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　２月１９日（月）
1 日本ポリエチレン　ＨＤＰＥ、欧州で生産委託・イネオスと提携拡大　車燃料タンク需要対応

　三菱ケミカルや昭和電工などが出資する日本ポリエチレンは、自動車燃料タンクの材料に
用いるＨＤＰＥの海外生産を強化する。米国向け供給で委託生産の関係にある海外化学大手の
イネオスとの提携を欧州にも広げる協議を始めた。２０１８年中をめどに交渉を詰める方針。
　燃料タンク向けＨＤＰＥは中国や東南アジアでも需要が高く、中国でも現地企業と協議を進
める。
　電気自動車の普及は逆風になるものの、ガソリン車は２０３０年頃まで生産拡大が続くとの
見通しもあり当面、需要増が見込める。

2 社説・・・食品包装材　原料高転嫁で体質強く
　原油・ナフサの高騰を背景にしたプラスチック原材料の値上がりに対応し、食品包装フィル
ム・容器加工メーカーの価格修正へ向けた取り組みが活発になってきた。最近では原料樹脂に
止まらず、物流コストや副資材価格の上昇も収益を圧迫している。安定供給の維持に向けて
価格転嫁による採算是正を急ぐ必要がある。
　国産ナフサ価格は２０１７年１０－１２月期に１キロリットル当たり４万４６００円となり、
前四半期に比べ８５００円上昇。今年１－３月期には同５万円程度になるとみられている。
　川上の樹脂メーカ―などは、かねて進めてきた事業統合や設備縮小等一連の構造改革を経て
需給が改善していることもあり、川中の加工メーカーは原料の値上げ要請を受け入れざるを得
ない状況にあった。
　合成樹脂の価格修正は、川下へ行くほど浸透しにくいという構造にあり、包装材加工メーカー
は合理化の徹底など吸収に努めてきた。ただ自助努力も限界に達しつつあるうえ、かつての
ようにシェアを拡大して収益を確保するのは難しい。
　プラスチックフィルムや容器包装は食品の安全・衛生保持に大きく貢献し、食材の多様化に
も貢献してきた。流通革命の担い手であるスーパーや生活スタイルを一新させたコンビニの
隆盛も、プラスチックなしではあり得なかったといっても過言ではないだろう。
　少子高齢化の進行や健康志向の高まり、更には循環型社会の構築に向けたライフスタイルの
変化が進む中、食品包装材にはさらなる機能向上が求められている。バリア性付与で消費期限
を延長し、食品ロス削減につなげる等社会的課題の解決への期待も大きい。長期にわたり食品
産業への貢献を果たしていくためにも適正な収益を確保し、強固で再投資可能な体質を維持し
なければならない。

11 新社長　三井化学グループ５社
　三井化学は１６日、主要なグループ会社の社長人事を発表した。４月１日付でプライムポリ
マー社長に浜田直士プライム・エボリュー・シンガポール社長、三井化学東セロ社長に貝出健
プライムポリマー社長がそれぞれ就任し、三井化学アグロ社長には小澤敏副社長が昇格する。

12 石油元売り３社石化事業　４～１２月期決算・・・各社とも増益
　石油元売り３社の２０１７年４～１２月期決算における石油化学部門の業績は、いずれも　
好調な業績となった。ベンゼン、パラキシレン等アロマケミカル、オレフィンとも好調な市況
を維持、マージンも安定して推移した。通期業績予想は２社が上方修正した。

【石油元売り大手３社の２０１７年４-１２月期決算】（単位：億円、％）

ＪＸＨＤ
出光興産
コスモ石油

※営業損益は在庫影響を除く。コスモのみ経常利益

　２月２０日（火）
11 環境省・・・次期廃棄物処理施設整備計画　６月めどに策定

　環境省は、次期廃棄物処理施設整備計画（整備計画）を策定する。現行の計画が２０１７年
度で期限を迎えることから、１８～２２年度の新たな計画について４月に有識者会合で検討し
６月をめどに閣議決定を予定する。
　整備計画は、廃棄物処理法に基づき、廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施を図るため、
５年ごとに策定される。次期計画は、１６年に変更された廃棄物処理法基本方針に加え、現在
検討中の第４次循環社会形成推進基本計画（循環基本計画）との整合を図る。整備計画は、
循環基本計画と同時期の閣議決定を想定する。
　次期整備計画は、現行の計画で掲げる３Ｒ・適正処理推進の方向性を堅持し、温暖化対策や
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社名
営業利益※ 純利益 石化部門の営業損益

前年同期差 前年同期差 前年同期差
3,655 1,450 2,694 714 996 134
1,330 585 1,451 845 301 31
728 451 487 253 251 130



災害対策を強化する。地域の新たな価値を創造する施設の整備の事例として、施設から出る熱
や電気を活用した地域産業や農業の振興、災害時の防災拠点としてのエネルギー供給、資源
循環に関係する企業との連携、環境教育の機会の提供などを想定する。

11 経産省　石油産業のあり方議論・・・元売り、ＳＳで研究会
　経産省は、次世代の国内石油産業のあり方をめぐり、議論を始める。元売りとガソリンスタ
ンド（ＳＳ）の２つのテーマに基づく有識者会合を月内に設置。今後の投資の方向性や課題、
目指すべき姿などを明確化するのが狙い。早ければ今夏をめどに中間とりまとめを行い、同省
の資源・燃料分野の中長期戦略への反映を狙う。
　内需の縮小が進むなか、国内で必要とする製油所の機能は維持しつつも、競争力をどう確保
するかがテーマ。まず現状分析と問題点の洗い出しを進め、成長戦略を描く。
　論点は、石油化学をはじめとする川下への展開と海外進出の２つ。川下展開ではコンビナー
ト連携などを選択肢に、石化を含めた競争力ある事業ポートフォリオの再構成につなげる。
　電気自動車（ＥＶ）等のエコカー、カーシェアリングといった次世代サービスの広がりへの
対応については、ガソリン需要そのものは減退するが、給電所をはじめ新たなインフラニーズ
が生じている。自動車整備機能などを有する既存ＳＳに着目し、地域の次世代燃料供給拠点
として役割を位置づけ直すことを狙う。

12 プライムポリマー　ＰＰ新設備に数百億円・千葉で高品質銘柄生産　２年かけ複数設備停止
　プライムポリマーは、国内ＰＰ設備のビルド＆スクラップ計画の建設概要を固めた。まず
千葉地区に年産２０万㌧の新工場を建設し、２０２１年度中頃の稼働を予定する。最新の高
品質銘柄を製造し、投資額は数百億円に上る。建設に向けた詳細検討への移行について親会
社（三井化学、出光興産）は承認し、１８年度後半に最終の投資判断を下す。
　国内の石化設備は創業５０年を超えた設備も多く、高経年化が課題となっている。生産効率
が低く、メンテナンス費の増大で採算性が低まる懸念もある。ＰＰ分野では、既に日本ポリプ
ロが１９年１０月の営業運転開始を目指して五井工場で年産１５万㌧設備の建設に取り組んで
いる。

　２月２１日（水）
2 社説・・・ＲＥＡＣＨ運用１０年も目離せぬ欧州

　ＥＵ（欧州連合）のＲＥＡＣＨ規則は、２００８年６月の運用開始から１０年、今年５月末
に第３次の登録期限を迎える。ただ、ＲＥＡＣＨは登録後の評価や認可への対応が求められる。
英国のＥＵ離脱（プレグジット）の影響が懸念されるなか、今後の動向を注視して対応してい
く必要がある。
　欧州化学品庁（ＥＣＨＡ）によれば、１９年３月以降、ＲＥＡＣＨの枠組から外れる英国を
拠点とする事業者及び「唯一の代理人（ＯＲ）」による登録は無効となるという。一方、英国
で製造・輸入する場合は英国の国内法に従う必要がある。離脱にともなう移行期間が認められ
るかなど不透明な部分はいまだ多いが、専門家はＯＲの変更など早めの対策が重要になると
指摘する。自社が指名したＯＲはどこにいるのか、サプライチェーンがどうなっているか等を
改めて確認することはもとより、コストと手間、ビジネスリスクをしっかりと認識し、欧州に
置ける化学品事業にあり方を考えていく必要があるだろう。

2 トタル・ボレアリス・ノバ　石化合弁で最終合意
　トタル、ボレアリス・ノバケミカルズの３社は米メキシコ湾岸における石油化学の合弁事業
について最終合意した。この合意に基づき合弁会社を設立、２０２０年には年１００万㌧のエ
チレンを生産するエタンクラッカー等の稼働を見込んでいる。合弁会社にはトタル５０％、ボ
レアリスとノバケミカルズの合弁会社ノバアリス・ホールデイングスが５０％を出資する。
エタンクラッカーの新設には１７億ドル（約１８１５億円）を投じる。石油精製から石油化学
製品までを一貫して生産するトタルのテキサス州ポートアーサー拠点に建設するプロジェクト
を進める。また、トタルが生産拠点を置くテキサス州ベイポートには、年産６２万５千㌧の
ＰＥプラントを新設する。生産プロセスはボレアリスが開発した「Ｂｏｒｓｔａｒ」を導入。
同プロセスが米国で導入されるのは初めてのケースとなる。既存の２系列と合わせＰＥ年産
１００万㌧超となり、北米市場だけでなく世界市場に向けた供給拠点になる。

　２月２２日（木）
１ 日化協ＬＲＩ新たなステージに（上）

　化学物質の安全性に関する研究を長期的に支援する日本化学工業協会の研究助成プログラム
「ＬＲＩ（長期自主研究）」が新たなステージへと移行しようとしている。強く意識するのが
「社会および産業界への成果還元」。社会や産業界の課題解決に役立つ研究に取り組むだけでなく
ＬＲＩを卒業した研究課題の成果を企業が活用するための検討も開始する。また、より実用的な
研究成果を得られるようにするため、２０１８年度のＬＲＩでは公募する研究の範囲を大幅に
絞り込むことを決めている。
　ＬＲＩの目的は、化学物質の安全性やリスクに関する科学的知識を向上させるとともに、化学
業界として化学物質の安全管理能力を高め、さらに政策への橋渡しを行うこと。国際化学工業協会
協議会（ＩＣＣＡ）の活動として、わが国では日化協が００年にスタート。化学物質が人の健康や
環境に及ぼす影響に関する研究を大学や公的研究機関から募集し、文字通り長期的な視点で支援
している。
　研究テーマの採択にあたっては、社会ニーズへの対応や、化学業界が抱える課題の解決に資する



かを重要視。１２年度には研究課題をすべて公募するのではなく、日化協が早期対応が必要な課題
としてテーマ及び研究者を指定する「指定課題」を創設した。「生態（環境）毒性」「発がん性」
など技術別に設定していた研究分野も「新規リスク評価手法の開発と評価」「ナノマテリアルを
含む、新規化学物質の安全性研究」など課題別に再編成し、課題解決型の研究を推進できるように
した。
　００年以降、述べ５００件近い研究を支援してきた。重要なのは社会や化学業界に研究成果を還元
すること。研究報告会をはじめとした情報公開を通じ研究者と関連業界団体が共同研究を始めた
ケースもあるというが、今後は産業利用という出口を今まで以上に意識した取組を始める。具体的
には、一定の成果をあげてＬＲＩを卒業した研究のなかからいくつかをピックアップし、産業利用
のための検証を行う。例えば、リスク評価ツールや安全性評価手法を企業の化学品管理活動にどう
活用できるのか、化学物質のリスク低減に向けた自主活動「ＧＰＳ／ＪＩＰＳ」のワーキング
グループなどで１年程度かけ議論・検討したい考え。化学物質のリスク管理をサプライチェーン
全体に広げることを主旨とするＪＩＰＳ、社会・業界ニーズに即した研究を強力に後押しするＬＲＩ
が融合することで、研究成果の普及が促進される。

２ 再生可能原料、廃棄物で化学品生産　欧州で多彩な取り組み・・・国や自治体からも支援
　欧州で再生可能原料や廃棄物などを使って化学品を生産するプロジェクトが進んでいる。
化石原料に依存しない生産体制の確立を目指しており、ＣＯ2や工業廃水、さらに再利用できない
プラスチックを含む混合廃棄物を用いる取組などが始まっている。国や地方自治体の支援を受ける
プロジェクトもあり、化学品の新たな生産方法を生み出す活動が広がる。
　廃プラに関しては、アクゾノーベルの活動が多彩だ。再利用できないプラスチックを含む混合
廃棄物をメタノールに転嫁するプロジェクトはその一つで、同社のスペシャリティケミカル部門と
エア・リキード、エネルケム、ロッテルダム港が進めている。合弁会社の設立や詳細設計を進めた
うえで、１８年後半にはプラントの建設に向けた最終的な判断に踏み切る。プラント建設に２億
ユーロ（約２６４億円）の投資を想定している。エネルケムが持つ独自技術を導入、再利用できない
混合廃棄物を合成ガスに転換、合成ガスを使ってメタノールを生産する。３６万トンの廃棄物を
用いて２２万トンのメタノールを生産できると見込んでいる。

８ エチレン用輸入ナフサ　１月単価１６９６円高、５カ月連続で上昇
　経産省がまとめた１月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は５カ月連続で上昇した。
ドル建てで１トン当たり前月比２１．６ドル高の５９９．９ドル。円建てで１ｋＬ当たり１６９６円
高の４万６５２３円となった。為替レートは１１２．５円で変動なし。

８ タルク　中国で原料品薄深刻・・・樹脂用グレード在庫枯渇
　タルクの中国での原料鉱石の品薄が深刻化してきている。主産地の遼寧省で昨春から続く主要鉱山
の採掘規制が依然解除されていないため、樹脂向けグレードを中心に鉱石在庫が枯渇している。中国
産タルクは昨年の旧正月明け以降、政府が粉塵対策などを実施していない採掘企業の操業を相次いで
休止させたため、原料鉱石の需給バランスがタイト化。主要各社は輸出価格を１トン当たり１００ドル
以上引き上げた。その後も引き続き採掘規制下におかれたため品薄が深刻化。特に樹脂向けグレード
は国内に優先供給され続けているため、輸出向けの鉱石在庫が枯渇している。
　国内各社は昨秋分の中国産鉱石在庫が残っているため、価格転嫁はまだ様子見となっているものの、
環境規制が確実に長期化する見通しのため価格転嫁は不可避の情勢となっている。遅くとも春頃には
各社が販売価格の引き上げに動くものとみられている。

　２月２３日（金）
１ 日化協ＬＲＩ新たなステージに（下）

　日化協は、１２年度に研究分野の見直しを行った。解決すべき５分野を設定して研究範囲を絞り込む
こととした。範囲を絞ったとはいえ、５分野のかなでは多種多様な研究が行われている。また、マイク
ロプラスチックが化学業界の国際会議で話題となるなど、新たな課題も浮上してきている。日化協では
課題設定のあり方を再度検討し、社会や化学産業の動向をより反映したテーマに軸足を移すことにした。
日化協会員企業の専門家が集まり、５つの研究分野それぞれで今後解決しなければならない課題を抽出。
社会・産業界のニーズおよび技術的な視点から重要度分析を行い、課題を絞り込んでいき、最終的に、
「毒性発現メカニズムを考慮した毒性予測手法」など５テーマを設定した。５月にスタートする１８
年度ＬＲＩに適用する。
　ＬＲＩ第６期で募集する研究テーマおよび研究テーマは５つに設定されており、その中でマイクロプラ
スチックに関連して新たに以下の研究テーマと研究範囲が設定されている。
〇微小粒子（マイクロプラスチック等）に吸着した化学物質の環境生物へのばくろまたリスクの評価
　１．マイクロプラスチックの生物固体および生態系全体への間接的影響
　２．食物連鎖を経由した生物蓄積のモデルによるマイクロプラスチックによる促進効果の解析

２ 社説　欧州で着実に広がる化学企業の投資
　化学企業の投資で現在注目を集めているのは北米。シェールガスの開発が進み、安価な原料を入手
できることから大型の投資が相次ぐ。北米には及ばないものの、欧州でも化学企業の投資が着実に
広がっている。
　コベストロ、イネオス、ウエストレイクケミカル等が化学品生産能力の増強を計画している。
いずれも需要の増大に対応するためのプロジェクトである。実際、欧州では化学品生産が順調に回復
している。欧州化学工業協会（ＣＦＦＩＣ）の最新のレポートでは、１７年１～１１月の欧州連合
（ＥＵ）における生産は前年同期比３．８％伸び、０８年の世界金融危機前の水準に近づいている
ことが分かった。１７年１～１０月のＥＵの化学企業の売上高は前年同期を８．４％上回り、



４４０９億ユーロに達している。一連の投資が生産の伸びを後押し、企業業績にも好影響を及ぼす
ことは間違いない。

２ 中国　人口密集地の危険化学品工場　改造・移転計画が具体化・・・リスト作成、年内着手
　中国の地方政府が、人口密集地における危険化学品工場の設備改造や移転計画を具体化させている。
移転・改造対象企業のリスト作成やスケジュール作成に着手しており、年内に詳細な計画をまとめ
行動に移す計画。国務院が２０２５年までに対策を完了するように求めているのに対し、必要措置
を前倒しで講じようとする地方も多い。安全・環境リスクの低減行動を積極化することで、中央政府
へアピールしたい狙いもある。
　国務院は昨年９月、「都市人口密集区の危険化学品生産企業の移転・改造に関する指導意見」を通知
した。密集地に位置する石油化学工場などを対象に、安全・衛生面で一定の防護距離を確保できない
企業は設備改造させ、リスクを削減できない場合は移転・閉鎖させる。危険化学品を扱う工場のうち
中小企業と重大なリスクを抱えている大企業は１８年までに設備改造や化学工業園区への移転に着手し
２０年末までに完了しなければならない。その他の大企業も２０年から２５年末までに対応させる。
　今年に入り、浙江省、江蘇省、湖北省、雲南省などの各省や市が適切な防護距離をはじめとした基準
を満たせない企業のリストの作成に着手し、実施方案を作成するなど計画策定に乗り出している。
　こうした動きに対応し、中国石油・化学工業連合会（ＣＰＣＩＦ）は化学工業園区の認定標準の
策定を進めている。経済規模や産業構造、環境対応、行政の管理体制などを総合的に評価し、コンプ
ライアンスに違反したり、管理体制のずさんな園区に是正を求めるのが狙い。中央政府が化学企業の
園区移転を推し進めるなか、園区側からも管理の徹底を図りたい考え。

３ １７年米国化学、軒並み好業績　石化関連が牽引
　米国化学大手の業績が好調だ。多くの企業は昨夏に米国を襲ったハリケーンの影響を受けたものの、
石油化学関連の製品価格の上昇や、強い需要が損失を吸収。最終的には通年でプラス成長の業績を達成
する企業が続出した。２０１８年はトランプ政権が選挙公約で掲げた法人税減税なども後押しとなり、
米国化学産業の好況は続きそうだ。
　ダウ・デュポン、ライオンデルバゼル、セラニーズ、ウエストレイクケミカルが２桁の増収増益を
達成し、イーストマン・ケミカルも増収増益を達成した。減益となったのはエクソンモービル。同社の
化学事業は、前年から９７００万ドル減の４５億ドルとなった。製品マージンが前年から２億６０００
万ドル悪化したことが減益の主要因となった。

３ アジア石化市場　２０１８年も堅調維持か・・・米産ＰＥ流入は限定的
　アジアでは２０１８年も石油化学市場の好況が続くとの見方が強まっている。多くの市場関係者は、
中国や東南アジア諸国で合成樹脂需要の高い伸びが続く一方、米国産ＰＥの流入はそれほど増えず、
原料エチレンを含む石化市場の波乱要因にはならなとみる。原油価格上昇が懸念材料だが、東南アジア
のエチレンセンターは高い稼働率を維持しそうだ。ただ中国やマレーシアでの大型のエチレンおよび
ＰＥ設備が立ちあがる１９年以降、需給バランスが緩む可能性は高い。
　米国で建設が予定される生産設備が順調に稼働すれば、同国のＰＥ輸出量は２０年に９５０万トン
と１７年比でほぼ倍増する見通し。増産分はまず南米市場に向かい、輸入量が年３０万トンを超える
ブラジルやコロンビア、ペルーなどが有力な仕向け先となる。これらの国の市況は極東と大差なく、
需要も堅調に推移している。
　米国から中国へのＰＥ輸出量は現状６０万トン程度だが、２０年には２００～２５０万トンに膨らむ
とみられる。中国の１６年輸入量約２５００万トンで年５～６％伸びるとみられるため、中期的には
米国品の流入は吸収されそうだ。
　米国ではダウ・デュポンとシェブロンフィリップスが１７年９月にＰＥ新設備を立ち上げたが、
「稼働率はまだ低いようで、年始時点でアジアへの玉流入はない」（商社筋）。昨夏のハリケーンで
テキサス州のコンビナートが甚大な被害を被ったため、この地の増産投資計画にも遅れが予想される。
　来るべきＰＥ大競争時代に備え、アジアのメーカーは事業競争力の強化を図っている。タイのＰＴＴ
グローバルケミカルは今月末、メタロセン触媒を使ったＣ6のＬＬＤＰＥ設備を立ち上げる。生産能力
は年４０万トン。比較的価格帯の高い包装材料をターゲットに、既存のＣ4ＬＬＤＰＥとバランスを
とりながら増産するとみられる。
　原油価格の上昇にともない、一部では域内エチレンセンターのスプレッドが大幅に縮小するとの
見方もある。しかし１８年上期には日本や韓国でエチレン設備の定修が集中するため、東南アジアの
大手石化メーカーから悲観論は聞こえてこない。とはいえ、中国では１９年から２２年にかけて１００
万トン級のエチレン設備が１０基程度稼働する予定で、この影響は避けられない見通し。１９年には
マレーシアで国営ペトロナスが大型ナフサ分解炉を立ち上げるため、「１８年が好調なサイクルの
最終年になる」と見る向きもある。

８ 溶剤、交渉大詰め　ＭＥＫ、ＩＰＡほぼ決着
　一般溶剤の値上げ交渉が決着局面を迎えつつある。昨年秋から輸入ナフサが上昇したことで、
１１～１２月に値上げが相次いだ。各社は、２０１８年第一四半期の国産ナフサ基準価格を１ｋＬ
当たり４万８０００円～５万円と見込んだ。ＭＥＫは１ｋｇ当たり２５～２６円、ＩＰＡは１８～
３０円で１月にほぼ決着したもよう。アセトンも交渉がまとまる流れができつつある。

１２ 石連会見　原油市況は一時的な踊り場・・・当面６０ドル台で推移　
　石連の木村会長は２２日、都内で会見し、弱含んでいる原油市況は「一時的な調整局面」と語り、
今後は「需給とともにバランスしながら伸びていく」との見方を示した。木村会長は、一時的に
１バーレル６０ドル（ドバイ）を割り込み、上昇局面からの転換を見せた原油価格動向に関し、
「世界同時株安の連動と、米シェールオイルの増産が要因だ」と分析。堅調な需要動向なども踏まえ
原油価格は当面６０ドル台で推移、これを下回るのは「考えにくい」と予想した。



１２ １月主要４樹脂出荷実績　汎用４樹脂ともに出荷減
　石化協が２２日発表した１月の主要４樹脂の出荷実績によると、４樹脂とも前年同月に比べ減少
した。前年の出荷実績が高かったことや、今年集中する定期修理を控えて各社が在庫の積み増しを
活発に行ったことが影響した。
　ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＰＰは国内向け、輸出とも前年に比べ減少した。

２０１８年１月のＰＥ、ＰＰ生産・出荷・在庫実績 （単位：千トン、％）

数量
ＬＤＰＥ 前月比

前年同月比
数量

ＨＤＰＥ 前月比
前年同月比
数量

ＰＰ 前月比
前年同月比

１２ ２０１８挑戦　トップインタビュー
日本ポリエチレン　府川洋一社長・・・戦略製品の構成比率高める

◆２０１７年の国内ＰＥ市場はどう推移しましたか
　「国産樹脂や輸入樹脂・製品を含めた総内需は３５０万程度と前年比で約３％伸び、絶好調だった
リーマン・ショック前の水準に回復した。食品包装、洗剤ボトルなど日用品、大型ドラムや自動車燃料
タンク向けなど全般的に好調で、越境Ｅコマース（電子商取引）の台頭も需要増を後押しした。
　「各設備がフル操業を続けるなか、当社も含めて２社が余剰能力を１５年までに削減したＨＤＰＥに
ついては供給能力が不足し、顧客の注文に応えきれず、代替輸入などで対応する場面もあった」

◆１８年の動向をどうみますか
　「顕著な需要は継続するだろう。今年末から１９年にかけて生産を本格化する見通しの米シェール
由来のＰＥが需給ひっ迫を緩和する可能性がある。品質に優れる米国品はフィルムグレードを中心に
アジアに流入し、価格競争も激化する。ただ、中国はＰＥを年１０００万ト輸入する状況が当面続く。
市場成長も勘案すると２、３年で需給ギャップは解消される」

◆そうしたなかで取り組む成長戦略は
　「他社にはまねのできない戦略製品の構成比率を現在の６０％から２０年度に６５％に高める。
燃料タンクやＰＥＴボトルキャップ向け、光学フィルム、食品包装のラミネート用途など市場優位性
の高い銘柄を拡販する。川崎工場と水島工場では２０年度までにボトルネック解消を通じて戦略製品
を１～２割増強し、燃料タンク向けは提携を駆使し欧州などに生産を広げたい」

◆フル操業が続くなか、新製品の投入余力をどう確保しますか
　「成形しやすく、例えばボトルの薄肉化や軽量化を実現できるメタロセン系ＨＤＰＥは顧客評価を
終えている。今年は定期修理もあり余力は限られるが、年後半以降はフル稼働設備も若干落ち着くと
みており、この機会に商業運転に乗り出す。長鎖分岐型の直鎖状低密度ＰＥも今月試作に入り、顧客
にサンプル配布を始める」

◆従来、内需は右肩下がりで推移するとの見方が多かった
　「ＰＥ需要は裾野が拡大し、他素材を代替する可能性もまだまだ残っている。人口は減少するものの
需要の面積は広がるのではないか。向う１０年、２０年、現状の３５０万トンから年数万トンずつ
伸びるシナリオもありえる」

◆国内設備は高経年化し、修繕費は膨らみます。中長期の強化策は
　「設備刷新が進むＰＰは新技術を注ぎ込むことで合理化メリットが顕著に表れるが、（プロセス開発
が一定程度進んだ）ＰＥは刷新しても変動費は下げにくい。ここが悩ましいところだ。ただ、数十年先
を見据えればリプレースは欠かせない。親会社の三菱ケミカルの２５年に向けた次期中期計画で経済
合理性などを検討していくことになるだろう」
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