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　１月２９日（月）
14 積水化学　持続可能性　世界トップ１００選出

　積水化学工業が、世界で最も持続可能性が高い１００社として選出された。日本の化学企業
で選ばれたのは同社だけ。環境・社会・ガバナンス（ＥＳＧ）等の観点からみた持続可能性が
高く評価された。
　選出されたのは、カナダのコーポレートナイツ社が毎年実施している「グローバル　１００」
世界のあらゆる業界の大企業の持続可能性をランキングしているもので、２０１８年は約７４
００社を対象に上位１００社を選出。スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムの年次
総会のなかで、発表された。
　日本企業でランキング入りしたのは、積水化学（５５位）、のほか、本田技研（２１位）、
武田薬品工業（４４位）、日産自動車（６８位）の４社だった。積水化学の選出は、０８年、
０９年に続いて今回が３回目。

14 プラント制御サイバー対策万全に
化学工業日報社は２６日、都内でセミナー「化学プラントに求められる制御系システムサイバ
ーセキュリテイー対策」（ＫＰＭＧコンサルテイングが協力）を開催した。
　プラントの制御システムにおけるセキュリテイーリスクが増大する中、制御系システムの
オープン化やＩｏＴデバイスの導入により、その脅威が更に拡大すると予想されている。
セミナーには現場担当者やコンサルタントのほか法曹界からも講師を招き、化学企業を中心に
生産管理部門の担当者が多く集まった。
　第１講はＫＰＭＧコンサルテイングの木下弦サイバーセキュリテイーアドバイザリーシニア
マネジャーによる「化学業種におけるサイバーリスクと対処事例について」。安全神話に流さ
れずリスクを正しく認識するとともに、内向き視点のみならず外部環境にも目を向けるほか、
長期的視座にたつことを指摘した。
　第２講は牛島総合法律事務所の影島広泰弁護士の「裁判例から考える企業のサイバーセキュ
リティの法的責任」。近年の工場事故をめぐる裁判例や化学メーカーが負う可能性のある責任
等を追及されうる法的責任や、どの程度のサイバーセキュリティが法的義務なのか、さらに法的
な意味での現在の技術水準を紹介した。
　第３講は「制御系システムにおけるサイバー対策のケースと考え方」で、三菱ケミカル設備
技術部の山岡教秀マネジャーが講演。制御系システムへの攻撃が国家レベル、人命にも影響す
る点を強調し、不正通信対応に始まり管理体制、教育・訓練等の取り組みを紹介した。セキュ
リテイ対策に完了はなく、常にブラッシュアップしていくべきとした。

　１月３０日（火）
10 偏光板用フィルム、非ＴＡＣ化進む、オープンセル移行など背景

　ＰＥＴが急成長　２１年に３０％超える勢い
　フラットパネルデイスプレイ（ＦＰＤ）向け光学フィルム市場でＰＥＴが急成長している。
従来、偏光板のポリビニルアルコール（ＰＶＡ）の保護にはトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）
が一般的だったが、パネルの大型化、薄型化、オープンセル化によって非ＴＡＣがシェアを
伸ばしている。ＰＥＴの代替は目覚ましく、ＩＨＳマークイットの調査によれば非ＴＡＣフィ
ルムに占める比率は２０１５年に７．８％、１７年１６．５％で２１年には３０％を超える
勢い。

11 環境省、フロン対策補助・・・食品小売り・工場を追加、年度内にも
　環境省は、コンビニやスーパー、食品工場へのフロン対策事業を前倒しで始める。ＣＯ２等
の自然冷媒を利用したショーケース等を購入する際に費用の最大３分の１を補助するもので、
年度内から実施する。温暖化係数（ＧＷＰ）の高い代替フロンから環境負荷の少ない自然冷媒
への切り替えを促すことを通じ、温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出量削減に結びつける。
　２０１７年度補正予算案で１０億円を確保した。１８年度予算案は６５億円で、合計７５億
円の枠を用意している。期間は２２年度まで。同様の制度は従来からあるが、冷凍・冷蔵倉庫
が対象だったが、今回、食料品を扱う小売店や食品工場も対象に加えた。

11 資源エネルギー庁　石油精製のバイオ燃料調達・・・水・土壌環境等要件厳しく
　資源エネルギー庁は、石油精製事業者が用いるバイオ燃料の調達要件を厳しくする。調達す
るバイオエタノールが水や土壌といった自然環境に悪影響を与えない事、児童労働等の問題を
抱えていないことを事業者に確認するように求める。これまでは生態系への影響がないことを
要件にしていたが、国際社会の意識が高まっていることに対応する。
　エネルギー供給構造高度化法によって国内精製事業者が利用するバイオ燃料が対象。来年度
から５年間、原油換算で年５０万キロリットルというバイオ燃料の利用目標を検討中で、その
改正案に盛り込む。持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）やＥＳＧ投資といった国際的な流れを踏
まえ、要件を課すこととした。
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　１月３１日（水）
8 ＯＰＰ２０１７年出荷横ばい、ＣＰＰは２年連続プラス　

　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた２０１７年１－１２月の出荷実績によると　
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムは前年比横ばいの２４万５４２７トンとなった。
内需が伸び悩んだものの輸出が大幅に増加し前年並みを確保した。無延伸ポリプロピレンフィ
ルム（ＣＰＰ）は２年連続で前年実績を上回っている。
　尚、１２月の単月実績はＯＰＰ出荷が前年同月比３．４％増の１万９９９１㌧。６カ月ぶり
の増加で、食品、繊維、雑貨、工業用・その他が軒並み前年を上回った。ＣＰＰは４．１％増
の１万３１６８㌧で３カ月連続のプラス成長となった。

【２０１７年１－１２月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

12 国産ナフサ　３四半期ぶり値上がり・・・１０－１２月　石化向け需要旺盛
　国産ナフサ基準価格が３四半期ぶりに上昇に転じた。２０１７年１０－１２月期は１キロ
リットル当たり４万４６００円で、前四半期比８５００円（２３．５％）高い。アジア地域の
好調な石化製品市況を背景にクラッカーの高稼働が続き、旺盛な需要を受けて需給がタイト
基調で推移したことが要因。強含む原油価格も強材料となった。１月に入ってもナフサのスポ
ット市況が高値圏にあることから、１－３月期は更に値上がりする公算が大きい。３月以降は
クラッカーの定修が始まることから需給が緩和に向かう可能性がある。
　化学各社にとってはナフサ価格上昇分を製品価格にスムースに転嫁していくことが収益確保
に欠かせない局面。既にポリオレフィンやＰＶＣ等多くの商品で値上げの動きが相次ぐ。

　２月１日（木）
２ 社説　中国「脱石炭」で天然ガス不足深刻

　中国の山西省が、天然ガスが不足した際の緊急対策をまとめた。不足の度合いに応じた４段階の
策を打ち出し、最も厳しい状況になった場合、工場などへの天然ガス供給を制限したり停止したり
するという。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。その結果、天然ガスの供給が追いつかず、全国的に不足や価格上昇が
起きている。政府は一般家庭へ優先して供給するよう指示をしており、山西省の取り組みはこの
一環とされる。
　昨年１２月には天然ガス不足のため、重慶市でジフェニルメタンジイソシアネート（ＭＤＩ）を
生産する化学工場が操業を停止するケースも出た。原料メーカーが天然ガスが手に入らないため、
供給できなくなったことが背景だ。華南地区にも影響は広がり、昨年１２月に重慶市と同様の状況
に陥った。雲南省の企業ではアンモニア・尿素の生産停止を余儀なくされた。民生向けに振り向け
た結果、天然ガスを手当できなくなったのだ。
　環境を重視し、環境を守るための政策を徹底することは何よりも大切なことの一つである。大気
汚染を食い止めようと「脱石炭」を進めることは、そうした政策の一環でもあろう。しかし、あま
りにも急速にその政策を推し進めたことが、天然ガス不足による混乱を招いたといえる。厳冬が
続いており、高齢者や乳幼児にとって暖房用燃料の不足は深刻な事態をもたらす。生産活動の中止
を迫られる企業も、本来の事業活動ができないのだから無念だろう。この状況をみるにつけ「急が
ば回れ」を肝に銘じた政策の遂行を願いたい。

２ タイ化学、海外で新展開（ＰＴＴＧＣ、ＳＣＧ）
　タイの化学大手２社の海外プロジェクトが新たな動きをみせている。ＰＴＴグローバルケミカル
（ＰＴＴＧＣ）はこのほど、米オハイオ州での石油化学計画において韓国エンジニアリング大手の
大林産業グループと基本設計（ＦＥＥＤ）などを含めた事業化調査（ＦＳ）を行うと発表した。
今年中に最終投資決定を下す予定。サイアムセメントグループ（ＳＣＧ）はベトナム南部の石化
計画について単独出資に切り替える方向で検討する。両社は先延ばしになっている海外プロジェク
トの実現に向けて新たな枠組みの構築を急ぐ。
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６ 東洋インキＳＣＨＤ　環境対応型ＩＪインキ中国で生産、日米仏で品目拡充
　東洋インキＳＣホールディングスは、国内外で環境対応型のインクジェット（ＩＪ）インキの
生産を強化する。ＶＯＣ規制が強化されている中国では、早期に環境負荷の低いＩＪインキの
生産ラインを導入して現地生産を始める計画。日本や北米、フランスの拠点でも水性やＵＶ硬化
といったインキの生産品目を拡充する。拡大傾向にあるＩＪインキ市場で環境対応ニーズを取り
込む体制を強化し、売上高１００億円規模の事業に育成する。
　同社ではオフセットインキやフレキソインキなどのインキ事業全般において、低ＶＯＣのＵＶ
や水性インキといった環境対応グレードを戦略製品に位置付け、ラインアップを拡充している。
需要拡大が見込めるＩＪインキは、現在の日米仏印の４拠点に中国を加え世界５拠点体制にする
とともに、豊富な知見を生かしてグローバルレベルで環境対応を推進する。

８ クレハエステックス　食品包装用多層フィルムを８％値上げ
　クレハエステックスは、３月１日出荷分から食品用多層フィルム「ペアフレックスシリーズ」を
値上げする。改定幅は現行価格比８％。原料高、電力費用上昇、物流費上昇等が値上げの理由。

１１ エネ庁まとめ　ＦＩＴ失効２７万件に、失効案件のうち非住宅用太陽光が９割
　固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）の失効案件が約２７万件、約１６１０万キロワットに達した
ことが資源エネルギー庁のまとめで分かった。ＦＩＴ法の改正により、２０１６年度までに認定
を受けた案件は、１７年３月までに電力会社と接続契約を結ばなければ失効する。失効案件の
内訳をみると、９割がメガソーラーなど非住宅用太陽光発電が占めている。
　ＦＩＴ開始後、１６年６月末までに認定を受けた太陽光、風力、地熱、中小水力、バイオマス
の計３１５万件、約９６２２万キロワット相当が対象。１６年７月から１７年３月までの案件は
猶予期間を設けているため集計には含めていない。住宅用太陽光発電も調査を行っていない。
　最多を占める太陽光は、１６年６月末までのＦＩＴ認定案件が約８８万件あり、３割にあたる
２６万件が失効した。発電能力ベースでは約２割の１４６３万キロワット。風力は４割強の７１０
件が失効と割合は高かった一方、地熱とバイオマスは２５％以下だった。中小水力は６８５件中
６４件と１割未満だった。
　再生エネルギーの技術革新によって、買い取り価格は下がる方向にあるが、現行制度では認定時
の高い価格が維持できる。同庁はＦＩＴ法を改め運用条件の厳格化により、「ＦＩＴ目当て」の
事業者には厳しい姿勢で臨むことを明確化しており、約２７万件の失効は想定通りといえる。

１２ 日本ポリプロ　鹿島のＰＰ設備運転再開
　日本ポリプロは３１日、設備トラブルで停止していた鹿島工場のＰＰ設備の操業を２４日に再開
したと発表した。工期を短縮し、当初２月中旬と見込んでいた復旧時期を早めた。再開した設備は
すでにフル稼働に達しているという。
　昨年９月末からの停止期間中は、国内同業からの融通やタイなど海外から調達し、代替供給に
あててきた。こうした代替調達は、当面続ける見通し。再開設備は今年５～６月に定期修理を予定
しており、取り崩した在庫の確保も今後の課題になる。

　２月２日（金）
１ ナフサ安潮目変わる　原油上昇７０ドルにらむ・・・投資マネー流入、地政学リスク

　石化製品市況の高止まりと原料ナフサの安値安定により良好な事業環境に身を置いてきた石化
業界。とくにナフサは歴史的な原油安の影響を強く受けてきた。しかし、ここにきて原油価格の
上昇が顕著となってきており、潮目が変わりつつある。米国を中心に好調な経済を背景に投資
マネーが原油市場に入り、これまで看過されやすかった地政学リスクに投資家の関心が向いて
いる。市場が強気材料を好む状況が醸成され、１バーレル当たり７０ドル超えの環境が見え隠れ
する。ナフサ安の前提が崩れれば、石化メーカーの業績にも影響を与えかねない。
　アジアにおける足元のスポットナフサ価格は６００ドル前後で、昨年６月の４００ドル弱を
底にして上昇局面にある。域内ナフサクラッカーに定修がなく、旺盛な石化需要から高稼働を
続けていることに加え、同時期に反転した原油価格の影響が大きい
　ＷＴＩは昨年末、２０１５年６月以来となる６０ドル台の値をつけ、現在は６５ドル付近に
ある。ＪＯＧＭＥＣの野神主席エコノミストは「需給バランスより少し上振れしている印象を
受ける。上がるのは確かだが勢いがつきすぎている」と話す。
　５５ドルの壁を突破した背景になるものは何か。日本エネルギー経済研究所の小山常務理事は
「原油の需給環境として供給過剰が払拭されていくリバランスが１７年を通じて起こった」と
トレンドの変化を指摘する。指標となるＯＥＣＤの原油在庫は、協調減産のかいもあって減少
傾向にある。こうした状況下で原油相場に影響し始めたのが産油国の政情不安だ。イラク北部の
クルド独立の賛否を問う住民投票、サウジアラビアの汚職取り締まり、イランでの反政府デモ、
イエメン内線など枚挙にいとまがない。中東以外でもベネズエラ情勢などが市況に影響している。
これまで余剰在庫によって吸収されていた地政学リスクの要素に「市場が反応するようになった」
（小山氏）
　好調な経済も原油価格を押し上げる。米国の株価上昇などで景気に高揚感が生まれ、投資家の
潤沢な資金が原油市場に向かっている。「投資家心理が強気に振れている」（野神氏）ため弱気
材料には反応しない。ＯＥＣＤの原油在庫の実質的な減少幅や毎月増加傾向にある米国の原油
生産量などはほとんど判断材料に織込まれていないようだ。
　原油の動向に日本の石化メーカーも注目する。石化協の池田副会長は、今年注視すべき外部
環境として原油価格を挙げ、地政学的リスクによって「ナフサが急騰するようなことがあれば
かなり影響が出てくる」と話した。国内では原料価格に収益が左右されやすい汎用品から高付加
価値品へのシフトが進む。原料を輸入に頼るという弱みを克服するためのすべだ。



　一方で、エチレンや塩ビ樹脂、エチレングリコールなどは旺盛な需要と良好な市況環境から
輸出が拡大し、収益にも貢献している。ナフサ高はこうした商品のマージンにも影響を及ぼし
かねない。メーカーにとっては油価７０ドル以上の”ニューノーマル”をにらんださらなる
事業基盤の整備が求めらそうだ。

１ プラスチック容器包装リサイクル推進協議会　城端克行会長
経済産業省・環境省に要望書提出
容リ法入札制度見直しを、社会コストの低減に逆行

　プラ推進協は昨年、経産省と環境省に対し、プラ容器包装の再商品化コストの透明化、材料
リサイクルにおける最低価格の撤廃、競争環境の整備など６項目にわたる要望書を提出した。
現行の入札制度が続けば再商品化委託料、落札単価ともに大幅に増加する可能性が高く、社会
全体にコスト負担を強いるためだ。協議会メンバーである関連１１団体の連名で提出、食品産業
センターに加盟する食品関連団体のうち３９団体も合わせ計５１団体からの要望となった。
城端克行会長（雪印メグミルク取締役常務執行役員）に要望の背景や狙いを聞いた。
◆要望書提出の背景は
　「プラ容器包装のリサイクルコスト（再商品化委託料）は２０１７年度が前年度比２８億円の
上昇となっており、さらに上昇する可能性が高い。企業負担がこれ以上増えるのは何としても
避けたい。このため、コスト上昇要因となった容リ法に基づく再商品入札の仕組みの見直しを
求めている。１６年１２月に変更された入札の仕組みは、同年５月の容器包装リサイクル制度の
評価・検討報告書に示された『社会全体のコストの低減』に反していると考える」
◆骨子は何でしょう
　「再商品化コストの透明化と（入札額の）上限価格の引き下げ、材料リサイクルにおける最低
価格の撤廃、上限価格設定にに際して日本容器包装リサイクル協会の決定の尊重を求めた。
また、再商品化入札制度の数量決定の要件となる安定枠（質の高い安定的なリサイクル枠）と
効率化枠（自由競争枠）の入札制度の別建て化、安定枠と効率化枠の総量配分比率の変更、さら
には一般枠における競争環境の整備をお願いしている」
◆なぜコストが上昇しているのでしょうか
　「１６年度までは１倍と超えていた材料リサイクルの安定枠の入札が実質１．０倍となり、
競争環境が変化した。容リ法でリサイクルされているプラ容器包装の量は年間約７０万トン。
このうち５０％が材料リサイクルだ。この３０数万トンを材料リサイクル業者が優先的に入札
するようになっている。この優先枠の約９割が安定枠とされ、材料リサイクル業者の総合評価を
改訂したことなどで安定枠の競争環境が緩和された」
　「（材料リサイクルにおける）社会全体のコスト低減は政府、産業界、自治体挙げての合意
事項であり、現行の制度はそれに逆行する。現在の材料リサイクルの再商品化コストは海外と
比較しても異常な高水準にある。再商品化コストの透明化とそれに基づく上限価格の引き下げに
より、材料リサイクル事業者の再商品化コスト削減と品質向上への自助努力を促すべきと考える。
これは早急に実施して欲しい」
◆あるべき姿は
　「リサイクル手法の再評価をして適切な運用を図って欲しい。７０万トンのもう半分の一般枠
の手法は主にケミカルリサイクルだが、僻地や離島などなどのものが多くて数量も少なく、経済
的に合わないものが回ってくる。そうしたものも一律で入札している現行制度を見直したり、
自治体でのベール化や保管設備の確保を見直したりするなど、ケミカルリサイクルのコスト削減に
つながる努力の余地もある。要はもっと根本的なことから容器包装リサイクルの議論を深めたい
というのが今回の要望の底にはある」

３ ダウ　ＰＥ単一素材でラミネーション・・・配合技術を開発
　ダウ・ケミカルはＰＥ単一素材のラミネーションを実現する樹脂配合技術を開発した。軟包装
用途向けの持続可能な包装ソリューションとして、インド市場を開拓する。
　インドの環境森林気候変動省が発行したガイドラインである、プラスチック廃棄物管理規則
２０１６では、プラスチックごみの適切な廃棄を大規模に実施することやリサイクルが難しい
多層ポリマー包装の段階的な廃止が求められている。ダウ・ケミカルはこうした動向に対応した
技術に位置づけてインドで普及活動を進めてゆく。
（具体的な技術内容に関しては記載無し）

７ １７年ＰＥ袋輸入５６万トン超・・・２年連続で過去最高更新
　ＰＥ袋の２０１７年の輸入量が５６万トンを上回る高水準となり、２年連続で過去最高を更新
した。最大輸入ソースの中国からの製品が減少傾向で推移した一方で、価格競争力で優位に立つ
ベトナムが１１万トン超と他国の減少分を上回る大幅な伸びを示し、全体を底上げした。
　財務省の貿易統計によると、ＰＥ袋の１７年輸入量は前年比２．４％増の５６万４６８トン
（速報）。数量ベースでの増加は２年連続で、金額ベースでは５．７％増の１３９９億２９００
万円だった。１７年の平均為替レートは１１２．３３円で、前年の１０８．９５円に比べ３．１
％の円安。１ｋｇ当たりの平均単価は２４９．７円で前年に比べ８円上昇した。
　輸入量の内訳をみると、ベトナムが２６．４％増の１１万６２０２トンとなり、全体に占める
シェアも２０％を超えた。カンボジア、ミャンマーも堅調な伸びを示し輸入ソースとしての存在
感を高めている。一方中国は４．５％減の２３万６２７８トン。前年割れは５年連続で、人件費
などのコスト上昇や環境規制の強化などが少なからず影響している模様。


