
11）はじめに
高分子材料は、金属や無機材料と並んで重要な役

割を担っている。高分子は、産業の基盤材料として

のプラスチック、ゴムや接着剤、フォトレジストや

分離膜、ゲルや生体材料など、その用途が幅広い。

また、繊維や梱包用の発砲スチロール、紙などを含

めると、今日の複雑かつ多様な産業構造と密接に関

連していることが分かる。

医療分野を除く世界の化学産業の規模は、144兆円

と言われており、高分子は、その主要な製品となって

いる。世界的に有名な高分子関連の企業には、デュポ

ン、ダウケミカル、バイエル、BASFなどがある。

一人当たりの年間プラスチック消費量は、西欧・

米国・日本で90～100kg（2001年度の統計）に達す

る。また、インドを含むアジアの消費量（13kg／人,

2001年）は、今後も急速に伸びることが予想されて

おり、環境やエネルギー問題との関連も小さくない。

本章では、2000年以降の高分子材料を取り巻く現状

や国内外での研究動向についての概観を試みた。1) ～ 3)

22）高分子材料に関する世界の状況
アメリカ化学会では、化学分野のグローバル企業

の上位50社の売上、収益、研究開発費などを調査し、

幅広く公開している。ここでは、最初に、当学会の

機関誌（C&E News, 2005年７月18日発行）から、そ

の動向を確認したい。表1に、主要な化学系企業の

2004年のデータを示す。売上高のトップ３は、ダウ

ケミカル、BASF、デュポンであり、いずれも300億

ドルを超えている。BASFでは、研究開発費として、

総額14億5,900万ドルを支出しており、売上の3.8%を

占める。この値は、2003年度の研究開発費より6.2%

上昇している。表1には示してないが、2004年では、

特に石油化学の売上が著しく伸びている。例えば、

Royal Dutch/Shellの売上は、294億ドルを超えてお

り、デュポンの売上に近づいている。石油化学に関

連したセクターは、化学工業全体の利益率を上げて

いるようである。我が国の企業では、三菱化学、三

井化学、住友化学、東レの４社が世界のトップ20に

入っており、2003年と比較して12%から28%を超え

る売上高の向上が見られる。世界の化学系企業のト

ップ50には８社の日本企業が含まれており、これら

の総売上は、上位50社全体の13.2%（780億ドル）に

相当する。

C&E Newsによると、2004年の化学製品の利益率

は、8.1%であり、2003年の5.5%から向上している。

一方、売上に対する研究開発費の割合は、平均2.1％

であり、過去５年間と比較して減少傾向にある。

高分子分野では、汎用材の提供から機能材の提供

へ、更に顧客志向のソルーション提供へと研究開発

領域が変化している。また、経営の最重要戦略は、

Ｍ＆Ａからコア事業の拡大（Organic Growth）へと、

その方針が明確にシフトしつつあり、アジア・中国

への重点投資が拡大している。

2005年３月末のNY原油価格は、１バレル当り55

ドルを超えている。１年前の原油価格は、32ドル前
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表１　高分子関連の世界企業の売上と研究開発費

http://www.nims.go.jp/amlaml/
http://www.nims.go.jp/mfo/
http://www.nims.go.jp/mfo/member-j.htm


後であり、過去10数年の間、20ドル前後で安定して

いたことを考えると、著しい高騰と言える。化学系

の世界企業は、オイルやガスの精製、あるいはエネ

ルギー事業を行っている場合があり、アメリカでは

天然ガスへの依存度も高い。このような諸事情のた

め、原油価格が高分子研究に与える影響は、一概に

は言えない。しかしながら、環境問題と同様に、大

きな長期リスクであることには間違いない。

図１には、日本の化学工業の研究開発費の推移を

示した。これは、政府の各種統計資料を高分子同友

会が纏めたものである。2000年度の研究開発費は、

8,018億円であり、総売上高の約４％を占める。この

値は、90年以降の景気の低迷にも関わらず、一定に

推移している。一方、研究開発のための設備投資は、

92年をピークに減少しており、2000年度は、ピーク

時の６割（約１兆円）に過ぎない。総務省統計局の

データでは、2004年度の日本の化学工業の総売上は

21.6兆円であり、営業利益は、約１兆4300億円とな

っている。一方、研究開発には、8,900億円が支出さ

れており、総売上高の4.1%に達する。詳しくは、下

記を参照：

http://www. stat. go. jp/data/kagaku/

33）環境と高分子材料
日本では、化学技術戦略推進機構（JCII）が中心

となり、Green Sustainable Chemistry 関連の技術開

発を推進している。同様な技術開発は、世界の高分

子材料の大きな研究動向となっている。例えば、コ

ーンスターチを原料として合成されたプロパンジオ

ールはポリエステルの原料に用いられており、石化

燃料から「コスト競争力のある」バイオマス原料へ

の転換が始まっている。環境負荷低減の技術として

は、ハロゲンフリーな難燃剤、VOC（揮発性有機化

合物）を含まない水溶性高分子塗料などが開発され

ている。また、高分子膜を用いる水処理技術、軽量

の高分子複合材料などの省エネ関連の技術開発、あ

るいは燃料電池などのエネルギー関連の高分子膜、

リサイクルが可能なカーペットなど、幅広い研究が

行われている。

日本の高分子学会では、その機関誌「高分子」の

2005年３月号で、環境を支える高分子技術を特集し

ている。注目すべき技術としては、CO2を原料とす

る非ホスゲン法ポリカーボネート製造プロセス（旭

化成株式会社）、自己消火性エポキシ樹脂（NECお

よび住友ベークライト）、リサイクル塗装システム

（日本ペイント株式会社）などが挙げられる。

44）日米の研究動向
我が国の高分子材料の研究は、欧米諸国と比較し

ても極めて活発であり、高い水準にある。例えば、

日本の高分子学会の会員数（12,500）は、高分子関

連の学会の中では世界最大であり、アメリカ化学会

の高分子部会の会員数（7,500）よりかなり多い。

図2（a）には、高分子関連でインパクトファクタ

ーが最も大きいMacromolecules誌（アメリカ化学会、

IF：3.621）への2005年１～３月の発表論文の国別比
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図１　日本の化学工業の研究開発費の推移（医薬分野を除く） 統計資料：“Survey Report on Science and Technology Research
in Japan”, Statistics Bureau, Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications；and
“Industrial Statistics”, Industry Division, Ministry of Economy, Trade and Industry

http://www.stat.go.jp/data/kagaku/


較を示す。日本からの発表は、33件であり、アメリ

カに次ぐ掲載数である。年単位の統計として、2003

年に同誌に掲載された日本の論文は、240報となっ

ており、これは全体（1,372報）の17.5％となる。一

方、図２（b）には、W i l e y社（ドイツ）の

Macromolecular Rapid Communications誌（IF：

3.236）への2004年度の発表論文の掲載数を示す。日

本の論文数は、中国、アメリカに次いでおり、本国

のドイツよりも多い。これらの結果は、我が国の高

分子研究のレベルの高さを示すものである。

図３には、2005年５月に開催された第54回高分子

学会年次大会での発表件数を分野別にまとめた。本

年度の一般研究発表は、2,276件である。分野別には、

ラジカル重合や重縮合などの高分子合成、デンドリ

マーなどの特殊構造ポリマー、高分子の反応や新し

い重合プロセスに関する「高分子化学」の分野から

481件、高分子の分子特性解析や固体物性、溶液物

性やレオロジー、ゲルやトライボロジーなどの表面

物性、薄膜や分子集合体に関する「高分子機能・高

分子物性」の分野から715件、光特性や電気・電

子・磁気特性、分離・認識・触媒特性、耐熱・難燃

性高分子、高強度・高弾性高分子、極限物性、液晶

などに関する「高分子機能」の分野から600件の発

表が行われた。

タンパク質や酵素、DNAや糖質高分子、生体膜、

バイオミメティクス、生物工学、DDS、生体材料な

どに関する「生体高分子および生体関連分子」の分

野からは、348件の発表が行われ、「環境と高分子」、

「高分子工業・工学」の分野からは、それぞれ、113

件と19件の発表が行われた。

2000年から2004年における高分子年次大会での一

般研究発表の件数は、1,890件（名古屋）、1,940件

（大阪）、2,028件（横浜）、2,081件（名古屋）、2,251件

（神戸）と年々増加している。高分子材料は、国内

の幅広い産業と密接に関連しており、研究者の関心

が増大していることが分かる。

一方、2005年３月に開催されたアメリカ化学会第

229春季年会（San Diego）では、化学に関連する930

のセッションにおいて、9,200件の研究発表が行われ

た。発表件数は、2003年の第225春季年会（New

Orleans）が約8,500件、2004年の第227春季年会

（Anaheim）が約8,000件と比較して増大している。

高分子関連の研究報告は、Division of Polymer

Chemistry（POLY）ならびにDivision of Polymeric

Materials: Science & Engineering（PMSE）の２つ

の部会の中で972件の発表が行われた。

POLYの特別セッションとしては、「最新のナノテ

クノロジーのための生体・合成高分子」、「カーボン

ナノチューブ・高分子・複合流体」、「高分子表面と

界面」、「バイオミメティック高分子」、「生分解性高

分子と材料」、「スマート高分子膜・複合体・デバイ

ス」の６テーマが選定されている。一方、PMSEで

は、「高分子材料の新しいコンセプト」、「高分子と

医用デバイス」、「集積回路作製における高分子の応

用」、「高分子ナノ複合体」、「エレクトロニクスのた

めの高分子半導体」、「高分子の緩和特性の閉じ込め
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図２　高分子関連の国際誌への発表件数の国別比較

（a）Macromolecules 2005年１～３月の累計 （b）Macromolecular Rapid Communications 2004年の累計

図３　2005年春の高分子学会年次大会での分野別の発表件数



効果」、「バイオナノテクノロジー：生物学と高分子

科学のインターフェース」、「非侵襲性輸送と診断：

タンパク・遺伝子・細胞」の８テーマが議論された。

それぞれの発表件数は、表２にまとめた。

POLY部会の各セッションのタイトルから、高分

子材料が、ナノテクノロジーの重要な要素であり、

環境や安全、あるいは医療に不可欠な基盤材料とし

て認識されていることがわかる。また、PMSE部会

のセッションからは、高分子材料がＩＴやバイオテ

クノロジー、デバイスなどの様々な産業と深く関連

していることがうかがえる。

55）まとめ
高分子材料を取り巻く現状には、いくつかの不確

定性があるものの、その材料としての重要性は、企

業の研究開発や学会での発表件数に見られるように、

着実に増しているように見える。高分子科学は、そ

の創成期から化学と材料という２つの側面が見事に

調和しながら成長してきた。高分子材料は、バイオ

やナノテクノロジーが現れる前から、多分野との積

極的な融合がなされており、基盤材料として確固た

る地位を占めるに至っている。このような高分子材

料の特徴は、科学技術がどのように発展しても、変

わらないものと考えられる。即ち、高分子材料は、

環境・安全・健康・エネルギーなどの諸問題を克服

し、Sustainable Growthを支える重要な材料となろう。

今回の研究動向調査の中で印象に残った言葉を抜

粋すると、（1）バイオをベースとしたマテリアル設

計、（2）ナノコンポジット、（3）カプセルやコーティ

ングなどのミクロ形態制御、（4）光材料や新規触媒、

（5）環境負荷の低減、（6）Organic Growth、（7）原油

高騰、などが挙げられる。これらは、高分子材料の

今後の展望を考えるための重要なキーワードとなる

であろう。
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表２　2005年3月のACS Spring Meeting (San Diego) での高分子関連の発表件数

1)

2)

3)

雑誌「高分子」2005年１月号、ならびに2005

年３月号、高分子学会（及び、第54回高分子

学会年次大会の案内）

Chemical & Engineering News 2005年１月10

日号、2005年２月21日号、ならびに2005年７

月18日号、アメリカ化学会（及び、第229回

ACS Spring National Meeting の案内）

高分子学会および高分子同友会からの統計資料




