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　日本ポリエチレン製品工業連合会
松井、美濃田

「化学工業日報」を一週間単位でまとめた抄録記事である。
日付の欄の下の頁（　）は当日のページを表す。
出展：化学工業日報（発行所：化学工業日報社）

　２月２６日（月）
1 三菱ケミカル・・・国内石化の未来描く、４０歳前後で検討チーム　既成概念にとらわれず

　三菱ケミカルは日本の石油化学の未来構想を描く作業に乗り出した。見据えるのは２０年先
以降の未来だ。日本のコンビナートは異なる資本が入り乱れ、各社の思惑もあって簡単には
再編成が進まない。資本効率重視の経営のなか、石化の投資優先度も高くはない。こうした通
例や制約を前提条件に置かないゼロベースの仮想環境の下で、日本のコンビナートが進むべき
最善策を洗い出し、長期視点での石化事業の構造改革に進みだす方針。
　国内石化の未来を探るのは三菱ケミカル石化部門の４０歳前後の社員約１０人のチーム。
２０年後に同社の経営の中枢を担う世代だ。インド出身の技術者も参画するなど、性別、国籍
出身事業部に関係なく多様な人材を集めた。チームは今年１月に議論をスタートしており、
２０１８年中に未来像を作り上げる計画だ。
　日本のエチレン設備は操業５０年を超え始め、設備刷新の必要性も指摘されるが、「今の国
内石化業界の通念は多額の投資を要する新設はあり得ないというのが常識。そうした既成概念
を取り除き、先ずは夢を語りたい」という。
　三菱ケミカルは、先行して石化事業の構造改革を断行してきた経緯がある。０１年に四日市
事業所のエチレン設備を停止し、１６年には岡山・水島で連携を組む旭化成とエチレン設備の
統合を果たした。同社の石化は改革の歴史と言っていい。同社は一連の構造改革を「第１ステ
ップ」と位置づけ、現在は未活用留分や余剰電力の有効活用、近隣企業との連携といった「第
２ステップ」の基盤強化策を進めている。これらは１０年先をにらんだ取り組みだ。
　今や様々な産業分野に大変革の波が押し寄せ、２０年先の時代環境も読みにくい。
岡本純一取締役専務執行役員は「素材は産業の根幹。不連続の未来を創造しなければ、日本全
体が沈下しかねない」と話す。

12 宇部興産子会社　品質検査で不正
　宇部興産は２３日、子会社が販売する一部製品の品質検査で不適切行為があったと発表した。
顧客との契約に基づく製品検査の一部を実施していなかった。現時点で安全性等の問題は見つ
かっていないという。品質検査に問題があったのは、宇部興産と丸善石油化学が折半出資する
宇部丸善ポリエチレンが販売する電線・通信ケーブルの被覆材料に使う低密度ポリエチレン。
同社販売量の約７％に相当し、出荷先は５０社に上る。生産を請け負う宇部興産の千葉石油
化学工場で、顧客と取り交わした納入仕様書に規定された製品検査項目の一部で試験・分析を
行わず過去の実績値を検査成績表に記入していた。
　経団連の要請を受けた社内調査で昨年１２月１１日に判明。１２月２０日以降は契約に基づ
く製品検査を実施した上で出荷している。品質確認や顧客説明を優先し、この時期の公表とな
ったという。
　宇部興産は１２月２７日に社長直轄の対策本部を設置し社内調査を進めてきた。これまでに
把握しているところでは、当該製品は１９９０年代頃からこうした実態が続いているという。
山本謙社長は「（当該製品の検査を担当する）狭い範囲のなかで自己完結的に不適切行為が
行われていた」と語った。
　宇部興産は今年２月２１日付けで第三者調査委員会を設置。原因究明や対策本部が策定する
再犯防止策の妥当性を３月末頃までに検証したうえで、再発防止策等を公表する予定としてい
る。

１３ 中国ビジネス特集
環境対応こそ“攻め”・・法令遵守・危険化学品管理を徹底、最重要テーマは「安定供給」

　「工場の稼働を止めない事。製品の供給を途絶えさせないこと」－。今、中国ビジネスを
行ううえでの競争優位性について問うと、日系メーカーや商社のトップは「安定供給だ」と
口を揃える。
　背景は言うまでもなく異次元の環境規制だ。２０１６年末から１７年を通じて行われた中央
政府の一斉査察を通じ、中国の全工場の４割近くが一時的な閉鎖に追い込まれたとされる。
罰金や刑事罰を受けた企業は１０万社近くに上るという。１８年も省レベルでの全国規模の査
察が計画され、春節明けから再び“中央へのアピール”を込めた厳しい監査が各地で実施され
る予定。
　１７年の中国の化学業界は環境規制による工場の生産制限、停止に伴う原料不足や高騰への
対処に翻弄された一年だった。中間原料では世界生産量の大部分を中国が握るケースも多い。
一部原料の供給途絶に直面した日系企業は、１７年の反省を受けてサプライチェーンの見直し
や強化に着手している。
　顧客が必要とする素材を必要な時に、適正な価格で、必要なだけ供給する。中国ではそのよ
うな当たり前なことがますます難しくなっている。日本勢が事業の大前提にしてきた「安定
供給」がいまほど評価される時期はない。
「法令遵守」や「危険化学品管理の徹底」。一見、後ろ向きで、“守り”にも見えがちなこう
した取り組みが、業界内ではここ数年の中国市場を勝ち抜くための最大の“攻め”の投資だと
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認識されつつある。「環境規制」を制する者が中国ビジネスを制する。そのような時代が到来
している。

１４ 中国の石油・化学工業　１７年売上総額１６％増、１４兆元・・・過去５年で最高の成長率
　２０１７年の中国の石油・化学工業は、政府の厳しい環境規制による工場停止等逆風下にあ
っても安定的に推移したといえるだろう。中国石油・化学工業連合会（ＣＰＣＩＦ）によると
１７年の石油・化学工業全体の売上総額は前年比１５．７％増の１３兆７８００億元と過去５
年で最大の成長率を記録した。利益総額は同５１．９％増の８４６２億元、利益率は６．１４
％。成長率は全国の工業平均より４．６ポイント高く、化学工業、石油・天然ガス開発、石油
精製のいずれの分野も過去最高の利益水準に達している。

【中国の主要製品生産量（２０１７年）】単位：万㌧、％

　※　億立方メートル

【中国の石油・化学工業（2018年）業績見通し】　単位：億元　％
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16 52
10 5
14 40

　環境保護税等規制強化
　１７年は中国の環境規制の強化が一段と進んだ年だった。１６年後半から本格化した中央
政府による査察に加え、「大気汚染防止行動計画（大気十条）」の最終年だったこともあり、
厳格な基準で工場の生産制限や稼働停止に追い込まれた企業が相次いだ。１８年も環境保護税
や排出汚染許可証といった新制度が続々始まっており、１９年以降は化学業界のＣＯ２排出量
取引制度の対象に含まれる見通し。１８年から本格化するのが地球温暖化対策を効率的に進め
るためのＣＯ２排出量取引制度だ。企業や業界に排出量の枠を定め、達成できなかった場合は
超過達成した組織から排出枠を購入し温室効果ガスの削減を進める。
まず電力業界１７００社超を対象に、排出量は３０億ﾄﾝを超えるという。
１９年以降、本格的な取引を開始し、対象も化学や鉄鋼、建材、セメント、アルミ等の各業界
へ徐々に広げる計画だ。
　日系企業の関心が高いのが環境保護税だ。環境汚染物質を排出する企業に対して金銭を課す
制度としては汚染排出費用制度があったが、政府は環境保護税を新設し税制に切り替えること
で実効性向上を目指す。
　１月には環境保護部が「汚染排出許可管理弁法（試行）」を施行した。汚染排出許可制度
及び排出許可証の根拠となるもので、汚染排出の申請や許可、監督管理、罰則などを具体的に
規定した。違反は罰し、企業や政府当局の法的責任なども明確にしている。

　２月２７日（火）
2 シンガポール　炭素税・・・排出１㌧５シンガポールドルに、産業別基準なく一律

　シンガポール政府は１９日、２０２０年から徴収する炭素税の課税額を、温室効果ガス排出
１㌧当たり５シンガポール（Ｓ）ドル（約４００円）にすると発表した。産業ごとに異なる課
税基準は導入せず一律とした。課税額は２３年まで５Ｓ㌦で固定し、３０年までに１０～１５
Ｓ㌦に引き上げる。電力価格上昇にもつながるため、同国の化学産業界は強い懸念を示してい
る。
課税対象は、ＣＯ２換算でＧＨＧを年間２万５０００㌧以上排出する発電所や石油化学工場等
３０～４０の事業拠点。合計排出量は同国全体の８割相当になる。
　同国の化学産業はこれまでも相当額の投資を重ねて高いエネルギー効率を実現しており、一
層のＧＨＧ排出削減効果を得るには巨額の投資が必要になる。日系企業の社長は「炭素税導入
によって、産業競争力は確実に落ちる」と危機感をあらわにする。
　同国政府は、２０年以降のＧＨＧ排出削減策の枠組を定めるパリ協定の批准国。３０年まで
に国内総生産（ＧＤＰ）当たりのＧＨＧ排出量を０５年比３６％削減する目標を掲げている。

8 酢酸エチル、アジア市況に軟化の兆し・・・中国旧正月の需要減影響
　酢酸エチルのアジア市況に軟化の兆しが出ている。旧正月の影響で中国の需要が弱まった他
原料の工業用エタノールのアジア市況が軟化した。この先、暖房需要の減少にともない環境規
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制は和らぐとみられる。一方、中国の１社が今月末まで定修を行っているほか、アジア域内の
工場が春に定修入りする予定。原料の酢酸は高値を継いでおり、酢酸エチルの市況の急激な下
落はないと予測されている。
　日本では昨年１２月末から１月末にかて輸入品の入着がたびたび遅れるなど、物流の影響で
輸入品の供給が減少していたもよう。また、国内最大手の昭和電工は春に定修を控えており、
需給タイトが継続しているようだ。

12 ＪＸＴＧエネルギー等国際パネル討論会開催・・・石油需要　３０年にもピーク
　「２０３０年にもピークを迎える」。このほど都内で開催された国際パネルデイスカッショ
ンで、世界的に著名なエネルギー・エコノミストのフェレイダン・フェシャラ氏は議論が活発
になってきた石油需要のピークアウトの時期についてこう予測した。ただ同時に「構造変化が
起こっているのは事実だが、過大評価されている」と語るなど、しばらくは石油需要の拡大が
続くとの見方は他のパネリストとも含め一致していた。
　フェシャラキ氏は、自動車のＥＶ化進行を主因にささやかれ始めた石油需要の頭打ちに関し、
「世界では３０年、中国では２５年、アジアでは４０年頃ではないか」との予測を語った。
　また、前米ＥＩＡ（エネルギー情報局）局長のアダム・シミンスキー氏は、「グーグルも
最初の自動走行車もＨＥＶ（ハイブリッド車）だとしている」とし、全ての車がＥＶとなるの
には技術的ハードルがまだ高い点に言及。輸送分野における自動車分野の需要は３分の１程度
であることと合わせ、過大な影響を心配すべきではないとの見方を示唆。「４０年までは需要
拡大が続く」とした日本経済新聞社コラムニストの脇勇三氏も含め、ピークアウトはいつかは
来るが、まだまだ先との見方は共通だった。
　しかし、脇氏は「ＥＶシフトの流れは急速であり、環境問題から『プラスチックへの戦争』
が言われ始めている」と、石化需要の拡大がいまの勢いのまま続くか疑問である点も含め、
「４０年より前にピークが来る可能性も頭に入れるべき」とも指摘した。

　２月２８日（水）
1 国内プラントメンテ活況・・・人手不足益々深刻、若手育成、協力会社と連携

　国内プラントメンテ市場の活況が続いている。顧客である石油精製、石油化学業界が高経年
プラントの保全費を増やし、改造・改修工事を増やしていることが要因。今後も石油精製では
業界再編に伴う設備の最適化や石油精製の輸出対応、石化原料シフト等の需要が続くと予想さ
れる。一方、業績好調の石化各社も高機能製品の能力増強に動いている。ただ、メンテナンス
各社は人手不足が深刻化しており、協力会社とのネットワーク強化や若手社員の育成などを急
いでいる。

2 ダウ・デユポン　分割３社の社名決定
　ダウ・デユポンは分割後の３社の社名を決めた。
　農業関連を「Ｃｏｒｔｅｖａ　Ａｇｒｉｓｃｉｅｎｃｅ」、
　マテリアルサイエンス（素材科学）を「ダウ」。
　スペシャリテイプロダクツ（特殊製品）を「デユポン」の社名で展開する。
　Ｃｏｒｔｅｖａ　Ａｇｒｉｓｃｅｎｃeとデユポンは本社をデラウエア州ウイルミントンに、
ダウはミシガン州ミッドランドニそれぞれ本社を置く。
２０１７年の業績をベースにした売上高は、Ｃｏｒｔｅｖａ　Ａｇｒｉｓｃｅｎｃｅは１４０
億ドル超、ダウが約４４０億ドル、デユポンが２１０億ドルに達する。
　１９年第１四半期までにダウが発足し、これ以外の２社は１９年６月１日までに始動する
事にしている。

８ エフピコ　佐藤守正　社長・・・企業価値向上へ基盤固め
■・・・２０１７年を振り返って下さい。
「当社としては小松安弘会長が亡くなったことが最大の出来事だった。容器市場については、
魚価が上昇したことで食品流通の鮮魚部門が振るわなかったことに加え、アニサキス、O１５７
問題により総菜にも影響が出た。原料値上がりに伴う製品価格転嫁に取り組んだが、結局は足
並みが揃わず、無駄な時間を過ごすことになってしまった。７月に入って原料が少しづつ下が
ったことやラップフィルム、レジ袋等の他の製品値上げが進まなかったことも影響したと思う」
■・・・１８年の市場環境をどうみますか。
「容器のマーケットは小さくなっているとは思わない。中食市場は中長期的に拡大が見込まれる。
直近では鮮魚部門も回復傾向にあるといわれ、さらに電子レンジ加熱という新しいマーケットも
立ち上がっている」
■・・・原料動向はどうですか。
「今年１月から原材料のPSが更に値上がりした。また、段ボール等の副資材価格、物流費の上
昇も重なり、成形業界の損益は急激に悪化している。さらに中国産PETへのアンチダンピング
課税は最低でも５年間は続くこととなった。当社はインド品などに切り替えたが、中国品より
は高い。こうしたなか、当社は中部地区に続き、関東に回収したＰＥＴボトルから原料を再生
してシート押出を経て容器を成形する一貫工場を昨年完成し、本格的に稼働した。これにより
ＡＰＥＴ用途におけるエコ製品比率を９５％に高め、引き続き２軸延伸ＰＥＴ（ＯＰＥＴ）製
品でも順次エコ化していく」
■・・・その他の設備投資は。
「容器の表面層に使用するＰＳフィルムなどを製造するグループ会社エフピコアルトライトの
新本社工場が笠岡市（岡山県）にこのほど完成した。４月にはエフピコグラビアの印刷工場が
浅口市（同）に竣工する。さらに１０月にも広島市に広島営業所と子会社３社が入居する事務



所兼倉庫の完成を予定している。１８年度の設備投資は１８０臆円程度になるだろう」
■・・・自動化・省人化も進んでいます。
「生産部門での産業ロボット、物流センターにおける音声ピッキングシステムの導入はロット
の多いところではほぼ完了した。今後は製品が変わっても対応できるような体制を整備してい
く。倉庫についても無人搬送車（ＡＧＶ）の導入により横移動をほぼ自動化しつつある」
■・・・営業面でのテーマは。
「今年も１７００アイテムの新製品投入を予定している。食品容器各社とも製品値上げに動か
ざるを得ない状況にあり、価格転嫁が進むとみられるが、採算改善には新製品化も有効な手段
となる」

９ ＩＢＣ（中型容器）医薬・化粧品等に用途拡大
　コダマ樹脂工業・・・ブロー成型技術に強み、子純度追及、電材向け攻勢

　新興市場でＩＢＣ需要が拡大している。工業用容器の国内最大手、コダマ樹脂工業の児玉社
長も「中国などへのＩＢＣ製品の輸出が好調で、このビジネスは２０％程度の増収」と強調。
「電材分野の海外顧客も増えており、ＩＢＣ製造ラインのコンタミレス対策などに本腰を入れ、
ドラム缶などの金属容器からＩＢＣへの転換の動きがある電材市場に攻勢を掛けたい」とさら
なる増販に意欲的だ。
　世界最高水準のブロー成型技術が同社の強みだ。池田工場（岐阜県）には業界で初めて半導
体工場と清浄度が同レベルの「クラス１００」の製造ラインを導入するなど、製品の高純度
志向を加速しており、半導体関連の顧客などがこうした企業姿勢を評価して同社製ＩＢＣ増販
に弾みがついている。
　池田工場に続き栃木工場でもクリーン化を進め、ＩＢＣ製造拠点である横井工場（岐阜県）
のコンタミレス投資にも着手している。横井工場ではブロー成型や組み立て、検査関連のブ
ースで埃りの混入を防ぐ設備投資を実施し来期中には完了する見通し。清浄度は当面「クラス
１０００」を目標にしているという。
　同社のＩＢＣの売り上げ構成比は１５％程度。危険物の海外への船舶輸送に欠かせないＵＮ
規格対応品の拡充や薬液充填口の品揃えの強化等、新規顧客の獲得につながる取り組みにも
力を入れており、ＩＢＣ市場でのシェアは今後、さらに拡大しそうだ。

１１ 閣議決定　データ活用促進へ法改正・・・不正取得で差し止め権
　政府は、不正取得したデータに対する差し止め請求権等を盛り込んだ不正競争防止法の改正
案を閣議決定し、今国会に提出する。ＩｏＴ等の普及を受け、データの価値が高まるなか、
安心・安全に利活用できる環境を整えるのが目的。工業標準化法（ＪＩＳ法）等関係する法律
と合わせた束ね法案として審議する。

　ＪＩＳ法などの改正案を閣議決定
　政府は２７日、工業標準化法（ＪＩＳ法）の改正案を閣議決定した。データやサービスも
標準化の対象に追加し、名称も「産業標準化法」に変更する。併せて、ＪＩＳの制定手続きも
見直し、国が認定した機関が作成・申請した場合は、審議会による議論を省略できるようにも
する。民間主導の体制を構築することで、ＪＩＳ制定の迅速化に繋げルのが狙いだ。
　このほか、特許法、国際出願法、弁理士法、等の改正案も閣議決定した。特許料の減免措置
対象をすべての中小企業に拡大し、国内出願料は約２０万円、国際出願料は約１０万円とそれ
ぞれ半減する。弁理士の業務範囲を広げ、データの利活用やＪＩＳ等の規格作成を手掛けられ
るようにもする。

　解説
　今回、不正競争防止法の見直しに踏み切った背景には、急速に進む産業の情報化がある。
化学業界に限っても、ＩｏＴを使ったプラントの保守・保安、ＡＩを活用した毒性予測プロ
ジェクト等」社外ともデータを共有する取り組みが増えている。反面、外部に流出する懸念
も高まり、対応策が不十分な状況ではデータ提供に及び腰となり、企業の競争力が落ちる恐れ
もある。こうした課題解消への第一歩として、差し止め措置を創設した。
　化学業界を含めた一部産業界から要望のあった刑事罰の導入は見送った。データの取引や利
活用、それらを使った新規ビジネスの立ち上げを「委縮させてしまう可能性」（経産省）が



あるからだ。ただ、政府としても実際に運用事例を重ねる中で「適宜、検討していく」と柔軟
な姿勢を示している。ＩｏＴ、ビッグデータに代表される第４次産業革命を前にして、引き続
き化学業界も声を上げていく必要がある。

１２ プライムポリマー　貝出　建　社長・・・差別化品、一層磨き上げる
■・・・今年度のポリオレフィンの国内事業環境は。
「食品包装の多様化、インバウンド需要も含めた流通の大きな変化が需要を押し上げている。
自動車の国内生産は下げ止まり、円安やオレフィンのアジア市況高によって海外品の流入も
減少するなど好材料が重なった。ＰＥ、ＰＰの国内需要は前年比でそれぞれ約３％、４％伸び
国内設備はフル稼働を続けている」
■・・・原料価格の変動に応じた値上げも順調です。
「昨年１１月に打ち出したＰＰの値上げ修正は１月までにほぼ決着した。これだけ交渉期間が
短いのは異例。上流の価格変動を下流に転嫁しやすい流れができつつあるのは、需給ひっ迫と
いう好環境に転じたことに加えて、業界再編や自助努力による成果もある」
■・・・２０１８年の市場動向をどうみますか。
「年初に約５０社程度の顧客訪問をし、どの業界もおしなべて堅調な印象を受けた。一方で
１８年度は上流のエチレン設備の定修が多く、１７年度に比べてオレフィンは大幅な減産とな
り、樹脂製品の国内需給のタイト感は継続するだろう。フル稼働を前提に予算を組んでいく」
■・・・米国シェールの台頭等海外品との競争激化が予想されます。
「簡単に輸入樹脂の置き換えられないような用途開発や差別化を続けており、差別化の割合は
８割を超えた。為替や市況が逆回転しても安定生産、安定販売を継続できる」
「一方で他社品に代替のできない差別化の推進はそれだけ供給責任を負うことでもある。プラ
ントの高経年化が進み、メンテナンスをしていても思わぬところでトラブルが発生するリスク
がある。修繕費を増やしてでも減産ロスを抑制し、安定運転につなげることが今年度の課題だ」

　３月１日（木）
１ 政府が適応法案　気候変動の被害、最小化へ・・・ＳＤＧｓとも一致、企業経営の重要テーマに

　地球温暖化をはじめとする気候変動の被害を最小限に－。政府はこのほど「気候変動適応法案」を
閣議決定し、国会に提出した。国のほか地方自治体、事業者および国民の役割を明確化することで、
集中豪雨や干ばつ、農作物の品質低下、感染症の拡大など、気候変動影響への適応策を促す。対策を
打つべき分野は環境、経済、社会と広範だが、目指す先は国連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」
と一致する。適応策はＳＤＧｓとともに企業経営の重要なテーマとなってくる。
　気候変動対策は、ＣＯ2など温室効果ガスの排出量を削減する「緩和」と、現在や将来の気候変動の
影響に対応する「適応」が両輪。気候変動による被害が世界各地で顕在化するなか、緩和策とともに
適応策の強化が求められる。日本の年平均気温は１００年当たり１．１９℃の割合で上昇しており、
今後もさらなる上昇が見込まれる。最大限の緩和策を行ったとしても、気候変動の被害が深刻化する
恐れがある。気候変動適応法案は、適応策を法的に位置付けることで適応策を強力に推進することが
狙い。「適応の総合的推進」「情報基盤の整備」「地域での適応の強化」「適応の国際的展開」の
４つが骨子になっている。国だけでなく、地方自治体、事業者、国民の役割を明確化することが大きな
ポイント。自治体にも適応計画の策定を努力義務として課すため、今後地域の自然環境や産業構造を
考慮した対策が求められることになり、地域社会を構成する企業の果たす役割も重要だ。
　ＳＤＧｓが企業経営の重要テーマと位置づけられるようになったことも、適応策の推進につながる。
日本企業の製品・技術を海外に波及させることも求められており、法案でも適応の国際展開において
「適応ビジネスの促進」を企業の役割としている。

３ フレキシブルコンテナ　１７年生産量１５％減・・・工業会まとめ、除染用途が低迷
　日本フレキシブルコンテナ工業会がこのほどまとめた集計によると、２０１７年のフレキシブル
コンテナ生産量はランニング、クロスを合わせて約３１９万袋となり、前年に比べ１５％減となった。
３年連続の減少。ＰＰやＰＥ製で１～数回あるいは１年間の使用を限度とするクロス用は生産量が
同１４％減の約２８０万袋。生産額は同１９％減だった。用途別では化学工業品が伸びを示したほかは
軒並み減少し、とくに除染用は同８２％減と大幅な減少となった。また、クロスの品目別では、国内品
から海外品へ移行しており、海外品が全体の７７％を占める結果となった。
　中・長期間にわたり繰り返し使用するランニング用の生産は同２３％減の約３９万袋、生産額は１０％
減であった。除染用が同６９％減であった。

７ 衛生法改正案　国会提出へ・・・食品包材ポジティブリスト導入
　食品に用いる器具や容器包装をグローバルスタンダードに切り替える動きが進展してきた。食品
衛生規制の見直し（食品衛生法などの改正）の骨子案に対するパブリックコメントの募集がこのほど
終了し、順調に進めば今国会に上程、法制化される見通し。見直しでは食品用器具・容器包装の衛生
規制として国際整合性の確保を明記しており、認められた物質以外は原則使用が禁止されるポジティブ
リスト（ＰＬ）制が導入される。健康被害の懸念がない場合を除き、合成樹脂の場合、規格が定めら
れていない原材料を使用した器具・容器包装は販売できなくなるほか、適合の場合の情報提供も求め
られる。
　食品衛生規制の見直しは輸入食品の増加や調理食品、外食・中食への需要増加など食や食品を取り
巻く環境の変化が背景にある。２０２０年には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、食品の
輸出促進や国際標準との整合性も問われている。
　日本の食品用器具・容器包装は個別の規格基準を定めた物質のみ使用を制限する制度（ネガティブ
制度）による規制を導入している。この場合、欧米などで使用禁止物質であっても規格基準を定めない
限り規制できない。一方、欧米や中国などでは合成樹脂などを素材とする器具や容器包装は安全性を



評価し使用を認めた物質以外は使用を原則禁止するＰＬ制度を採用しており、途上国も導入し始めて
いる。
　こうしたなか、製品の多様化や輸入品の増加など国際的動向を鑑み、厚労省主導による有識者検討会
で食品衛生規制の見直しが検討されてきた。昨夏にＰＬ制度導入に向けたとりまとめを行い、今年１月
には見直しに関する骨子案として広く意見を募集、２月初めに締め切ったところ。順調にいけば近く
パブコメの結果が公表され、その後会期中の国会に法案が提出される運び。
　食品包装に使用する材料は多種多様に及んでいる。なかでも合成樹脂はモノマーやポリマー、添加剤
など今後はどの範囲まで規制対象とするか、また諸外国の状況、国内業界団体の自主基準も踏まえ
リスク管理すべき物質の対象範囲についてさらなる検討は必要になってくる。

８ エチレン調整局面に　定修でタイト感は継続
　１月半ばまで上昇傾向にあったエチレンのアジア市況が調整局面を迎えている。足元の北東アジア
価格は１トン当たり１２５０ドル弱。この１ヶ月半ほどで１５０ドル前後値下がりした。域内でＭＴＯ
（メタノールによるオレフィン製造）設備の稼働が上向いたことや、石化メーカーの一部でＰＥ生産に
充てるエチレンを外販する動きがあり、市場への供給が増加したことが背景にある。消費量の多い中国
が旧正月を迎え、引き合いが落ち着いたことお影響した。需給はいぜんタイト感を帯びている。３月
以降は域内のナフサクラッカーが順次定修に入るため、供給が締まることが予想される。

　３月２日（金）
２ 社説　化学製品の価格修正に新たな動き

　原油・ナフサなどの原燃料価格や物流費、人件費などが上昇基調にあるなか、幅広い化学製品に
値上げの動きが広まっているが、その価格修正の慣習に地殻変動が起きている。ナフサ価格の変動に
応じて定期的に製品価格を変更する「ナフサフォーミュラー方式」の馴染まない高機能製品が増えて
いるためだ。
　慣行見直しの引き金は、物流大手のヤマトホールディングスの値上げではないか。同業も追随し、
物流業界の収支は適切な労働力を確保できる水準へと向かう。この動きは日本の産業全体に価格に
対する慣行を打破する重要性を示した。以前、日本の石油化学は「ショック・アブソーバー」と揶揄
されてきた。原油やナフサの高騰を吸収する役割を川上で一手に担い、その分、川下産業は競争力を
維持し収益確保につなげた面もある。
　これを教訓に石化業界が適切な利益を確保しようと思案し、導入を進めたのがフォーミュラー方式。
ナフサ価格の変動に応じて製品価格を決め、自動車部品会社との取引では半年に１度のタイミングで
交渉も行わずに価格を上げ下げする。期ずれは発生するものの、価格変動分は取りこぼさずに転嫁で
きる合理的な値決めシステムとして双方ともに納得し、普及が進んだ。
　ところが、この方式はポリオレフィンなど汎用樹脂には適切だが、エンジニアリングプラスチック
などの高機能樹脂には向かない。ナフサ由来を用いてはいるが、投機的に価格が乱高下する原料を配合
していたり、耐衝撃性や耐熱性などの機能を付与する添加剤が中国の環境規制を受けて高騰したり、
ナフサ連動の論理が当てはまらないケースが増えているためだ。
　そこでフォーミュラー方式の適用に向かない高機能樹脂については個別にコスト構造を顧客に説明し、
価格修正に反映する取り組みが増えてきた。化学各社が力を注ぐ高機能樹脂は独自に見出した付加価値
が決め手。ユーザー側もその機能を認め、商品価値につなげている。互いに適切な利益を確保すること
は次なる拡大投資に必須。着実に理解が進むことが見込まれる。
　フォーミュラー方式は業界標準化した。一方、新方式の論理は共通認識ではあるものの各社の事業
状況は異なり、業界連動の動きには発展しそうにない。各社の交渉力の見せどころだ。競合品に取って
代わられないよう付加価値を一段と高めるソリューション力の強化も欠かせない。

３ 巴工業　電材工程用テープ拡販・・・韓国品：廉価でグレード多彩
　巴工業は、化学品事業の収益増に向け電子材料商材を拡販する。幅広いプロセスで使用可能な工程用
テープの提案に注力する考えで、コスト競争力に優れる韓国製品の販売に注力していく。同製品では
粘着剤や基材別に多様なグレードを揃え、耐熱性や耐薬品性を向上させている。電気・電子産業の盛ん
な韓国での実績を強みとして、顧客の要求性能に応じたカスタマイズにも対応して採用増につなげて
ゆく方針。
　同社は各種工程用テープの提案に力を入れるなか、韓国のＩＮＮＯＸ（イノックス）が開発したファン
アウトキャリアテープ「ＣＴＦシリーズ」の販売に注力する。ＣＴＦシリーズは粘着剤・基材別に多彩な
グレードを特徴としている。基材フィルムはＰＥＴ、ポリオレフィン（ＰＯ）ベースのほか、ポリイミド、
ポリエチレンナフタレーロなどの対応する。また粘着剤もアクリル系やＵＶアクリル系、シリコーン系
などを揃える。顧客ごとの要求性能に対応し、また韓国での実績を訴求することで日本国内向け販売を
拡大してゆく。

１４ 住友化学　快適衣料に新規樹脂・・・「相変化」で温度調整
　住友化学は温度調節機能を持つ新規樹脂を開発し、「快適衣料」市場の開拓に乗り出した。現在、保温
効果のある衣料は繊維の吸湿発熱機能を利用しており、機能は湿度に左右される。冷感も編み方や吸湿で
実現してきた。新規樹脂は、樹脂自体に周辺を特定温度に整えるという従来にない機能を持つ。繊維会社
などと連携し、実際に衣料を作り、実証を始めた。２０１８年度前半にも実用化にめどをつける。
　新規樹脂はオレフィン系樹脂の分子構造を工夫し、液体から固体に移る「相変化」と呼ぶ現象を再現
した。例えば２０℃の温度域に設計した樹脂は、温度が２０℃より低いと熱を吸い込み、高いと放熱する。
形状は固体のままで、温度調節を持つ成分も漏れない。
　住友化学は粒状のペレットを供給する事業モデルを想定し、千葉工場での量産を検討する。新規樹脂は
紡糸、マルチフィラメント化、染色も可能である。


