自動車用を開発
ＥＮＥＯＳ高透明で低抵抗

ＥＮＥＯＳ機能材カンパニーは独自のナノインプリント技術と金属配線形成のノウハウ
を駆使して高透明・低抵抗な透明導電フィルムを開発した。通常のフォトリソグラフィで
は実現できない微細で高アスペクト（深い）の極細配線を実現した。高周波帯域で高い電

や曇り防止などに、エン をさらに進化させ、次世 し、投資判断の参考とす イチェーン全体でＣＯ
ジン車の場合は排熱利用 代自動車用途向けに展開 るインターナルカーボン の排出削減を促進し、
（デフロスター機能）さ し、ナノインプリント技 プライシング（ＩＣＰ、 年度までに削減貢献量を
れているが、電動車など 術に基づく機能材料の業 社内炭素価格付け）制度 グループ全体とサプライ

％減

日本ＡＢＳ樹脂工業会

ＡＢＳ樹脂、 年

国^内出荷

フィルムインプリント 削減に寄与する設備投資 出量以上とする計画だ。

モーター車には昇温速度 容拡大を目指す方針だ。 を導入した。ＣＯ排出 チェーンの川上での総排
に優れた透明導電ヒータ
ーが求められる。さらに 技術に加え、無機系のガ 計画を後押ししてＣＯ
自動運転に必須なカメラ ラスインプリント技術を 排出削減に関する長期目
やミリ波レーダー、Ｌｉ 有するのは同社だけの強 標の達成を目指すととも
ＤＡＲなどの曇り・水分 み。元日に社名変更した に、将来のグローバルな

 の国内出荷は前年比 ％

社内炭素価格をＣＯ 出荷統計によると、 年

問題の解消にも透明導電 ＥＮＥＯＳ液晶の辰野工 炭素価格上昇に備える。 がまとめたＡＢＳ樹脂の
ヒーターが寄与すると想 場（長野県伊那郡）はフ
定される。車載用途以外 ィルム、ガラスの両形態 排 出 量 １ ㌧ 当 た り
では電子・通信機器向け に対応する生産ラインを （６千円）に設定した。 減の 万７４０９㌧と３

前年比
（％）
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83
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％減の８万３８６５㌧ 需要回復を背景に輸出は

誤作動防止用電磁波シー 保有し、ナノインプリン 今後ＣＯの排出増減を 年連続で減少した。コロ と２年連続で前年割れに ９月から前年同月比 ％
ルドなども検討される。 ト技術の最大の特質であ 伴う設備投資計画の策定 ナ禍による経済活動の停 なった。電気器具用は

台の伸びを示している。
用樹脂の出荷は、過去最

同社はナノサイズに制 る量産時のコストダウン にはこの社内炭素価格を 滞が大きく響いた。 年 ％減、一般機器用は ％ ＡＳＡ、ＡＥＳなど耐候

フィルムは、得意のナノ アスペクト比５（一般的 奥な溝に銅を中心とする 通信環境を確保するには 御した元型・金型を樹脂 効果をフルに生かせる生 適用し、仮想的な費用に 以降で最低だった 年の 減、建材住宅部品用は

万３５０３㌧も下回っ ％減、雑貨用は９％減、 高を記録した 年より

帝人は昨年、環境負荷 が カ月ぶりに前年同月

輸出は９％減の９万７ だった。

低減の長期目標としてＣ 比でプラスに転じ、需要 ９６７㌧、出荷合計は

Ｏ排出量を 年度まで に底打ち感が出ている。 ％減の 万５３７６㌧と

帝人は設備投資を検討 に

帝人、投資判断基準に

の一つとして運用する。 た。ただ直近の 年 月 その他は ％減だった。 ％少ない４万５５１７㌧

インプリント技術により なフォトリソの場合で１ 金属材料を埋め込み、配 複数のアンテナ設置が必 や特殊無機材料に押し付 産体制を確立している。 換算して投資の判断基準

ージングに採用すれば、 機能を付与した材料を開

費用換算制度を導入

線幅１㍈（従来品の銅メ 程度）という細さと深さ 線を不可視化（透明性を 要となる。ここで高透明 ける（表面にナノサイズ
設^備のＣＯ ２排出量
％以上に）した。抵抗 ・低抵抗を両立する導電 の構造体を転写する）技

スク
エア

値は高い透明性を維持し フィルムを自動車のグレ 術を駆使し、さまざまな
㌊／

91
86
85

年度比 ％削減、

年国内出荷の用途別 いずれも３年連続で前年

変^性ＰＰＥ値上げ
旭化成、 円

昇温速度や到達温度、面

フロントガラスの融雪 の中心だった。この技術 れるＣＯ量を費用換算 成を掲げた。またサプラ 車生産台数の減少に伴い 国での自動車や家電向け ニ レ ン エ ー テ ル（ Ｐ Ｐ

性能も示す。
これら機能が生かせる

める。事業部間で用途や 送資材や食品包装向け発 ほど離れてはいない。

発に取り組む方針だ。
年度からの次期中期

活用を推進する方針を打 はＧＰＳシステムや本人 ンでは新規事業で売上高

て、ポリウレタン原料や 的支援機関を中心とした
ジェネスタは電気・電 印刷インキ向けを中心と 支援ネットワークを活用

。 同 器用を主力とする。今後 き続き強化する。
する考えだ。プラント建 ５ 千 ㌧（ 単 独 投 資 ）

やすい環境を整備する。
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㌧５００㌦）値上げする。

水^添エラストマーや
ＴＵポリマー値上げ
ク ラ レ
クラレは水添スチレン

梱包資材の代表格であ ち出すなか、ＪＳＰはユ 確認認証システムといっ ３００億円を目標に設定 系エラストマーとＴＵポ

体・保管して固定床炉で は少ないものの、共通す Ｐ）などを手がける。基 る段ボールはリサイクル ーザーの動向を踏まえな た機器の搭載を可能にす した。梱包資材は売上高 リマーを２月１日出荷分

事業者から受け入れ、解 展開分野が重なるケース 泡スチレンシート（ＰＳ

20

位を確立している。ＥＰ 社は環境配慮の高まりな ルを機軸に事業機会を見 業部連携で市場調査や開 ら１㌔㌘ 円（海外は１
また、人手不足解消へ

Ｓは魚箱など発泡スチロ どから繰り返し使用でき いだしていく。
ール箱の原料だ。押出事 る梱包資材の需要が高ま

業の液晶パネル搬送資材 るとみている。既に化粧 の寄与などから近い将来 経営計画に具体策を盛り
27

車載用途分野の一つに次

ＪＳＰ ドローン配送など照準

ＪＳＰはビーズ事業と ン（ＥＰＳ）など、押出 やＰＳＰもモノを運ぶ用 品メーカーや物流会社な の実用化が見込まれるド 込む予定。 年を見据え
10

世代通信用の透明アンテ

ビーズと押出連携強化

Ｅ）樹脂を 日出荷分か

旭化成は変性ポリフェ

50

10

29

主に電子材料用途が開発 する際、設備から排出さ 年度までに実質ゼロの達 は、主力の車両用が自動 割れになった。ただ、中

と低く、少ない電力で多 外観を損ねずにアンテナ 発してきが、これまでは

たまま０・１～

97,967

19

波透過性を示すほか、優れたヒーター性能を発揮。曲げ耐性に富み軽量化も図れる。車載

18,975

12

用の透明フィルムアンテナや透明ヒーターなどに最適で、こうした機能や特徴をカーメー

81
88
78

22

カーや自動車材料メーカーに訴求し早期商品化を目指す。 年をメドに上市したい考えだ。

83,865
23,430
18,744
車両用
電気器具
一般機器
建材住宅
1,715 90
9,458
部品
雑貨
4,701 113 23,905
その他
543 100
3,162
国内計 19,768 108 103,314

85

2020年計
2020年下期
（７～ 12月）
前 年
前 年
同月比
同期比
（％）
（％）
8,751 109 45,732 88
2,309 124 12,275 101
1,749 93
8,782 72
12月

30
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Ｇに使用されるミリ波帯 押出事業の連携を推し進 事業は液晶パネル向け搬 途に使われ、梱包とそれ どがリターナブル容器の ローン配送を巡り、同社 た期間 年の長期ビジョ

ナが挙げられる。特に５

21

50

今回開発した透明導電 ッシュの場合３～

16

94 295,376
89 45,517

55,949 105
10,395 115
出
輸

30,163 110 159,263
4,935 108 24,356
合 計
耐候用

10
15

09

20

内分布に優れたヒーター

くの電気を流せるため、 の設置が可能になる。

22

17

20

焼却し無害化処理するま るテーマを探索し新製品 本的には製品ごとに自動 されていているが、基本 がら両事業部でアイデア る高機能な梱包資材のニ 目標達成への原動力の一 から１㌔㌘０・ ㌦値上

年に

デジタル革命への対応
セプトンは世界的に競 企業に対し簡単に導入で

年前半に く柱の一つにしていく考 争が激化するなか、タイ きる実例の紹介などを行

業で進めているタイでの 初計画から数カ月ほど遅 ニルアセテート事業に続

ポリアミド９Ｔ樹脂（Ｐ れているが、

ーバルに競争力を発揮で 争力を発揮した拡販を推 高齢者、外国人が働きや
タイで建設中の新プラ きる規模とした。原料の 進、既存設備では付加価 すい環境の整備を図る。

水添スチレン系熱可塑性 得て立ち上げていく。

エ ラ ス ト マ ー（ Ｈ Ｓ Ｂ

Ｃ）
「セプトン」
、メチル ント生産能力はジェネス ブタジエンとイソブチレ 値化を追求する。ＭＰＤ 海外展開支援は新輸出大

・３％出資

50

での一貫体制を整え、事 ・新事業の創出につなげ 車、エレクトロニクス、 はワンウエーユース。同 を持ち寄り、リターナブ ーズが高まると想定。事 つになる可能性がある。 げする。

④サステナビリティーへ

の埋め立て処分場を営む サーなど）の解体・保管 ジタル革命への対応②人 維産業を取り巻く環境は ンシャルな産業だ。諸課

込む方針。販売体制もグ

市場を含め積極的に取り ントを表明した。

新規顧客も欧米、アジア ことが必要だ」とのコメ

を増やすなど用途を広げ 言』を加速して取り組む

は車両用で採用部品点数 あるべき繊維業界への提

１月に公表した『

ひめゆり総業を買収し、 施設の運用を開始。排出 材の確保③海外展開支援 コロナ禍で大きく変わろ 題に対応するため、昨年

タイのイソプレン事業

年後半から順次稼働

30

22

産廃中間処理が好調
クレハ ＰＣＢ無害化が牽引

例えばビーズ事業でＥ

ビーズ事業は自動車向 通するキーワードだ。

は数少ない事業部間で共

年度まで を切り口に梱包資材分野 あまりないなか「梱包」

低濃度ＰＣＢ廃棄物の ーナブルやドローン配送 ており、重複する事例が

産業廃棄物の中間処理 最終処分に進出した。ほ 業拡大につなげている。 る。第１弾として、リタ 食品などと分野が決まっ
を柱とするクレハの環境 かに環境エンジニアリン

年度比では約 も手掛ける。

産業廃棄物の中間処理 ウトする。新たな産業廃 リプロピレン（ＥＰＰ） ＰＰはハードディスクド

としてはいずれピークア けトップシェアの発泡ポ

億円増の約１４ 処理施設の販売・施工） められており、ビジネス

年度売上収益は前年 備、水処理設備、廃棄物 に完了するよう法律で定 への展開を狙う。

事業が好調だ。環境事業 グ（ＶＯＣ排ガス処理設 無害化処理は

の
度比約

０億円、
億円増となる見通し。

ビーズ法発泡ポリスチレ としてデファクト的な地

特に処理に高度な技術を ビジネスは難処理産業廃 棄物の処理ビジネス立ち や家電緩衝材などに使う ライブの梱包資材の原料

日本繊維産業連盟は

人材確保 デジタル革命対応

共通課題解決へ

必要とする低濃度ポリ塩 棄物（低濃度ＰＣＢ、ダ 上げを検討している。

化ビフェニル（ＰＣＢ） イオキシン類、ハロゲン
を含む廃棄物の無害化処 化合物、医療系など）の
理ビジネスが成長を牽引 処理を得意とし、特に低
濃度ＰＣＢ廃棄物の処理

環境事業は１００％子 を成長の牽引役に位置づ

している。
会社のクレハ環境が展開 ける。いわき市にある自

うとしているが、繊維産

鎌原正直会長（三菱ケ 業、ファッション産業は

年４月、低濃度Ｐ 全体に共通する課題の解 組む。

している。産業廃棄物の 社の中間処理場の隣接地 年総会を開き、繊維産業 の対応――の４点に取り

21

クラレ

ペンタンジオール（ＭＰ タが年１万３千㌧、セプ ンはパートナーのＰＴＴ はオンリーワン製品とし 国コンソーシアムなど公
年後半から順次商 ぞれクラレ

Ｄ）の事業化計画につい トンが１万６千㌧（それ から調達する。

て、

30

20

10

Ａ９Ｔ）
「ジェネスタ」
、 は完成させ、顧客承認を えで、新プラントはグロ の新プラントでコスト競 う。人材の確保は女性、

22

53

鎌原正直会長

26

クラレはイソプレン事 設はコロナ禍の影響で当 社はイソプレン事業をビ ローバルに拡充させる。 は、知見が不足する中小

22

18

90

繊産連

年４月に福島 ＣＢを含む大型廃電気機 決 を 目 指 す 方 針 を 決 め

収集運搬と中間処理を行 では
うほか、

19

県いわき市で産業廃棄物 器（トランスやコンデン た。主な活動として①デ ミカル特別顧問）は「繊 われわれの生活にエッセ

19

、 Ｍ Ｐ Ｄ が 子部品向けなどの民生機 したグローバル展開を引 し、中小企業が支援を得
業ベースでの稼働を実現 の 合 弁 事 業 ）

22

15

㍈）
、 を実現した。この極細深 の電波は直進性が強く、

19

ＡＢＳ樹脂の用途別出荷推移
（単位 ： トン）
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