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　３月５日（月）
1 精留塔

　ヨーロッパがまた厄介な規制に動くと感じたか、これが世界の潮流だと受け止めたか―。
欧州委員会が１月１６日に「プラスチック戦略」を公表し、２０３０年までに使い捨てのプラ
スチック包装を無くし全量リサイクルを目指す新方針を打ち出した▼戦略の骨子は、リサイク
ルビジネスの収益性向上、プラごみの発生抑制、海洋投棄削減、イノベーションへの投資など。
域内では年間２５００万㌧のプラごみが発生するが、回収率は３割に満たない。発生量の６割
を占める容器包装が対策の第一歩となる▼規制の背景には世界の海を漂うマイクロプラスチッ
ク問題がある。陸上に投棄・埋め立てされたプラごみも、いずれは海に流れ出て微細化する。
海洋環境に影響し生物多様性を損なうだけでなく、食物連鎖で人間にも害が及ぶ▼５０年には
海洋中のプラごみ量が魚類を上回ると予測される勢いで増加中だ。深刻な事態を受けコカ・コ
ーラやユニリーバ等世界的企業がプラ容器の全量再利用に相次ぎ乗り出している▼世界の海は
繋がっているから、国際連携じよる対策強化が必要になる。日本のリサイクル率は世界に冠た
る８割超。この実績をもたらした優れた技術と回収システム、豊富なデータは日本の強み。
　ハードルの高い新たな規制は、新市場、新ビジネス創出のチャンスになりそうだ。

２ 社説・・・ＡＩ活用のカギは人づくりにあり
　ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ等の劇的な技術進化と応用市場の開発を背景に、新たな産業の
潮流が起き、世界規模で競争が加速している。人を介さず完全自動運転を目指すスマートカー。
機械が自律的に判断し、生産効率の飛躍的向上とミス回避が果たせるスマートマシン、スマー
ト工場。人に代り執刀を行う先進的医療ロボットや介護ロボット、農作業に革命を起こすと言
われるＡＩ搭載ドローンや農業ロボット等、メデイアのＩＴや技術ニュースには連日「スマー
ト◯◯」という見出しが躍る。
　人類は向こう十数年の間に「過去経験のない産業や生活構造変化の時期」を迎え、全産業や
社会生活にＡＩ利用の機械、ロボット、デバイスが入り込むという。現在の半導体やチップ、
ソフトウエア技術の進化の速度で見ると、２０２０年代に言語理解のＡＩ、これを搭載した人
型コミュニケーションロボット、更に３０年代ごろに人の脳と同様、自ら情報判断ができる本
当の意味のＡＩが登場。これにより、全ての社会生活が激変するという。
　将棋やチェス等人よりも強いＡＩ搭載ロボットが時折話題になるが、これらは特定の命令に
特化した「特化型ＡＩ」。これに対して人の脳のように、瞬時に膨大な外部からの情報を得て
的確に分析し、自ら最適な判断を下せるＡＩは「汎用型ＡＩ」と呼ばれる。言語も感情表現も
会話も行動も、数値化したパターントプログラムで瞬間処理できる超高速ＡＩに、それらを動
かす駆動系電池を組み合わせれば、われわれとほぼ同し反応や動きを示す人型ロボットも、
そう遠くない未来に実現できるだろう。
　ＡＩやビッグデータ研究の研究者や大学、研究機関への支援や協力の重要性が指摘されるが、
加えて同等以上に必要なのが、ＡＩの応用・活用アイデア等、ひらめきを持つ文系人材。いわ
ゆるＡＩを使いこなす人材の育成が導入企業の活動、ひいては国家間のＡＩ産業育成の競争に
影響を及ぼすという。左脳人間ではなく右脳人間が必要ということか。
　「ＡＩを生産や企業活動に応用して最大の効果を得るには、柔軟な発想ができる人材の確保
が成否を握る」とし「人の脳が創造する無限のアイデアがあってＡＩが生かせる」という。
人型ロボットが、われわれの生活を駆逐し脅かすという、稚拙な想像は杞憂のようだ。

　３月６日（火）
1 中国化学品物流　変化を飛躍の機会に　　＜上＞

　規制への適格対応必須
　危険化学品や環境規制の相次ぐ強化に加え、需要動向変化への対応が迫られている中国の
化学品物流各社。好調な自動車生産やファインケミカル関連需要の拡大などを背景とした顧客
ニーズの高度化・多様化に応じる一方、大気・水質汚染の急激な悪化や２０１５年８月に発生
した天津の危険品倉庫爆発事故に伴う安全・環境優先政策がいぜん重荷となっている。
　中国政府は、環境対応や一部の安全対策を後回しにして経済成長を追い求めてきたが、ここ
数年は環境・安全最優先の体制構築に本腰を入れている。現地の日系企業をはじめ、ローカル
企業も環境投資やコンプライアンス意識の向上を図るとともに、研究開発投資や人材育成等に
も力を入れ始めており、ダイナミックに経済戦略を変革する構えだ。
　上海市では天津の爆発事故以降、外高橋保税区への危険化学品搬入の停止措置が現在も続い
ている。そうしたなか「搬入再開に向けた動きが一部に出てきたとの情報もある」との見方を
示す関係者がいる反面、「搬入再開は中国ローカル企業に限定されるのではないか」との見方
もあり、先行きは不透明な状況だ。
　一方で中国では自動車生産が好調に推移しているほか、ファインケミカル関連需要などが拡
大基調にある。日系専門商社や化学メーカーでは、「中国に有する生産拠点などでも環境・安
全規制の影響はあるものの、需要や引き合い自体は堅調に推移している」とし「中国事業の
１７年業績は増収を達成した」という企業が目立つ。
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　これらを背景に物流企業各社も「需要は決して悪くない。むしろ、足元ではファインケミカ
ル関連を中心に伸びている」という。しかしながら「各種の規制が妨げとなって、車両の運用
や保管スペースなどで顧客の要望に応えらえない場面もある」と悔しさをにじませる。
　中国では今後も輸出管理法案の制定などが予定されるほか、安全・環境規制のさらなる強化
が確実視される。危険品に対する規制が厳格化し、倉庫業務でも分類ごとの厳密な保管・区分
けのこれまで以上の徹底が必要だ。中国で展開する化学品物流各社は事業環境の変化に即応可
能な体制整備を急ぐ。

７ 凸版印刷・レンゴー・・・段ボール製造で協業
　凸版印刷とレンゴーは、段ボール製造で協業する。レンゴーが凸版印刷の１００％子会社で
段ボール製造所業を展開するトッパンコンテナー（東京都台東区、山本貴之社長）の発行済
株式の一部を取得するとともに、第三者割当増資を引き受ける契約をこのほど締結した。７月
から合弁会社「レンゴー・トッパンコンテナー」として製造技術力及び顧客対応力を強化する
ことで販売拡大につなげていく。
　トッパンコンテナーは１９５２年創業。埼玉県川口市、栃木県佐野市、宮城県石巻市の国内
３カ所に工場を有し、凸版印刷が受注した段ボール製品を製造する。２０１７年３月期の貼合
生産実績は３工場平均約１１４０万平方メートル。
　国内の段ボール市場はネット通販・宅配需要の増加により中長期的に拡大が見込まれる。
こうしたなか、レンゴーグループはとりわけ需要の伸びが顕著な関東地区における供給体制が
喫緊の課題だった。両社は、レンゴーが培ってきた製造技術・ノウハウの活用や製造拠点の
最適化など、凸版印刷の段ボール関連製品の販売における顧客対応力を強化できると判断し、
今回の協業に合意した。合弁会社のレンゴー・トッパンコンテナーはレンゴー６０％、凸版印
刷４０％の出資比率となる。本社は埼玉県川口市に置く。代表者は未定だが、レンゴーから
派遣予定。

　３月７日（水）
1 中国化学品物流　変化を飛躍の機会に　＜下＞

　価値高まる“日本品質”
　中国における安全・環境規制の更なる強化が重荷になるなか、日系をはじめとする化学品物
流企業や専門商社は、独自の取り組みを進めている。高品質で付加価値の高い物流サービスの
提供を継続するとともに、安定調達・供給サービスの提供をベースとした「きめ細かで安心を
与える顧客対応」を推進。「日本クオリテイー」をフルに生かし、各種規制への対応に向けた
体制整備を着実に進める構えだ。
　三菱ケミカルグループの物流機能を担う三菱ケミカル物流は、中国の主力拠点である寧波信
物流有限公司で、中国国内向けや輸出入を含めたISOタンクコンテナによる危険化学品の取り
扱いを拡大している。これによって過積載等輸送車両に対する規制強化に対応するとともに
２０１７年に設立したベトナム法人をはじめ、他の海外拠点との連携も強化。フォワーデイン
グを中心とした競争力向上を狙う。
　化学品総合物流大手の日陸は、倉庫部門と輸送部門の計３社体制を構築し、上海をはじめと
した物流ニーズへの対応を図っている。危険物倉庫を構える外高橋保税区への入境手続
き停止措置に対応し、グループ全体での事業体制を再構築。
　臨港地区に構える自社倉庫を、１７年４月から保税倉庫を非保税倉庫へ転換したほか、医薬
・試薬関連や半導体・電子材料関連需要の伸長にも対応し、臨海新城の至近に協力企業の倉庫
スペースを１７年に確保した。
　危険品物流を主力とする築港は、現地法人の築港国愛貨運代理（上海）有限公司を通じ
横浜・神戸から中国、中国から横浜・大阪への自社コンテナによる危険品LCL（小型混載貨物）
サービスで日本の関東・関西地域ヲカバーする体制を構築。並行して日中間のFCL（大口貨物）
サービスも行う。
　今や「安定供給こそが最優先課題」。日系の専門商社は１８年の事業課題は、サプライチェ
ーンの見直しだと口を揃える。１７年は多くの商社が、原料調達先の現地メーカーが環境規制
により突然の工場の稼働停止、生産制限に追い込まれ、顧客への製品供給ができない事態に
直面した。また、一部ファインケミカルや中間原料は、中国が世界生産の大部分を握り供給
途絶によって価格高騰を招いている。そうした反省を生かし１８年は事業継続計画（PCB）の
観点からも、新たな原料調達先のあっくほや供給途絶に備えた代替品探しに各社は取り組む。
　安全・環境規制の厳格化で中国市場での競争優位性も大きく変わりつつある。安定品質、
安定供給など、日系企業の強みが改めて見直されている。

１２ 英BP予測・・・石油需要　３０年代に頭打ち
　英BPは、２０３０年代の後半に石油需要がピークを迎えるとの予測を発表した。エネルギー
需要そのものは増加するが、主力の輸送分野で効率向上や電気自動車（EV）の台頭によって相
殺。再生可能エネルギーの増加もあって４０年には需要減に転じる。
　ＢＰの「２０１８年版エネルギー予測」によると、４０年に向けて世界のＧＤＰは倍増、エ
ネルギー需要の増加を促進するが、エネルギー効率も向上。その増加は約３分の１に止まる。
なかでも輸送需要の伸びは過去と比較して急激に低下。ＥＶが急成長するほか、カーシェア、
ライドシェアも需要にフタをする要因となる。
　地域別では、中国とインドは、世界のエネルギー需要の半分を占めるまでに成長し、石油
需要の増加を後押しする。４０年に向けて徐々に石油需要は増加していくが、成長率は次第に
遅くなり、後年には平坦化、４０年には減少を余儀なくされる。また再生可能エネルギーは
最も急速に増加するエネルギー源であり、エネルギー源の４０％を占めるにいたる。
　石油化学製品の原料としての石油需要は３０年以降はその重要性を増す。輸送用と比較して



効率向上のための範囲が限定されているためだ。

　３月８日（木）
２ 激変　中国化学品市場　日系主要各社インタビュー

三井化学（中国）管理有限公司　松崎宏　董事長総経理・中国総代表
　２０１９年に中国進出から２０年の節目を迎える三井化学。高機能材の展開を主力に激変する中国の化学
品市場に挑む。三井化学（中国）管理有限公司董事長総経理で同社の中国総代表である松崎宏氏に今後の
取り組みを聞いた。

◆現在の中国市場をどうみますか
　中国は中間層が広がる一方、安全、環境、高信頼性を求める需要に沿った市場構造に変化している。この
状況下で工場は順法を一段と徹底しつつ、製品の展開や販売拠点拡充、需要家への対応など攻めの展開を
強める。当社のモビリティ、ヘルスケア、フード＆パッケージの３大領域における高付加価値の機能材など
を軸とした製品群は、軒並み売上高、利益ともに伸長している。

◆今後の中国における事業の課題は
　食品包装資材やエラストマー関連を含む樹脂製品は上海に持つ樹脂関連のテクニカルセンターを強化した
顧客ニーズへの対応を一段と早める。

◆新たな中国事業の取り組みなどは
　当社は１９年１月、中国進出２０年の節目を迎える。マイルストーンの一つに社会貢献事業の取り組みも
進める計画だ。また、ポリオレフィン微粒子を水に分散させた環境配慮型でＶＯＣフリーを実現するケミ
パールは、中国、インドで顧客の最終評価段階にある。インドでは噛みタバコ向けのパッケージ用途に高い
シャアを持っている。中国内では医薬の包装技術協会など団体へアプローチも進めており、中国で業界の
標準的な地位を狙いたい。

３ コダマ樹脂　中型容器クリーン製造・・・横井工場を整備、清浄度「クラス１０００」
　薬液貯蔵用の工業容器最大手のコダマ樹脂工業は、容量１トンクラスの中型容器（ＩＢＣ）の製造ライン
での容器内へのほこりの混入を防ぐ設備増強に着手した。不純物の徹底除去が不可欠な弱電向け容器工場
のクリーン化に続く工場投資。ＩＢＣの製造拠点である横井工場（岐阜県）で「クラス１０００」の清浄度
を確保する方針で、来期中には整備を完了する見通し。
　同社はブロー成型での容器製造法で世界最高水準の技術を確立しており、容器内への不純物混入や容器壁
からの化学物質の溶出防止に対応したコンタミレス仕様の高純度容器「ハイパーピュアボトル」（商品名）
を最重点製品と位置付け、グローバル規模で拡販に乗り出している。
　こうした拡販戦略の一環として高純度容器の製造拠点である池田工場（岐阜県）や栃木工場（栃木県）で
半導体工場並みの清浄度「クラス１００」の製造ラインを導入してきたが、ＩＢＣ市場でも、ドラム缶に
頼っていた薬液貯蔵をＩＢＣに切り替える弱電業界の顧客が増え、これまで以上に容器のコンタミレスが
求められるようになったことから、クリーン化投資に踏み切ることにした。
　同社によると、横井工場での投資はＩＢＣを製造するブロー成型や組立て、検査関連のブースを中心に
実施する予定。児玉社長は「ＩＢＣ事業は輸出が好調で前期より２０％程度売り上げが伸びているが、その
要因は電子材料関連の顧客が増えたから。ＩＢＣ製造でもさらにクリーン化を進めていく」としている。
　ＩＢＣ分野でも大手企業にランクされる同社は、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など、新規顧客の獲得につながる取り組みに力を入れており、顧客の
動向によってはＩＢＣ製造の高純度を追求する新たな投資が浮上してくる可能性がある。

５ 花王　川崎工場、ＡＢＩＮＣ認証取得・・・生物多様性保全の取り組み評価
　花王の川崎工場が、生物多様性に配慮した環境保全の取り組みが評価され、第三者認証「いきもの共生
事業所認証」を取得した。川崎工場は臨海工業地帯に位置し、極めて緑地の少ない地域にあるが、多摩運河
沿いの西側にまとまった緑地を作り敷地面積の１２％以上の緑地を確保しており、自然の受小田井を維持・
保護する活動が評価された。花王は生物多様性保全の基本方針を策定しており、川崎工場では専門会社との
定期的な調査や川崎市観光局との協業も進めていく計画。
　川崎工場が取得したＡＢＩＮＣ認証は生物多様性イニシアティブ（ＪＢＩＣ）の「いきもの共生事業所
推進ガイドライン」の評価基準に沿って、いきもの共生事業推進協議会（ＡＢＩＮＣ）が評価する。
２０１４年から評価・認証をスタートしており、過去４回で４５件が認証されている。花王では鹿島工場が
１５年に認証を取得、川崎工場は２例目。
　豊かな緑地帯を形成し、生物多様性を保全する取組みから花や実のなる木を植えた。鳥類用に巣箱を設置
したり、エコスタック、石積みなどの構造物を配置して野鳥類などの休息場所を設けたりするなどの活動の
結果、１７６種の植物、１１種の鳥類、５６種の昆虫類が確認されている。また、川崎工場では、見学受入、
出張講座など地域とのコミュニケーション、環境教育も積極的に行っている。

１０ 東洋インキ　グラビアインキとラミネート接着剤値上げ
　東洋インキは４月１日出荷分からグラビアインキおよびラミネート接着剤を値上げする。１ｋｇ当たりの
改定幅は白インキが５０円、色インキ・メジウム・ワニスが６０円、出版グラビアインキが４０円、ラミ
ネート接着剤は主剤、硬化剤ともに５０円。

１１ 環境省　日用品企業と３Ｒで連携
　環境省は、３Ｒ推進で日用品企業と連携する。環境省が運営するウェブサイト「Ｒｅ－Ｓｔｙｌｅパー
トナー企業」を大手日用品メーカーなどとともに発足させる。パートナー企業は、旭化成ホームプロダクツ
イオン、タカラトミー、ミヨシ石鹸、ロート製薬。
　企業は、環境副大臣と協定に調印し、３Ｒ推進に貢献する商品の普及、循環型社会構築に向けた取り組み
などを進める。



１２ 三菱ケミカル　水島にマルチプラント・・・未利用留分を有効利用
　三菱ケミカルは石化プロセスにおける未利用留分を製品化するための新工場を設置する。水島事業所
（岡山県）を候補に生産数百トン規模のマルチパーパスプラントを２０２０年度までに立ち上げる。投資額
は数十億円を見込む。未利用留分は燃料などに用いているが、改良を加えることで化学品の付加価値向上に
役立つ。石油化学の基盤強化策の一つと位置付けて中長期視点で事業育成に取り組む。

　３月９日（金）
２ 中国三東省　危険品輸送業者を審査・・・最低ランクは操業停止

　山東省は、危険化学品の輸送事故が相次ぐ現状を重くみて、道路輸送や貯蔵、経営企業の実態を調査し、
ランク付けを行う。３段階で評価し、最低ランクの企業は操業を停止させ、改善しない場合は閉鎖させる
など、安全管理の徹底につなげる。第三者機関に審査させることで公平で厳密な評価を目指す。５月から
具体的な評価作業を始め、年末までに認定作業を完了させる。

２ エクソンモービル　２５年までに化学事業に２００億ドル投資・・・新規１３プラント立ち上げ
　エクソンモービルは２０２５年までに化学事業に対して約２００億ドル（２兆１２００億円）を投資する。
全社の利益を２倍に拡大するという経営目標に沿った施策の一環で、新たに１３の生産プラントを立ち上げ
る。とりわけ、北米およびアジアに投資を集中する方針で、両地域における化学品の生産能力を合計で約
４０％引き上げる。同社がこのほど新たに打ち出した経営目標は、全社の純利益を１７年の約１５０億ドル
から２５年には３１０億ドルに拡大するとともに、営業活動からのキャッシュフローも２倍にするという
意欲的な内容。その目標の実現に向けて化学をはじめ、石油・ガス開発、石油精製の３セクターにおける
投資を拡大する。
　同社の化学事業の利益は１７年に約４０億ドル。これを２５年までに倍増するために、現在進行中の計画
も含めて約２００億ドルを投資する。北米およびアジアを中心に１３の新規プラントを立ち上げる予定で、
このうち７基は年内にも稼働を開始する予定。
　重点地区である北米では、米テキサス州ベイタウンで今年第２四半期にエチレン年１５０万トンのエタン
クラッカーの商業運転を開始する。これに先立ち、昨年には同州モントベルビューでは年１３０万トンの
ＰＥ設備を新設した。今後の新規投資として、来年には同州ボーモントで年６５万トンのＰＥ設備を立ち
上げるほか、２０～２４年の間にＳＡＢＩＣとの合弁で同州サンパトリシオ群コーパスクリスティに年
１８０万トンのエチレン設備およびＰＥやエチレングリコールといった各種誘導品からなるコンプレックス
の建設を予定。さらに、北米におけるＰＰの増強も検討している。
　アジアではこの数年、シンガポールに経営資源を積極投下している。２０～２４年の間にアジアで分解炉
および誘導品への設備投資を挙げており、シンガポールでの新たな追加投資も視野に入っているとみられる。
コア事業である北米およびアジアでの設備投資により、グローバル市場への供給体制も拡充し、化学品の
売上高を約３０％押し上げる狙い。
　化学品以外の主力事業では、石油・ガス開発、石油精製にも投資を継続する。

５ カラーユニバーサルデザイン広がる　色覚の多様性に配慮し配色設計、路線図や案内表示などの採用
　カラーユニバーサルデザインへの注目が高まっている。色覚の多様性に配慮し、すべての人が見分けやす
い配色で設計するもので、デザイナーや設計者向けの塗装、印刷、画面用の配色セットも存在。教科書や
路線図、案内表示サインなどで採用が広がりつつあるが、一般の認知度はまだ低い。誰もが暮らしやすい
社会づくりのためには、インフラや工業および家庭製品の幅広い分野でカラーユニバーサルデザインの
重要性を認識し、「色による格差」を生じさせない視点が求められる。
　視細胞には３種の錯体があり、遺伝子の多様性により色覚の多様性があり、特定の色が見え難かったり、
識別し難い人が日本に約２３０万人いるとされる。また網膜疾患や白内障も視力低下により色の違いが区別
し難くなる。こうした多様な色覚をもつ人は、さまざまな場面で不便を強いられている。現状を変えようと
伊藤東京大学準教授らは「カラーバリアフリー」の普及活動を開始。２００４年にＮＰＯを設立（現カラー
ユニバーサルデザイン気候）した。伊藤准教授は多様な色覚に配慮した実用的な配色セットを構想し、
０９年から１１年にかけて推奨配色セットを発表した。
　色は感性に働きかけるだけでなく、情報伝達ツールの役割もある。こうした活動が実り、採用事例が増加
しており、問合せも現在は年間７００件に上るというが、運営側としてはメーカーや自治体の対応には
「利益があると思えばやるし、ないと思えばやらない」と温度差を感じている。何から手をつけていいか
わからないという声も多いという。
　錯体が多様な色覚者は白人のほうが比率が高いとされ、訪日客の増加が見込まれる２０年の東京オリン
ピック・パラリンピックの開催は、日本のカラーユニバーサルデザインの底力を発揮するまたとないチャ
ンス。インフラから小物まで、商業面でのメリットと色のバリアフリーの多彩な「共演」が期待される。

５ １月のＰＥ袋輸入４ヶ月ぶりに減少
　財務省の貿易統計によると、１月のＰＥ袋輸入量は、速報ベースで前年度月比０．８％減の４万８１６２
トンとなった。わずかながら４ヶ月ぶりの前年割れ。ベトナムからの輸入量が２ケタ増と引き続き高水準
だったものの、中国品の減少を補えなかった。

１２ 三井化学　素材の魅力発信、初の単独展示会・・・感性刺激、デザイナーの心掴む
　いま自動車・家電など産業系のインハウスデザイナーや韓国財閥系大手の経営首脳、ライバル企業、通り
すがりの一般の人まで多くの分野から人を集める場所がある。三井化学が東京・青山で７日から開いている
単独展示会「素材の魅力ラボ（ＭＯｌｐ）だ。化学とは対極にあるようなこの地で、三井化学が狙うものは
何か？
　「素材の魅力を訴求するにはスペック（物性値）だけでなく、『感性』も重要な要素だ」。こう話すのは
「ＭＯｌｐ」で三井化学の素材やそれを用いた作品を紹介する白衣姿の「ミクソロジスト」・ミクソロジー
はテクノロジーとミックスを組み合わせた造語で、素材や人、情熱、活動をかけ合わせ。交叉した時に新し



い素材の可能性が生まれるとの意味を込めた。
　こうしたコンセプトを伝えるのがミクソロジスト。実際には三井の社員で、研究者や広報など組織横断的
に有志が集まり結成した。展示素材は汎用樹脂や高機能樹脂など三井の主力品だが、この展示会では見せ方
が従来とはまったく異なる。
　同社が世界で高シェアを握る、透明性に優れる眼鏡レンズ材料。「従来は顧客に樹脂を提供するだけで、
加工品はサンプルしか作ったことがなかった」。展示会ではこの樹脂に、紫外線が当たると色が変わる色素
を練り込み、ボタンやバングル（腕輪）といった装飾品を制作し、展示した。使用上の注意書きも添えて
販売もしている。装飾品を作ったのには意味がある。世界初の人工樹脂、フェノール樹脂が普及したのは、
デザイナーのココ・シャネル氏がボタンや腕輪に用いたことがきっかけ。その後の樹脂の技術開発や用途
拡大につながった。三井はこうした歴史への敬意も込めつつ、素材の新たな魅力を発信する。
　装飾品以外にも種々の作品を展示。素材や作品を触媒に来場者と情報交換するだけでなく、各作品は、
シェアリングエコノミー、高齢化など今後の社会変化を見据えた次の展開策も練っていく。
　一般的な展示会ではなく、単独展示会を選んだのはなぜか。それは「顧客の素材の意思決定プロセスに
変化が見られ始めている」（三井化学）からだ。工作機械や３Ｄプリンターなどものづくりのデジタル
技術が進化し、従来技術では困難だった部材や最終製品が作れるようになってきた。こうした流れのなか、
発言力を高めているのが企業内デザイナー。開発や購買だけでなくデザイナーの心を捉えなければ素材の
採用につながらない。三井はこんな危機感を抱いている。
　展示会場は蔦で覆われた２階建てのギャラリー。一棟丸ごとコンセプトに合わせて作り込み、陳列も工夫
するなどあらゆる角度から素材の魅力を伝える。青山にはデザイナーが多く集まる。「徹底的にこだわら
なくては認識してもらえない」
　化学製品を開発すれば顧客が用途を考えてくれるという時代はすでに終わった。「新時代」に向けて、
素材の可能性を広げるには新たなメーケティング手法も重要だ。三井の取り組みは素材の可能性を占う
一つの試金石になる。会期は１１日まで。


