは「医学が救うのは一人ひと
りの患者だが、化学は万人を救う」という信念だった。▼この思いに基づいて挑戦したのが化学
肥料の東京人造肥料（現日産化学工業）の設立。明示２０年だ。同じ年にキャロラインと結婚した
こともあって、活動の拠点を米国に移し、消化酵素「タカヂアスターゼ」や昇圧・止血作用を持つ
「アドレナリン」の開発に成功する。その後、三共（現第一三共）の初代社長として実業家として
も活躍する▼映画では、日本の資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一、三井物産を育てた益田孝らとの
交流のほか、研究のパートナーだった藤木幸助、上中啓三、清水鉄吉、さらに特許の重要性を目覚
めさせたキャロラインの母メアリーなど高峰を支えた魅力的人物が登場する▼日本の化学産業も
１世紀を超えた。ここまで発展したのは研究者のみならず技術者、実業家など多くの人が支えた。
今年は「世界化学年」。先人の志、情熱、苦闘に触れる機会でもある。

2222 ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年エチレンエチレンエチレンエチレン内需内需内需内需・・・・・・・・・・・・５００５００５００５００万万万万トントントントン台台台台にににに回復回復回復回復
　経産省がまとめた２０１０年１２月のエチレン換算輸出入によると、輸出は前年同月比７．７％
減の２１万５２００トンだった。対前月比では１０．５％減。輸入は５万３００トンで、前年同月
比５４．４％増。
　この結果、１０年累計の輸出は２４３万６０００トンで前年比１７．２％減、輸入は５３万５０
００トンで同３１．４％増。エチレン生産７０１万７７００トンに輸入を加え、輸出を引いた内需
は５１１万６８００トンとなり、同１６．８％増となった。前年比増は０７年以来だが、９３年
以降では０９年の４３７万９６００トンに次ぐ低水準。また、輸入比率１０．５％は９４年の
１０．０％以来の２ケタ台。

2222 １１１１月月月月エチレンエチレンエチレンエチレン生産速報生産速報生産速報生産速報・・・・・・・・・・・・生産量生産量生産量生産量がががが３３３３．．．．４４４４％％％％減減減減
　経産省がまとめた２０１１年１月のエチレン生産速報によると、生産量は前年同月比３．４％減
の６４万７１００トンとなった。定修プラントは前年同月、当月ともなし。対前月比では０．２％
増となった。

　　　　２２２２月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（金金金金））））
1111 三井化学三井化学三井化学三井化学　ＰＰ　ＰＰ　ＰＰ　ＰＰコンパウンドコンパウンドコンパウンドコンパウンド・・・・・・・・・・・・タイタイタイタイ拠点拠点拠点拠点にににに追加投資追加投資追加投資追加投資へへへへ　　　　第第第第１１１１工場工場工場工場にににに１１１１系列系列系列系列、、、、第第第第２２２２もももも増設検討増設検討増設検討増設検討

　三井化学は、タイでポリプロピレン（ＰＰ）コンパウンドの次期投資計画の具体化を急ぐ。
サイアムセメントグループ（ＳＣＧ）との合弁であるグランドサイアムコンポジット（ＧＳＣ、
吉村敦社長）において、年内にも第１工場に１系列を増設する方針を固めたほか、昨年稼働した新
立地の第２工場でも１～２け入れるを追加する検討に入った。タイのＰＰコンパウンド市場で圧倒



的なシェアを持つトップメーカーとして、現地の自動車産業の拡大に対応したタイムリーな供給体
制の整備を図る。

2222 １１１１月主要石化製品生産月主要石化製品生産月主要石化製品生産月主要石化製品生産・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン、、、、６４６４６４６４万万万万７１００７１００７１００７１００トントントントン　　　　稼働率稼働率稼働率稼働率２１２１２１２１ヵヵヵヵ月連続月連続月連続月連続でででで９０９０９０９０％％％％台台台台
　石油化学工業協会がまとめた１月の主要石油化学製品生産実績によると、エチレン生産量は、
は前年同月比３．４％減の６４万７１００トンとなった。前月比では０．２％増加。稼働率試算は、　
９５．７％となり２１カ月連続で９０％台の高稼働を維持している。

【１月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、％）

　　　　３３３３樹脂内需樹脂内需樹脂内需樹脂内需はははは好調好調好調好調　　　　前年同月比増前年同月比増前年同月比増前年同月比増、、、、輸出輸出輸出輸出ははははＰＰＰＰＰＰＰＰ以外以外以外以外はははは前年水準前年水準前年水準前年水準がががが高高高高かったかったかったかった反動反動反動反動でででで減減減減
【１月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

4444 ダイセルダイセルダイセルダイセル化学工業化学工業化学工業化学工業・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０月月月月からからからから「「「「ダイセルダイセルダイセルダイセル」」」」にににに商号変更商号変更商号変更商号変更
　ダイセル化学工業は１０月１日付けで、社名を「ダイセル」に変更する。同社はセルロース化学
有機合成化学、高分子化学、火薬工学をコア技術とした企業であり、「化学工業」を社名の一部に
してきたが、自動車エアバッグ用インフレータに代表される組み立て加工型事業がコア事業に成長
するなど事業の領域が化学工業の枠にとどまらなくなってきている。今後も化学をベースに、独自
の技術・ノウハウで「化学工業」の枠を超えて発展していくという意思を社内外に示していくため
に社名（商号）を変更することにした。
　商号変更は、６月下旬に開催予定の定時株主総会での承認をもって正式の決定する。

5555 グンゼグンゼグンゼグンゼ・・・・・・・・・・・・タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル向向向向けけけけ透明透明透明透明フィルムフィルムフィルムフィルム、、、、硬度硬度硬度硬度９９９９ＨＨＨＨ開発開発開発開発へへへへ
　グンゼは強化ガラスの代替を狙って高硬度透明フィルムの開発を進める。同様のフィルムは鉛筆
硬度３～４Ｈのものが一般的だが、同社はその２倍以上も硬い９Ｈ製品の開発によってタッチパネ
ル向け需要の開拓を目指す。
　高硬度透明フィルムはフラットパネルデイスプレイの傷防止などに用途が拡大中。硬度３Ｈ製品
の量産を始めたが、高硬度化によってスマートフォンやタブレット型パソコンに使われている強化
ガラスの代替需要を狙うことにした。
　既存の強化ガラスの厚さは０．７～０．５５ミリメートル厚だが、試作した９Ｈフィルムは
０．２ミリメートル厚。耐擦傷性、耐指紋性に優れ、薄化と軽量化も図ることができる。この９Ｈ
フィルムには有機・無機のハイブリッド素材を用いる。クリア型とアンチグレア型があり、光透過
率はそれぞれ９２％と９１％。出荷はロール状またはシート状で行う。

12121212 レアアースレアアースレアアースレアアース　　　　中国中国中国中国がががが統一方針統一方針統一方針統一方針・・・・・・・・・・・・資源管理資源管理資源管理資源管理にににに本腰本腰本腰本腰
　中国の温家宝首相が主宰する国務院（内閣）常務会議が１６日開催され、今後５年間、レアアー
ス（希土類）産業の合理化や産業再編に本腰を入れて取り組む方針を打ち出した。「国内外の情勢
を考慮したうえで、１年ごとの適切な生産量や輸出割当量を決める」としている。
　中国では各省庁が個別にレアアース生産や輸出ぼ規制強化に取り組んできたが、政府最高レベル
で統一方針が示されたかたち。今後、レアアースの資源管理が一段と強化されそうだ。
　会議では「違法採掘が後を絶たず、生産能力の拡張ペースは速やすぎる。環境破壊や資源浪費も
深刻で、輸出秩序は混乱している」と批判。「業界管理を強化するために、新たなシステムを構築
する」ことなども決めた。
　既に、今年上半期の輸出量は、前年同期比３５％削減されることが決まっている。

1-12月計 前年同期比生産高 前月比 前年同月比
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