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　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
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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。

　２月５日（月）
2 社説・・・チェーン全般で値上げに迅速対応を

　２０１７年１０－１２月期の国産ナフサの基準価格が３四半期ぶりに上昇に転じた。今年
１－３月期は、更に上昇するのが確実。既に国内の石油化学製品市場では、ナフサ上昇を織り
込んだ価格改定が進行しているが、加工品等需要家業界を含め、チェーン全体にわたって速や
かな新価格体系に移行するための努力が求められる。
　ナフサ価格は原油価格との関連性が高く、低水準に苦しんだ産油国が減産を通じて価格維持
に腐心しており、当面大きな下落が起こるとは考えにくい。従ってナフサ価格も、しばらく
同様の基調を継ぐだろう。
　国内各社の石化事業は空前の活況に沸いている。設備縮小による国内需給の改善、中国での
環境規制強化や、強い需給を背景にタイト基調が続くアジア市場動向など要因は複数に亘るが、
ここ２年ほど続いた原料安が業績向上に結び付いたことも事実。
　ここにきてのナフサ価格上昇は石化事業の収益低下を招く材料となる可能性もある。ポリオ
レフィンを筆頭に値上げの動きが活発化、先行する製品では決着場面も迎えつつあるのは評価
すべきだろう。これから値上げ交渉が本番を迎える製品も少なくない。“期ずれ”を極力起こ
さないよう努力が求められる。また、何より重要なのは、樹脂加工品をはじめとした川下の
製品価格の上昇も合わせた全体価格体系の底上げである。チェーン全般にわたって価格水準が
上昇しなければ確固たる新価格体系への移行は難しい。
　公正な取引の遵守を前提に、石化のみならず加工も含め、化学業界全般で値上げに向けた
取り組みを急ぐべきだ。

3 どうなる原油市場
　低位安定で石油化学の好況要因の一つとなってきた原油価格が変動期を迎えている。
　１バレル４５～５５㌦で推移した昨年から一変して、６０㌦台から高値を伺う展開と
　なっている。株高を背景にした余剰資金が原油市場に流入していることも大きな要因
　だが、市場がこれまで以上に地政学的リスクに敏感になっていることも見逃せない。

　日本エネルギー経済研究所　常務理事　小山堅　氏
　市場にあった原油の供給過剰という見方が払拭されていくリバランスが２０１７年を通じて
おこった。大幅在庫を抱え供給過剰という市場トレンドが変化した。この大きな流れの中で
いくつかの要因が重なって原油が上がった。一番は地政学的リスクに市場が反応するように
なった点だ。１４～１６年も地政学的リスクはいっぱいあったが、大幅供給過剰を背景に市場
はあまり反応しなかった。ＯＰＥＣの減産で在庫が低下している。まだ在庫水準自体は高いが、



１７年を通じて在庫は低下してきた。この結果、市場の地合いとして、地政学的リスクに反応
しやすくなっている。中東で何か問題が起こると市場が反応する流れになってきた。
更にサウジアラビアの閣僚逮捕、イランの反政府デモが起きて市場が一段と敏感になってきた。
　需要サイドからみると世界経済が好調に推移していることが要因。米国で大型減税が議会で
承認され、先行き弾みがつく流れにある。また寒波の影響もあり冬場の需要が非常に伸びてい
る。更に株式市場の活況がある。リスクの高い資産にお金が流れやすい状況もある。金利の
引き上げも行われているが、資金は潤沢で投資先を求める動きが強い。こうしたことが重なり
１バレル７０㌦をつけたが、今は踊り場で、一歩引いて考えてみると、原油相場が６０㌦、
７０㌦を超えてくると、今度は供給過剰に振れる。シェールオイルは４０㌦まで生産コストが
下がっており、収益が確保できる油田が増えてきている。今年中盤から後半にかけて、シェー
ルオイルが増産されて上値が重たくなる。下落局面も出てくるだろう。よって１８年の原油
相場は平均６５㌦という見方となる。
　世界の石油需要は３年間で日量約４００万バレル伸びる。一方、油田には自然減退の問題
がある。メンテナンス投資をしていないと５年間で１０００万バレル程度生産が減ってしまう。
この数年間は原油安で収益が悪化しているため、投資を抑えており、自然減退が進むとみて
いる。それを前提にすると３年間で１０００万バレルのあたらしい生産増が必要になってくる。
増産余地はサウジアラビアとシェールオイルだが、これだけだと間に合わない。高コスト品が
供給されないと需給がバランスしない。それが７０㌦ということになる。
　しかし、７０㌦への投資が進まないことで、突発的な石油不足という事態も考え得る。
３０年、４０年は１００㌦を超えるとみる。そのベースは石油需要が増え続けるということ。
増え続ける需要を満たすには供給コストの高い石油が市場に入ってくることが前提になる。
それが減少に転じたら、根本的に変わってくる。５０年には石油需要はピークを打つと仮定、
ＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶ等ゼロエミッション車の新車販売シェアが１００％になった時だ。
その時、原油需要は減少に転じ、５０㌦、６０㌦ということになるであろう。

6 食と化学　保存性を改善、人手不足対応にも一役
　食品産業は、持続的発展に向けて様々な難題に取り組んでいる。少子化による人口減少が進む
　なか、食品の消費量も減少傾向をたどることが予想されており、海外に活路を求める動きが
　活発になる一方、国内でも機能性や健康・介護といった新たな観点のニーズが生まれている。
　難局に挑む食品産業に“化学”が貢献できる領域も広がりを見せている。

三衛協、包装の安全に尽力　自主基準定め適合性証明　ＰＬマーク表示等
　国内では、食品用の器具や容器包装の規制について、安全性に懸念のある物質を評価し規格
基準を設定するという食品衛生法（ネガテイブリスト制度）の法規制によって使用を制限する
とともに、業界の自主管理（化学物質約１５００種のポジテイブリストを衛生試験法）がそれ
を補完する形で安全性が確保されてきた。熱可塑性樹脂に関して、ポリオレフィン等衛生協議
会、塩ビ食品精製協議会、塩化ビニリデン衛生協議会のいわゆる「三衛協」が自主基準を設定
し、その適合性を証明する確認証明制度を運用してきている。
　ただ、諸外国では、米国は合成樹脂及び紙・ゴムについて、１９８５年から連邦規則集に
掲載された化学物質のみが使用できるＰＬ制度をスタート。００年からは承認の迅速性を図る
ため、個別製品毎に申請者に限定して使用可能とする「上市前届け出制度」を運用。
　欧州では１０年からＰＬ制度を開始し、モノマーや添加剤ごとに溶出量や使用条件を定めて
いる。また製品及びその材料を構成する成分の総溶出量についても規定している。
　欧米では原材料事業者も含め、適性製造規範（ＧＭＰ）の下で製造することを要求している
が、ＥＵにおいては事業者間の情報伝達のため、製品に適合宣言書を付帯することが義務付け
られている。
　こうしたなか、日本の厚労省もＰＬ制度の導入に向けた検討を開始。１７年６月まで行われ
た「食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会」において、ＰＬ制度を基本とするべきだ
という意見が示されている。昨年９月からは「食品用器具及び容器包装の規制のあり方に関す
る技術検討会」が組織され、検討が進んでいる。
ポリ衛協では、昨年末会員約８６０社。樹脂、添加剤、加工、流通、食品製造にかかわる企業
を幅広くカバーし、海外企業も増えている。原材料からフィルム・シート、容器・包装への
成形加工、それらを最終的に食品に使用するところまで、各段階で確認証明書を用いて自主
基準への適合性を確かめることにより、サプライチェーン全体を通じて食品の衛生を守る仕組
みを作り上げている。適合した製品は、独自のＰＬマークを表示することが出来る。
　ポリ衛協としては、既に述べた厚労省のＰＬ制度化に全面的に協力する立場だが、その為に
は非会員を含めた社会全体に対して、ポリ衛協の活動内容やその意義を広く周知すべきだとし、
活動を展開している。

12 丸善石化　品質検査で不適切行為
　丸善石油化学は２日、製品の一部で顧客と契約した内容の試験・分析を行っていなかった
事実が判明したと発表した。ポロピレンやブタジエン、ベンゼン等全２１品目。詳細な事実
確認、原因究明を進めるとともに、再発防止に向け品質管理体制の強化などを進めるとして
いる。
　経団連の通知を受けて昨年の１２月から社内調査を行ったところ、実際には試験・分析を
行っていないにもかかわらず成績表に記述・提出したり、定められた試験・分析頻度を遵守
していない品目が見つかった。トルエン、キシレン、酸化エチレン、エチレングリコール、
メチルエチルケトン等。千葉工場と四日市工場で製造しており、数量ベースで全品目の３割
程度に相当する。出荷された顧客数は１２１件。法令違反は確認していないという。判明後、
直ちに是正し、１月３０日までにすべての試験・検査を行っている。１月１０日付けで鍋島



社長を長とする対策本部と、同本部の委嘱による外部弁護士を交えた社内調査委員会を設置。
３～４月をめどに再発防止策を策定する。

12 ４－１２月期決算
　三井化学：通期予想を上方修正

　三井化学は２日、２０１８年３月期業績予想を上方修正し、営業利益を従来予想比１．９％
増１０５０億円（前期比２．８％増）、経常利益を同２．９％増の１０８０億円（同１１．１
％増）、純利益を同６．８％増の７８０億円（同２０．３％増）に引き上げた。
　ナフサ価格上昇に伴う製品価格の修正が進んでいることを踏まえ、売上高は１兆３６５０億
円と従来予想と比べ６５０億円上方修正した。前期比では１２．６％増。各利益項目は過去
最高を更新する。
　１７年４－１２月期営業利益は前年同期比５．７％増の７５７億円、経常利益は同１３．５
％増の７８８億円、純利益はどう２１．７％増の６０８億円だった。

　東ソー：営業利益が３割増加
　東ソーは２０１７年４－１２月期決算は、営業利益が前年同期比３２．０％増の９４４億円
となった。通期業績予想は修正しなかったが、進捗率が各利益段階とも８０％以上となって
おり、上振れする可能性が大きい。売上高は同１７．２％増の６０１９億円、経常利益は同
３２．１％増の９９７億円、純利益は同３３．０％増の６９０億円だった。利益段階はいずれ
も過去最高で、営業、経常利益は３年連続の過去益更新。

　宇部興産：純利益８割増２６６億円
　宇部興産の２０１７年４－１２月期決算は、純利益が前年同期比７７％増の２６６億円。
経常利益は同７２．８％増の３９０億円で、経常利益、純利益は４－１２月期で過去最高益を
更新した。
　売上高は同１５．３％増の５０７０億、営業利益は同６５．７％増の３７６億円。

13 北米特集　「革命」と「創造」　世界にインパクト
　好調な経済を背景に、超大国として復権した感のある米国。その力の源泉の一つはシェール革命
　により自前のエネルギー資源を持ったことだろう。ＯＰＥＣを押しのけ、原油価格決定の影響力
　を持つスイング・プロデユーサーの地位を獲得。シェール革命の恩恵を受けた石油化学産業は、
　廉価なエタンを原料とした多数の大型コンプレックス計画を打ち出し、今年から本格的に始動
　する。米国が世界の石化産業をリードする時代が目前に迫っている。
　米国の強さは、天然資源だけではない。世界の英知が集結し、新たなビジネスを生み出す「創造
　力」もある。近年、アジアに事業投資を集中してきた日系企業も米国事業を再評価する動きが
　目立ってきた。

14 　注目集まる米国産エタン
　欧州でシェール由来原料にいち早く着目したのはイネオス。ペンシルベニア州マーセラスの
鉱区から得られた天然ガスからエタンを生産し、同州マーカスフックから輸出している。欧州
での石化事業の競争力強化等が狙いだ。中国もこの安価な原料を見逃さない。江蘇省でのエタ
ンクラッカー計画を進めるＳＰケミカルズ（新浦化学）はエチレンの原料の一部としてイネオ
スが調達するエタンを利用する。中国に先んじて印リライアンス・インダストリーズが米国産
エタンの利用に踏み切っている。エタンはテキサス州モーガンズ・ポイントに位置するエンタ
ープライズの設備から出荷されている。

　エチレン輸出実現性探る
　米国では、２０１７～２０年に新たに生産されるエチレンは能力ベースで１０００万㌧規模
の見込みで、このうち６～７割がＰＥ生産に回るが、生エチレンとしての輸出の選択肢にも
関心が集まりつつある。
　エチレンの運搬に必要な冷却・液化が出来る輸出設備はごく限られており、新規計画は３件
出ているが、このうち１件が１月に建設が正式発表された。出荷能力は年１００万㌧規模。
他の２件は最終投資決定をしていない。
「サプライヤーにとって生エチレンの輸出は主力事業ではない」（日系商社）主力製品である
ＰＥの生産能力拡大が行われ、クラッカーを持つメーカー側が新規ターミナルプロジェクトに
対し、長期にわたり生エチレンの供給をコミットすることができるのかが問われそうだ。
仮にターミナル計画が実行されアジアに生エチレンが流入すれば、日本の石化メーカーにとっ
て驚異となる。需給バランスの緩和材料となる可能性があり、「ＰＥでの影響はタイムラグが
あるが、生エチレンで出てくれば市況がすぐに反応するだろう」と危機感を隠さない。ただ、
受け入れ側にも制約がある。アジアでは８０００～９０００㌧級の船舶に対応した港が主流。
これに対し北米からの輸送は１万５０００㌧級の大型船が想定される。中国の一部では設備
対応が始まっているようだ。

　油価上昇で勢いづく開発
シェール開発は、油価上昇を背景に勢いを増し、リグカウントの回復を上回るペースで生産量
が増加している。「リグ１基当たりの生産性が向上している」という。効率的な坑井配置にし
井戸１カ所から複数本掘ることも可能になっている。水圧破砕１本当たりの長さを長くし、
必要な化学品や砂の入れ方、ビットと呼ばれる先端部の形状などが改良されている。採掘コス
トは原油価格が３０～４０㌦でも採算がとれる水準にある。



　ＰＥ増産、過半はアジアに
　新規プロジェクトとして、ＰＥやＥＧ、ＶＣＭ等の誘導品の増設計画があるが、最も市場イ
ンパクトが大きいのはＰＥだ。ダウ・ケミカル、エクソンモービル・ケミカル、シェブロン
フィリップスといった米国企業が計画しているほか、台湾や欧州勢も事業投資を決定し、２０
年までに１０００万㌧規模のＰＥが米国で増設される。その売り先は「６００万㌧から最大で
８００万㌧が輸出され、その過半が中国をはじめとするアジアに集中する」とみられる。
　更に中東産ＰＥの多くもアジアを目指しており、価格競争に陥ることも予測される。しかし
多くの市場関係者は「ファンダメンタルズとして、エタンベースの米国品のコスト優位性は
十二分にある」としており、「米国の石化計画が出揃った後、淘汰されるのは欧州のナフサベ
ースの古い石化設備や韓国・台湾といった内需も乏しく、差別化戦略が遅れているプレーヤー
など」と予測する向きも少なくない。
　その一方で、米国からの輸出に関して物流面での懸念材料が浮上している。梱包業者の能力
不足や港湾能力もひっ迫しつつある。物流がネックで生産活動に支障が出る可能性もある。

　２月６日（火）
2 エクソンが４０年までのエネ見通し

　石油・最大ソース不変、化学産業向けなど拡大
　エクソンモービルはこのほど、２０４０年までのエネルギー見通しを発表した。パリ協定で
定めた２１００年までの平均気温上昇を２℃内に抑えるシナリオを想定している。天然ガス
や再生可能エネルギーなどが拡大する一方、石油及び石炭需要は減少するとした。ただし、
石油は電気自動車（ＥＶ）の普及により乗用車向け需要は減るものの、化学産業向けの原料・
エネルギー、商用車用の液体燃料向けに需要が拡大するため、引き続き全エネルギーの中で
最大のソースとなる見通し。
　４０年の世界エネルギー需要は１６年比で２５％増の６８京ＢＴＵに拡大すると予測。需要
が集中するのはアジアを中心とした新興国で、全需要の内中国が４５％を占め、非ＯＰＥＣ
全体では７０％を占めるとしている。産業別では、化学セクター向けのエネルギー需要が４０
％増加すると予測。米国で生産が盛んな天然ガス液の需要は２倍に拡大する見通し。
　エネルギー別にみると、石油需要は年平均で０．４％減少し、４０年までには日量７８００
バレルに縮小すると予測。乗用車向けの液体燃料需要は３０年がピークとしている。ただし、
４０年までにすべての乗用車がＥＶ化した場合でも、液体燃料の需要は１３年レベルと差はな
いと試算した。石油を原料・エネルギー源として消費する化学産業向けの需要と商用車向け
燃料需要が拡大する為で、４０年の段階では石油が引き続きエネルギー市場の中で最大ソース
となる見通し。
　需要拡大が顕著なのは天然ガスと再生可能エネルギー。その一方で、発電ソースの４０％を
占める石炭は、環境規制の影響で４０年にはその割合が３０％まで低下する見通し。
　４０年には温室効果ガスの排出量がピークを迎えるとしている。
　同社は、二酸化炭素の回収・貯蔵（ＣＣＳ）分野や藻からのバイオ燃料、燃料電池を用いた
炭素回収技術といった分野の研究開発にも投資を拡大している。

　２月７日（水）
12 ４－１２月期決算

　三菱ケミカルＨＤ・・・通期予想を上方修正
　三菱ケミカルホールデイングスは６日、２０１８年３月期業績予想（国際会計基準）を上方
修正し、コア営業利益が従来予想比４．９％増の３８３０億円（前期比２４，５％増）、純利
益が同１１．１％増の２０００億円（同２８％増）になる見通しを発表した。売上収益、利
益とも過去最高を記録し、純利益は１０年振りの更新となる。
　売上収益は従来予想比１．１％増の３兆７４００億円（同１０．８％増）に上方修正した。
　１７年４－１２月期売上収益は前年同期比１２．７％増の２兆７６２２億円、コア営業利益
は同３２．６％増の３０５０億円、純利益は同２８．２％増の１６８９億円だった。

　住友化学・・・営業利益が５２％増加
　住友化学の２０１７年４－１２月期決算は、営業利益が前年同期比５２．０％増の１３１１
億円となった。純利益は２倍近い水準である同９６．３％増の１０８６億円で、通期でも達成
しなかった１０００億円越えを９カ月で初めて達成した。売上高は同１６．７％増の１兆６２
１３億円。石化を中心に販売数量が伸びたうえ、円安によって海外子会社の業績も円ベースで
拡大した。営業利益、純利益のほか、同４８．９％増の１７１２億円だった経常利益も含め
利益はいずれも過去最高。通期業績予想に関しては修正はしないが、純利益を中心に上振れの
可能性は大きいとみられる。

12 昭和電工　石化事業・・・中長期見据え基盤固め、販売力高め稼ぐ力向上
　昭和電工は石油化学事業で中長期を見据えた収益基盤づくりを急ぐ。国内の販路開拓や海外
の安定顧客との取引拡大等に取り組み、オレフィンの輸出比率も一定水準を維持する方針。
オレフィンの自家消費比率を高めるために開発中のあらたな溶剤製品は２０１９～２０年中の
本格販売を目指す。好況が続く石化事業だが、今後はアジアなどで新増設計画が控えることか
ら、事業体質の強化に向けて手綱を締める。
　大分コンビナートでは１８年の最重要課題に位置付ける４年振りの定修を今春実施する。
エチレン設備では公称能力を上回る生産が維持できるようにする部分改修を行う。環境配慮型
の溶剤で需要が伸びる酢酸エチルも触媒の性能向上や設備のボトルネック解消で増産対応する。



１９年から３カ年の次期中計が始動するのを前に、国内外で事業の足場固めに集中する。

　２月８日（木）
１ 化学大手４～１２月期決算　過去最高の純利益、石化製品市況高が追い風

　化学大手の２０１７年４～１２月期決算が出そろった。石化製品の市況高を受け、全社の純利益
が過去最高だった。１８年３月期は４社が上方修正し全社が過去最高益を見込む。ただ石化の市況
は浮き沈みする。潤沢な利益を新たな成長分野にいかに振り向けるかが化学各社の課題になる。
　今期の最大の牽引役は石化製品の市況高。各社は当初、期後半の市況沈静化を想定していたが、
市況が緩む兆候は見られない。中国が有害物質を排出する化学工場の操業を規制していることも
需給ひっ迫の背景。
　１８年３月期業績を上方修正した４社のうち、三菱ケミカルＨＤ、旭化成は石化製品の市況高が
想定を上回っていることが主な理由だ。予想を据え置いた東ソーや住友化学なども上振れする可能
性が高い。
　好況に沸く化学産業だが、各社は従来から石化に依存しない収益構造への転換も推進。自動車や
エレクトロニクス、ライフサイエンスなどを重点分野に据え、機能商品を育成してきた。好業績を
通じて得た経営資源をいかに重点事業に振り向けるかも課題となる。積水化学工業は、自動車ガラ
ス向け中間膜の欧州での増強に２００億円を投じることを決定。信越化学は、世界首位の塩ビ樹脂
のさらなる増強を検討している。

２ 社説　企業の新たなあり方を模索する時
　中世が近代、そして現代へと移り変わったように、世界は今、人々の価値や人生観が移ろい、
過去の常識が大きく覆る可能性のある大転換期を迎えている感がある。こうしたなかで企業もまた、
来るべき未来のあり方を模索する時代に差し掛かっているといえるだろう。
　モノづくりを中心とした産業界は、１９８０年代ごろまでのハードウエア重視の時代から９０
年代になるとソフトウエア上位の時代へと変遷。さらに近年は情報通信関連技術の進歩を背景に
国家やＩＴ企業などが蓄積する膨大なデータが重要視される時代となった。
　しかし生み出す財やサービスの目的が快適、安全、便利といった観点からみればハード、ソフト
（プログラム）、データのいずれかが上位であるとか、高い価値を生み出すといった単純比較の
考え方では不十分といえる。そのいずれもが秘める価値創出のポテンシャルを組み合わせることで
より高い価値の創造を目指すべきだからだ。そうした意味で、モノづくり企業は、ハード、ソフト、
データ、いずれについても高い知見や技術を持つことが必要となった。
　ところが一方では、一つの企業が全てのスキルを抱え込むことによって競争力を維持することに
限界も見えてきた。例えば大企業は、これまで潤沢な資本に加え企画、研究開発、製造、販売、
管理といった、企業活動に必要なさまざまな機能を総合的に高いレベルで保有することにより、
中小企業やベンチャー企業などの対して競争力を持つことができた。
　しかし、いまやＡＩ（人口知能）やビッグデータの時代。あらゆる業務の高度なスキルはデータ
化、見える化され、そのデータを誰もが入手できるか、あるいはアウトソーシングなどのより活用
できる世の中になりつつある。そうなれば個々の企業が高いスキルを全方位で抱え込むことによる
優位性は崩れる。
　高度なスキルを抱え込んで競争力を持つことができないとう矛盾した状況下、モノづくり企業が
目指すべき道は何処か。それはハード、ソフト、データが生み出す価値をそれぞれ理解したうえで



それらを横断的につなぐことによる相乗効果を見極め、イノベーションを起こす力を得ることだと
いえよう。そのためには企業内はもちろん、高度なスキルを持つ他の企業、ベンチャー、研究機関、
政府機関などと高度に連携し、柔軟に人材交流を行うといった、新たなエコシステムの構築が求め
られる。

２ 韓ＧＳカルテックス　エチレン事業参入、２０００億円、麗水に７０万トン
　韓国のＧＳカルテックスは、エチレン事業に進出する。約２兆ウォン（約２０００億円）を
投じて、麗水市にエチレン設備を新設する。２０１９年内に着工を予定。誘導品としてＰＥ設備
も建設し、輸出市場を狙う見通し。石油精製を主体とした事業ポートフォリオにオレフィン系を
軸とした石油化学事業を加えることで収益構造の最適化を図る。

２ エクソンモービル　エタンクラッカー第２四半期稼働へ
　エクソンモービルはこのほど、米テキサス州ベイタウンで建設を進めていたエタンクラッカーを
完工。試運転を終え、２０１８年第２四半期に商業運転を開始する見通し。新設備の生産能力は
年１５０万トン。昨秋に同州モントベルビューに立ち上げた年１３０万トンＰＥ設備向けの原料と
してエチレンを供給する。
　同社は、ＳＡＢＩＣと合弁で同州サンパトリシオに年１８０万トンのエチレン設備新設も計画。

１１ 経産省　産業界の温室効果ガス削減貢献量　指針策定の議論本格化、算定法、用語を統一
　経産省は、産業界の温室効果ガス削減貢献量を「見える化」するためのガイドライン策定作業を
進めている。企業のグローバル・バリューチェーンにおける削減貢献量を定量的に把握・算定する
のが狙い。業種ごとにばらつきのある算定方法や用語を統一し、基本的な考え方を整理した指針を
目指している。先週開催の有識者会合で貢献量の定義や算定範囲など主な論点を示し、議論が本格
化している。
　削減貢献量の算定は、それぞれ業界や企業の自主的取り組みとして進められてきたため、業種
業界ごとの特性や考え方の違いにより、算定方法や範囲、用語の使い方などにはばらつきがある。
経産省はそうした現状を踏まえ、まず削減貢献量を、「企業や業界が設定した基準（ベースライン）
と比較して、グローバル・バリューチェーンを通じた排出削減・抑制への貢献した分を定量化した
もの」と定義。算定範囲については、ライフサイクル全体の影響も考慮しつつ業界の事情や特性に
応じて特定段階における貢献分のいを算定できるようにすること、排出量の累積方法は目的に応じ
てフロー、ストックから任意に選択できるようにすることを提案している。
　指針の位置づけは、「企業・業界が自らの製品・サービスによる削減貢献量を定量化する際の、
基本的な考え方・フレームワークを示すもの」とした。企業や業界団体がこの指針に沿って製品・
サービスごとの削減貢献量を算定したり、業種別ガイドラインを策定することも念頭に置く。
　同省は、業種横断的で汎用性のある指針を策定し、国際的に展開したい意向。業種や製品・
サービスによる事情の違いを考慮して柔軟性を持たせれば、統一性という観点が薄れる。その
兼ね合いをどう調整できるかが今後の議論のポイント。引き続き有識者会議で検討を進め、
３月中には新たな指針を策定する。

　２月９日（金）
９ １１月プラスチック製品　生産・出荷とも横這い

　プラ工連が経産省のデータをまとめた統計によると、昨年１１月のプラスチック製品の実績は、
生産が４６万９３１０トン、出荷が４８万３８６３トンとなり、ともに前年同月でほぼ横ばいで
あった。品目別の出荷を見ると、機械器具部品や中空成形以外の容器の増加が目立った。主力の
フィルム・シートは前年同月並み、建材は３．５％減少した。日用品・雑貨と中空成形以外の
容器は在庫が２ケタ増となっている、

１１ 住友重機械モダン　富津に第２工場建設・・・能力倍増、アジアに攻勢
　フィルム・シート押出成形機メーカーの住友重機械モダン（横浜市）は富津工場（千葉県富津市）
内に新工場を建設する。押出ラミネーター装置、シート製造装置、キャストフィルム製造装置、
インフレーション製造装置などの生産能力を倍増する。投資額は数億円で、今年４月の完成・稼働
を見込む。世界規模で食品包装資材、工業用フィルム市場が拡大するなか新工場の稼働を機に攻勢
をかけ、２０１９年度年間売上高を８０億円（現状は６０億円強）に引き上げる。
　売上高増の実現に向け食品・民生用包装フィルムをはじめ、自動車、建材、光学フィルムなど
工業用フィルムから、先端医療分野、高機能薄膜材料など多様な用途展開で受注を積み上げる。
国内顧客をはじめ海外の現地コンバーター、食品メーカーなどに拡販する。上海拠点、インドネシア
拠点、タイ拠点を中心に海外進出している日系企業から、現地ローカル企業まで幅広く攻勢をかける。

１１ 環境省　非容器包装プラの店頭回収実証
　環境省は、おもちゃ文具など非容器包装の製品プラスチックの店頭回収による実証事業
「ＢＲＩＮＧ　ＰＬＡ－ＰＬＵＳプロジェクト」を開始した。回収した製品プラは再資源化工場の
協力を得て、リサイクルすることを検討する。
　国内では、容器包装リサイクル法に基づき、プラスチック製容器包装廃棄物を市町村が回収し、
特定事業者によるリサイクルが進められている。一方、おもちゃや文具、生活雑貨などの製品プラ
は、容リ法の対象外であり、現状は焼却や埋め立てで処理されている。
　実証事業は２～３月に実施される。製品プラは、スーパーマーケットやファストフード店に設置
した回収ボックスに対象の製品プラを投入してもらう。企業や団体と効果的に連携することで、
効率的な回収、運搬、リサイクルのあり方を検討する。


