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　１月１５日（月）
1 水素技術　欧州で花開け　余剰電力対策で注目

　旭化成・・・水電解でＣＣＵＳ　千代田化工・・・独自キャリア提案
　２０１６年１１月の「パリ協定」の発効を受け、世界の温暖化対策は「低炭素」から「脱炭
素」へとシフトし始めた。ここで重要となるのが“ＣＯ２フリー”エネルギーの利用拡大。
再生可能エネルギーの導入拡大だけでなく、再エネの余剰電力を水素やメタン、メタノール等
に変換し活用することが求められている。
　わが国の「水素基本戦略」においても、水素は再エネと並ぶ新たなエネルギー源に位置付け
で、燃料電池車（ＦＣＶ）や発電で利用を促す。
コストを５０年に従来の５分の１に引き下げることが明記されているが、当面は安価な輸入水
素を活用し普及への足掛かりとする。
　千代田化工建設が三菱商事、三井物産、日本郵船と組みスペラ水素を利用した国際サプライ
チェーン実証に取り組んでいるほか、川崎重工業もオーストラリアで褐炭から水素を製造、日
本に輸送・利用する実証事業を進めている。
　また、環境中に排出されるＣＯ２を回収・利用する技術も必要になる。旭化成が参加する
ＣＣＵＳプロジェクトは、再エネ由来水素と回収ＣＯ２を反応させてメタノール等のエネルギー
に転換する。旭化成は水素製造を担うことになるが、同社に限らず日本企業はＣＯ２回収に不
可欠な技術も多く保有する。日本の脱炭素技術は世界でも注目されており、今後ビジネスとし
て花開くことが期待されている。

1 超短波
◆・・・化学業界の好況が続く。中でも石油化学はエチレンセンターの高稼働が続いているが
「これだけ長いのは経験がない」と語るのは三井化学の藤吉健二相談役。留分によっては不足
も見込まれるが「プラント老朽化も問題。建設以来、半世紀以上の設備もあり、一定に新鋭化
を見据えていかなければいけないのでは」と指摘する。
◆・・・スクラップ&ビルドによるエチレンセンター更新は、建設マネジメント層が薄くなっ
ていることからも急ぐ必要があるとの声も聞く。「１社単独というのはなかなか難しい。複数
の企業が集まって出資に応じて留分引き取り権を取得するようなやり方が日本的なのではない
か」とし「昔あった東日本エチレンセンター、西日本エチレンセンター構想のような形で進ん
でいくのが望ましい」とみているようだ。

1 旭化成　小堀秀毅　社長・・・“コネクト”で次の飛躍へ
◆・・・業績は好調です。
◆・・中計で打ち出した「コネクト」というコンセプトが時代のキーワードになってきました。
「非常に恵まれた環境での好業績であり、かなりフロックの部分があるという意識を持つべき
だと考えている」
「２０１６年春にコネクトという言葉を使い始めたが、年後半にコネクテッド・カーという
言葉が出始め、昨春には政府がコネクテッド・インダストリー戦略を打ち出した。
　まず事業会社の再編・事業持ち株会社制への移行と含め社内の多彩な人材をコネクトすると
いう点に力を入れてきたが、今は外部とのコネクトに研究開発、ビジネスの双方で力を入れて
いる。これからマーケットに近いところに出て行こうとすれば、異業種、しかもソリューショ
ンを生み出せる会社とどうコネクトしていくかが重要だ」
「事業のウイングを広げていくことになる。これからの素材企業は、単なる素材技術力だけで
なく、その力を生かしてもう少しマーケットの肌感覚が分るところでアンテナを張っていくべ
きだろう。
◆・・・１８年は旭化成にとってどのような年になりますか。
「今回の中計は、２５年に向けて収益性の高い付加価値型事業の集合体を作るというゴールに
向けての基盤強化の３年だ。その一丁目一番地がリスク管理、コンプライアンスの徹底で、
これをしっかりと作り上げる。もう一つはＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ等の新たな潮流をしっ
かりと取り込むことだ。これがなければ５～１０年後にかなり遅れを取ってしまうだろう。
　更に事業戦略と人財戦略の連動・一元化も進め、目指すべき姿の実現を担う人財を創り出し
ていきたい」。

2 リライアンス　オフガス分解炉が稼働・・・世界最大、エチレン１５０万㌧
　印リライアンス・インダストリーズはこのほど、グジャラート州ジャムナガールに建設した
エチレン設備の商業運転を開始した。同拠点に置く製油所からのオフガスを原料に複数のエチ
レン誘導品設備も備える。新設備の稼働開始により同社のエチレン生産能力は約４００万ﾄﾝに
拡大する。新設模オフガスクラッカーのエチレン生産能力は年１５０万㌧。オフガスを原料と
するエチレン設備では世界最大。ＭＥＧ、ＬＤＰＥ（４０万㌧）、ＬＬＤＰＥ（５５万㌧）等
の誘導品の各設備を有する一大石化コンプレックスとなる。
　製油所で副生されるオフガスを有効活用することで「原料面でも中東や北米のガスベースの
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石化設備との比較においても競争力を確保」。更にオフガスクラッカーは従来のエチレン設備
と比べ約４０％建設コストが削減されており大きなメリットとしている。
　オフガスに加えて、米国からの廉価な輸入エタンを石化原料に用いる取り組みにも着手し、
昨年にはグジャラート州ダヘジに輸入エタンの設備を完工している。各エチレン設備も改造し
エタンを原料の選択肢に加えている。インド国内から調達するオフガス、米産エタン等石化原
料のコスト優位性を各種ポリオレフィンやポリエステルといった主力誘導品の競争力強化につ
繋げる狙いがある。

　１月１６日（火）
7 日本ポリプロ・・・ＰＰを２５円以上値上げ

　日本ポリプロは、２月１５日納入分からＰＰの全製品を値上げする。改定幅は１キログラム
当たり２５円以上。国産ナフサ価格も今年第１四半期には１キロリットル当たり５万円を超え
る水準に達することが見込まれる。これにともない用役や副原料等の経費の上昇が避けられず、
自助努力のみでは吸収できない状況となった。同社ではトラブルによる鹿島工場の停止により
昨年第４四半期の価格改定を差し控えていたが、再稼働のめどがついたことから改定実施を決
めた。

7 １０月のプラ生産・出荷・・・生産は２％増　
　経産省のデータをもとに日本プラスチック工業連盟がまとめた統計によると、プラスチック
製品の１０月生産は速報ベースで前年同月比２．０％増の４７万１８５０トン。
出荷は、２．７％増の４７万７２８４㌧で、揃って増加傾向を継いだ。
　品目別では、フィルム・シートが生産・出荷とも２％台の増加となった。

【１０月のプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）

15 経産省・・・中小企業の補助金申請手続き簡素化
　経産省は中小企業向け補助金申請手続きを簡素化する。何度も同じ内容を記入せずにすむ
オンラインシステムの実証を来年度に開始し、２０２０年度には複数の事業で稼働することを
目指す。同省での成果を踏まえ、厚労省等他の府省庁にも取り組みを広げる方針だ。
　補助金申請時の煩雑さを解消することで、中小企業が本業に集中できるようにする。

16 １７年エチレン稼働９６．８％・・・リーマン以降最高　今年は波乱要因も
　２０１７年のエチレン設備の稼働率は９６．８％となり、０８年以降最高となった。ポリオ
レフィンやＰＶＣ等の需要が底堅いうえ、アジアの競合に対して競争優位に立てる原油価格や
為替の水準が続いている。１８年は米国シェール由来の石油化学の影響がいよいよ現実化する
等の波乱要因もある。
　経産省が１５日発表したエチレン生産速報によると、１７年のエチレン生産は約６５３万㌧
と前年比４％増加した。１７年は１６年２月の能力縮小の影響が一巡したうえ、ポリオレフィ
ン等の誘導品の需要が強い。円安基調のなか、海外品の流入が鈍り国産品の引き合いが増えて
いる。中国などのアジアのエチレン需要も堅調だ。　
　足元では内需や中国需要に変調は見られず、好環境は１８年も継続する見通しだが、波乱要
因となるのが米国シェール由来のエチレン新設備の動向だ。誘導品としてＰＥ等を増産し、ほ
とんどを輸出に振り向ける。アジアへの流入で市場の奪い合いの激化や市況下落が予測される。
これらの影響は、従来は予測に止まっていたが、今年は現実化する。シェールの生産本格化は
年央ごろと見込まれている。

16 １１月エチレン換算輸出入・・・輸入２４％増６．９万㌧　出超幅１７％減
　経産省がまとめた２０１７年１１月のエチレン換算輸出入によると、輸入が前年同月比２３．
８％増の６万９１００㌧と大幅増加した。とりわけエチレンやＰＥ、ＰＶＣ等の輸入が増えて
おり、輸出から輸入を差し引いた出超幅は１２万４８００㌧と同１７．２％減少した。
　エチレン換算輸入が前年を上回るのは３カ月ぶり。ＨＤＰＥが同３０．２％増の１万６４７
４㌧、エチレンが同１１．３％増の１万１６０１㌧、酢酸エチルが同５６．４%増の７３１０㌧
　輸出は同６．１％減の１９万３９００㌧だった。エチレンが同２２．２%減の５万１３０５
㌧、ＬＤＰＥは同２９%減の１万１９２３㌧、ＨＤＰＥは同２．９%減の１万２６３３㌧とそれ
ぞれ減少した。

主な品目 区別 ９月 １０月 前年同月比

フィルム・シート
生産 214,092 221,241 102.0
出荷 217,538 221,083 102.8
在庫 236,216 240,589 100.7

日用品・雑貨
生産 24,695 25,735 102.1
出荷 25,028 26,752 105.9
在庫 21,183 21,473 120.1

容器（中空成形）
生産 42,074 40,153 104.8
出荷 44,721 41,862 103.5
在庫 34,806 35,526 103.6

合計
生産 462,827 471,850 102.0
出荷 471,436 477,284 102.7
在庫 407,706 415,378 102.5



　１月１７日（水）
１１ 中川環境相と榊原経団連会長が懇談・・・脱石炭・炭素価格付け要望

　中川雅治環境大臣ら環境省幹部と榊原定征会長ら経団連幹部が１６日、経団連会館で懇談し
た。中川大臣は昨年１１月の国連気候変動枠組条約第２３回締結国会議（ＣＯＰ２３）を踏ま
え、石炭火力発電やカーボンプライシング（炭素の価格付け）に関して経済界に要望した。
　冒頭、榊原会長は「パリ協定のルールに関する合意等今年は地球温暖化対策にとって非常に
重要な年となる。日本は中期目標として２０３０年に２６％の温室効果ガスを削減する目標に
向け着実に取り組みを進めていかなければならない。来年度から政府で長期温室効果ガス低排
出発展戦略の検討が始まるが、基本的には環境と経済の両立を大前提にして頂きたい」と挨拶。
　中川大臣は「パリ協定から世界の潮流は大きく変わった。ＣＯＰ２３では英国やカナダ等に
よる脱石炭火力の連合組織が結成され、日本が輸出を推進する高効率石炭発電への批判もあっ
た。日本も脱石炭に舵を切らなければ資金調達のリスクやグローバルサプライチェーンから
外される懸念がある。経済界の皆様にもこの危機感を共有していただきたい」と述べた。
　懇談会は環境省から中川大臣の他、とかしきなおみ副大臣、武部新政務官、高橋康夫地球
環境審議官らが、経団連から榊原会長の他、木村康副会長、中西宏明副会長、宮永俊一副会長
らが出席した。

　１月１８日（木）
１ ２０１８挑戦トップインタビュー

東ソー　山本寿宣社長・・・スペシャリティ比率高める
◇２０１７年はいい年となりましたね
　思ったよりいい年だったことは間違いないが、今の様な良い市場環境がいつまで続くことはない
はずで、足元の状況に踊らされることなく、コモディティで基礎固めや効率化を推進するとともに、
スペシャリティでチャンスがあれば積極投資してゆくという基本戦略を着実に進める。
◇投資もＭ＆Ａを除いて進展していいます
　ハイシリカゼオライト、ジルコニア、バイオサイエンスという３本柱の能増の決定をはじめ、
設備投資はほぼ中計の予定通りに進んでいる。一方で中計で３００億円の投資枠を設けたＭ＆Ａに
ついてはほぼ丸ごと残っている。バイオ関連を中心にこれまでの戦略の延長上で勝算があれば
前向きに考えるという方針にかわりはないが、高値づかみにならないよう慎重さも求められる。
◇絶好調のコモディティに比べてスペシャリティの成長が鈍いようにもみえますが
　双方の利益で半分づつを目指しているが、現状では７対３でコモディティの方が多い。しかし、
これは見込みよりコモディティが膨らんだ結果であり、償却負担が大きい現状も含め、計画との
対比では順調にスペシャリティも成長している。
◇今年は次期中計策定の年でもあります
　スペシャリティでは、いま取り組んでいる研究開発案件の事業化に向けた順調な立ち上げが課題。
そして安全・安定操業に向けた取り組みは今後も力を抜かずに続けてゆく。
◇将来の東ソーのビジョンは
　スペシャリティ比率を上げ、いろんな製品を扱える会社にしたい。そのためには研究開発力の
強化を進めていくことが必要となるが、今後は１社だけでなく外部との連携をうまく活用していく
ことが重要となる。ただし、あくまでも自分自身が見えている世界の延長線で勝負し、明後日の
方向にいくことはない。原料・素材に基本を置くという立ち位置も変わらないだろう。

２ 山西省、ガス不足で緊急対策・・・「特別厳重」で供給停止も
　山西省は天然ガスが不足した際の緊急対策をまとめた。全省における不足状況の度合いに応じて
１～４段階に分け、特別厳重体制を敷く。１級では工場や商業へのガスの供給を制限したり、停止
したりする。中国では北部の大気汚染対策のため、住宅暖房や工場のボイラー燃料の石炭から天然
ガスへの切り替えを急いだ結果、代替となるガスの供給が追いつかず、全国的に不足や値上りが
起きている。政府は一般家庭用に優先して供給するように指示しており、山西省の取組みもこの一環。

２ 日東電工　蘇州で光学製品生産停止
　日東電工は、２００１年に設立した日東電工（蘇州）有限公司において、偏光フィルムなどの
光学事業の生産を停止する。採算悪化が要因とみられる。同社は事業戦略の観点から同事業を
中国国内の他工場へ移し、蘇州工場自体は存続させるとしている。

７ アキレス　農ビフィルムのベタつき大幅低減・・・独自の塗工技術応用
　アキレスは、フィルム表面の特殊コーティングによりベタつきを大幅に抑えた農業用ビニル
フィルム「プラチナコート」を４月２日から発売する。独自のコーティング技術によりベタつきの
原因成分のフィルム表面への移行を防止するとともに、コーティング層への特殊処理により大幅な
ベタつき低減を実現した。汚れが付着しにくくビニルハウスの透明性が持続するほか、ベース
フィルムにリサイクル率の高い塩ビ樹脂を採用するなど環境にも配慮している。
　価格は０．０７５ミリ厚品が１５０円／平方メートル、０．１ミリ厚品が２００円／平方メートル。

８ ポリオレフィンフィルム値上げ交渉大詰め・・・２月から新値移行めざす
　食品包装などに使うポリオレフィン系フィルムの価格改訂交渉は、早晩大詰めを迎えそうだ。
年明けは今週から本格的交渉が再開。フィルムメーカーは２月１日出荷分からの新値移行を目標に
している。値上げ幅は３００円／連以上。値上げ幅のうち、２００円は原料樹脂分に相当し、残り
１００円は多くが上昇している物流費の増分にあたる。



８ 酢酸エチルなど値上げ
　ダイセルは１月１５日出荷分から酢酸エチルなどを値上げする。酢エチの値上げ幅は１ｋｇ当たり
１５円。酢酸ブチルが２０円、酢酸イソプロピルが３０円。
　丸紅ケミックスは１月２２日出荷分から酢エチを値上げする。改定幅は１０円／ｋｇ。昨秋から
４次改訂まで打ち出しており（毎回１０円）、今回で計５０円の値上げとなる。

８ 影響長引く中国の化学品環境規制・・・操業停止で調達網混乱
　中国政府主導の化学品工場に対する環境査察が全土で実施され始めてから、もうすぐ１年が
経とうとしている。環境対策基準に満たない各社は操業再開に向けて関連設備への投資を義務つけ
られており、資金不足で対策を講じられない企業は撤退・廃業を余儀なくされた。当初の目的と
してきた中小企業の締め出しにより、中国でのみ製造されいた化学品を中心に全面高に陥った。
　中国政府が今までになく厳しい環境規制を敷いている主目的には、深刻化する環境汚染を改善
することのみならず、喫緊の課題である設備過剰を解消することがある。
　国内市場も中国政府の環境政策に振り回され、現地企業の予期せぬ操業規制が日系企業の化学品
調達体制に打撃を与えてた。とくに、ファイン・スペシャリティを中心とする中国でしか生産され
ていない化学品は市況が過去最高額を更新するケースが続出している。中国からの化学品のサプラ
イチェーンは混乱した情勢が続くと予想されている。

１２ 双日プラネット　ベトナムで包装材製造・・・現地企業に出資
 双日プラネットは、ベトナムで、大手合成樹脂加工メーカーであるランドン・プラスティック社
（ＲＤＰ）が設立した子会社のランドン・ロンアン・プラスティック（ＲＬＰ）社に２０％出資し、
合成樹脂製包装資材の製造事業に参入する。ＲＬＰが新工場を建設する。急増する現地や東南アジア
域内の需要を取り組むとともに、一部は日本向けに輸出する。
　新工場の稼働は３月を予定。稼働後はＲＤＰで主にフィルムを製造し、ＲＬＰが各種フィルムの
印刷やラミネート・製袋加工による包装資材の製造、合成皮革、各種化工品など幅広い製品の製造
に乗り出す体制に移行する。製造能力は、袋物で年３億枚程度とみられる。ベトナムでは食品用途
の包装資材市場は毎年約１０～１５％で急拡大しており、今後は汎用品に加え、高付加価値包装
資材の普及も見込まれる。

　１月１９日（金）
１ ２０１８挑戦トップインタビュー

宇部興産　山本謙社長　次の成長見据えて積極投資
◇２０１８年３月期の純利益予想は２９０億円と過去最高水準を見込んでいます
◇電気自動車（ＥＶ）市場の拡大で電池材料の需要が見込まれます

　ＥＶは将来の需要予測がみえにくいが、電池材料の需要が増えることは間違いない。当社も車載
用途で耐熱性に優れる塗布型セパレーターが伸長する。参入障壁が低い電解液は中国勢が席巻し、
三菱ケミカルとの中国事業の統合に踏み切った。

◇成長の牽引役と位置付けるナイロンなどの事業展開は順調でしょうか
　ナイロンは今年スペインで設備増強が完了するが、販売体制も強化し、欧州域内に加えて米国市場
でも食品フィルム用途などを開拓する。その他ポリカーボネートジオールの米国での需要の掘り
お越しに取り組んでおり、マレーシア工場でのブタジエンゴム生産をフル稼働にのせたい。

◇次の成長を見据えた新規事業の育成状況は
　ナイロンなど積極拡大事業を確実に伸ばすことが重要になるが、フレキシブル基板などに使う
ポリイミドもスマホなどの新機種投入や固定費削減の効果で復活基調にある。ガス分離膜も航空機
用途などで来期以降に期待がもてる。高信頼性のＬｉＢ向け負極材のチタン酸リチウムは需要が
決まれば設備投資に入れる準備をしている。航空機向け炭化ケイ素（ＳｉＣ）繊維もゆっくりだが
着実に前進している。

◇中計最終年度を迎える来期の重点課題は
　ＩＣＴを活用した製造現場の安全対策や生産性向上、業務の効率向上などは重要テーマととらえ
積極的に取り組む。研究開発では顧客ニーズをくみ取るマーケットインの発想をより強く志向して
ゆく。

２ 社説　経営課題とともに環境問題の解決を
　日本商工会議所が「経営課題の解決with省エネ」をキャッチフレーズとする環境アクションプラン
を策定した。中小企業における地球温暖化対策への貢献の一環としてまとめたものだ。今後、各種の
取り組みを通じ、経営改革や生産性向上を図るなかで「ちょっとした工夫による省エネの視点も加味
しよう」と呼びかけてゆく。
　日商の環境アクションプランは「省エネありき」ではなく、経営課題を解決しながら省エネの
同時達成を目指すもの。「スモールスタート」と「長続き」をキーワードに、経営改善や生産性
向上などに向けた作業工程のなかに、少しでも省エネにつながるような要素を加えることを働き
かけてゆく。
　日商は、省エネ施策を行っていない企業も自主的に取り組めるよう身近な好事例も示した。
社員が電気や水の使用量を確認することで、省エネだけでなく作業効率に対する意識が高まった
ケースや、勤務シフトを調整して工場の稼働時間を短縮した結果、働き方改革んいつながった
ケースなどを紹介している。
　こうした事例を見て思うのが、できるできないを考えるのではなく、まずやってみること。
そしてできることから始めることが重要だということ。中小企業が大企業と同じ土俵で環境対策に
取り組めるわけではないが、中小の事例が大企業の新たな省エネ活動のヒントになるかもしれない。



３ 中国　大気汚染対策で監査報告・・・北部３２社重大違反
　中国の環境保護部は、北京市、天津市、河北省およびその周辺地域など北部の企業の大気汚染
防止状況を監査し、対策状況を報告した。２８の監査チームが８６１社を調査し、３２社で大気
汚染につながる重大な問題を発見したと指摘。汚染処理設備の未設置や適切な処置を怠ったり、
製造違反が見受けられた。同部は企業名や汚染状況を公表し、早期の改善につなげる。改善しない
企業は生産資格を取り上げるなど厳しく処罰する。

８ エチレン用輸入ナフサ　１２月は２９７１円高
　経産省がまとめた昨年１２月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は４ヶ月連続で
上昇した。円建てで１キロリットル当たり２８７１円高の４万４８２７円となった。輸入数量は
１．０％増の１７９万３８０キロリットル。為替レートは１１２．５円で１．０円の円高だった。


