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　４月２日（月）
１ 化学業界　大波？小波？・・・円高進行・シェール流入…どうなる１８年度

　２０１８年度が始まった。１７年度は過去最高業績を見込む化学大手だが、１８年度は波乱
要因は尽きない。自動車をはじめあらゆる産業で事業モデルの変革が起きる中、将来をどう先
読みして成長投資を打つか、重要局面に入る。
　目前に迫る１７年度決算の発表は５月１０日前後に集中する。２月時点では総合化学大手は
純利益ベースで過去最高を見通す。懸念は円高進行。２月３月は１ドル１０６～１０７円台と
前年比７％程度高く海外収益が目減りする可能性が大きい。
　１８年度はＬｉＢや有機ＥＬデイスプレイ、半導体等の市場成長が加速する見通し。世界の
農薬市場も上向く。一方、薬価が引き下がる医薬品は苦戦する。石化は大型定修が集中し機会
損失が発生しそう。米国シェール由来のＰＥの台頭は好調なアジア市況を少なからず攪乱し、
上昇傾向にある原料動向もあり、利幅が縮小に向かう可能性もある。増益基調を見込めるもの
の、減益につながる要素も多い年度だ。

１ 化繊協　ゴム工業会・・・品質不正防止へガイドライン
　品質不正防止に向け、日本化学繊維協会と日本ゴム工業会がそれぞれ品質保証に関するガイ
ドラインを策定した。化繊協は４項目、ゴム工業会は７項目で構成。会員企業に対し、担当役
員の明確化、生産部門との分離、顧客とのデータ共有化などを求める。
　化繊協は①法令順守やコンプライアンス意識の徹底②不備・不適切な事例の防止③不備・
不適切な事例の検出といった取り組みを始めた。
　①では業界で発生した事例について情報を共有し、各社へ横展開を図る。また、不備・不適
切な事例を発生させない仕組みを目指して、品質保証を統轄する役員を明確化し、品質保証部
門を生産部門からの独立組織とする。試験検査については、試験者の教育や試験結果の一定期
間の保管の取り組み、手動・手介入を減らすシステムの構築を推進する。顧客と双方で品質デ
ータに関するシステム共有の可能性を検討する。
　不備・不適切な事例の検出では定期的に品質問題に対する点検を実施。社内教育や内部通報
制度によって事例が検出できる環境を整備。現場と経営層で品質に関する課題を共有し、改善
に向けて合議体の設置に取り組む。
　ゴム工業会のガイドラインでは、検査データを自動的に記録できるシステムの導入を促す。
改ざんの余地をなくすためデータ記録の自動化を推進。人手を要する検査などは検査指示と
内容の一致を確認する。

６ バイオマスマーク　１７年度認定・・・印刷インキ　８倍・３０件
　食品包装用グラビア多数、大手流通の採用が後押し

　印刷インキの２０１７年度における「バイオマスマーク」認定数が、１６年度比約８倍の
３０件近くになりそうだ。運営機関の日本有機資源協会によると、他の素材も含めた年度全体
の申請件数は６０件を超え、このうちインキが半数を占めているもよう。なかでもグラビア
インキ等食品包装用が多く、大手流通の採用が起爆剤となり、メーカーの開発意欲を刺激して
いることがうかがえる。
　同協会は「コンビニの食品包材やレジ袋等にマークが印刷され、消費者の目に触れる機会が
増えた」としており、引き続き認知度向上のために啓発活動に力を入れる方針。

１２ 宇部興産・・・品質検査の調査報告４月末頃に
　宇部興産は３０日、一部製品の品質検査に関する不適切行為に絡み、調査委員会から調査
報告を受ける時期が当初予定の３月末頃から４月末頃になりそうだと発表した。
　調査委員会から関係者へのヒアリングなどを通じた原因究明、再発防止策の妥当性の検証等
さらに時間をかける必要があるとの連絡を受けた。
　また対象となる全５０社の顧客に対する技術的見解などの説明が終わったことも発表。
現時点で製品の品質に関する問題は確認されていないという。
　同社は子会社が販売する電線・通信ケーブルの被覆材料に使う低密度ポリエチレンで、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と先月公表。利害関係にない弁護士、
社外取締役で構成される調査委員会が原因究明等を進めている。
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１２ 東レ・・・法令違反・安全性影響無　品質データ調査結果
　東レは３０日、東レグループ全社の品質データに関するコンプライアンス状況を調査した
結果、顧客製品の安全性に影響を与える事案はなく、公表すべき案件がないことを確認したと
発表した。
　同社は昨年発覚した子会社の東レハイブリッドコード（ＴＨＣ）の製品検査データの書き換
え問題を受け、外部の有識者委員会の下、グループ全社についてコンプライアンス調査を進め
ていた。
　有識者委員会の報告を受けた日覺昭廣社長は「品質保証に関するコンプライアンス体制の
強化、データ管理システムの更なる整備、品質規格の点検や測定装置の維持管理強化といった
施策を推進する。何よりも意識については、教育を充実させて品質保証関係者全員に再周知し
ていく。また品質保証関係者にプレッシャーを与えない体制と仕組みを作る」と話した。
　東レは２月、社長直轄組織の品質保証本部を新設しており、今後は同本部を中心に施策
を実行に移していく。

　４月３日（火）
７ フタムラ化学　セルロース供給体制強化・・・米で年４５００㌧増強、大垣工場は再構築

　フタムラ化学は国内外でセルロース事業の供給体制を強化する。米国拠点でセルロースフィ
ルム（セロハン）の増産体制を整備するほか、大垣工場ではマイクロ波を活用した品質・生産
性向上へ向けた生産工程の見直しを含めた再構築を進める。
　食品包装やテープ向けなどを中心にセロハンの需要は世界的に増大傾向にある。米国の増産
については、既に第１期工事を終え、第２期にも着手しており、年内にも完了する予定。これ
により年間４５００㌧の能力を引き上げる。

７ ２月のＰＰフィルム出荷・・・ＯＰＰ１．３％増、ＣＰＰ５．８％増
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた２０１８年２月の出荷実績によると　
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムは前年同月比１．３％増の１万９７１０㌧
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）フィルムが同５．８％増の１万２９１５㌧といずれも増加。
　いずれも食品用が高水準だった。

【２０１８年２月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

１２ 三菱ケミカル　和賀新社長が就任あいさつ・・・「真のグローバル化」等推進
　三菱ケミカルの和賀昌之新社長は２日、本社で就任あいさつをした。ＡＩやロボテイクス
再生医療等新しい科学技術が急速に進歩し、社会が大きく変わろうとしているなか、「革新的
技術を用いて人・社会・地球の課題解決に役立つソリューションを提供できるのは化学産業だ。
新たなソリューションを生み出し、企業価値向上を目指す」と話した。
　三菱ケミカルの経営方針については「安全・安定操業とコンプライアンス」「収益性の向上」
「真のグローバル化」「営業改革」の４つに取り組んでいくとした。
　安全の確保については、「ＡＩやロボテイクスの活用などを検討するプロジェクトを立ち上
げていく」考えを打ち出した。
　日本企業が目指してきたグローバル化はこれまで「日本人が海外の言語・文化・ビジネスを
知るという一方通行の国際化であったように思える」とし、国外で勤務する外国人社員にも
日本について学んでもらう機会を設け、双方向のグローバル化を推進する方針を掲げた。
　営業改革については、地域ごとに戦略的重要カスタマーを抽出し、経営幹部との関係構
築を考え、営業・マーケテイングを改革していくとの方針を示した。

　４月４日（水）
８ プラ工連まとめ　１７年米国プラ貿易　過去最高　①輸出　ＰＰが３年連続増加

　 日本プラスチック工業連盟はこのほど、米国のプラスチック貿易に関するデータを入手し公表
した。それによると２０１７年は１６年に引き続き高い水準となった。好調な世界経済を背景
に、純原材料の輸出量、輸入量、プラ製品の輸出入額が軒並み過去最高を更新した。
　１７年の純原材料輸出量は１６３０万４０００㌧で、過去最高だった前年実績を１．６％
上回った。下期は前年同期比横ばいだったが、上期が堅調に伸びた。国別輸出量は、１位がメ
キシコで０．２％増の３９４万１０００㌧、２位はカナダで６．８％増の３２１万９０００㌧
３位は中国向けで１７．５％増の１７６万４０００㌧と高い伸びを示した。
　品目別では、全輸出量の３割超を占めるＰＥが２．２％減の５３４万３０００㌧、ＰＶＣが
０．３％減の３０８万１０００㌧と減少した。一方、ポリエステル、ＰＣ、ＰＰなどが前年を
上回った。ＰＥ輸出は、シェール由来のＰＥの影響は出ていない。
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【２０１７年の米国プラスチック原材料輸出】（前年比、構成比％）

１２ 三井化学　フード＆パッケージング事業　２５年度までに８００億円投資
　三井化学は２０２５年度までに、重点に据えるフード＆パッケージング（Ｆ＆Ｐ）事業に
７００億～８００億円の成長投資を充てる。大牟田工場（福岡県）で、海外大手と提携して
開発している新規農薬原体の量産体制を整備するほか、東南アジアで食品包装フィルムを増産
する方針。食品の鮮度保持に役立つフィルム新製品も１８～１９年度に投入する。農作物の安
定生産や食品廃棄の削減といった社会課題を捉えて成長につなげる。

　４月５日（木）
１ 蒸留塔・・・人口知能（ＡＩ）等の新技術の発達の雇用への影響

　人口知能（ＡＩ）をはじめとする新技術の発達が雇用にどう影響するかについて、全く異なる二つの
見方がされている。一方の説では、単純労働はもちろんホワイトカラーの仕事の多くも機械に取って代わ
られ、残るのは人間にしかできない特別な仕事だけになる。それに対し、ＡＩの発達は新たな市場や仕事
の創造につながる、もしくは経済成長を通じて仕事の量が増え、雇用そのものは変わらないか、かえって
増えるというのがもう一つの説だ。
　どちらが正しいのかといえば、実は双方とも正しいのではないか。社会構造が大きく変化する過程では
その影響も流動的であり、ある時期には雇用が減少し、また、あるときは増加するといった事態も十分に
あり得る。ＩＴの普及によって逆に紙の使用量が増えたという笑い話があったのと同じ類の現象だ。ただ、
一連の技術の発達は人間がなるべく仕事をしなくてすむことを目的として進んでいるのだから、最終的に
は仕事の減少につながっていくことは間違いない。
　これは、やがて生活のために働く必要がなくなるかもしれないという未来を示唆しているかのようにみ
える。その時、経済的な制約が取り払われることで人間は大いなる飛躍を遂げるのか。それとも怠惰なる
生活に陥って滅亡へと向かっていくのだろうか。

８ プラ工連まとめ　１７年米国プラ貿易　過去最高　②輸入　中国製品が高い伸び

【２０１７年の米国プラスチック原材料輸入】（前年比、構成比％）

　米国が２０１７年に輸入したプラスチック原材料は前年比２．６％増の７８８万８０００トンと、ここ
数年の拡大基調を引き継ぎ過去最高を更新した。上期は３．９％増、下期は１．４％増であった。国別の
輸入量は、全体の４０％超で首位のカナダが前年比４．２％減の３６２万５０００トンとマイナスに転じ
たが、２位のメキシコ、３位の韓国、４位の中国、５位のドイツ、６位の台湾などが軒並み前年を上回っ
た。日本は国別シェア８位で、８．０％増の２２万９０００トンと２年連続の増加であった。
　品目別では、全体の約４０％を占めるＰＥが０．１％減の３２９万５０００トンと減速し、さらにＰＰ
が１９，１％減の５１万６０００トンと大幅な減少となった。一方ポリエステル、ＰＣは９．２％増の
１５９万４０００トンと前年までの増勢基調を引き継いだほか、ＰＳ、ＰＶＣも前年を上回った。
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　一方プラスチック製品の輸入額は８．９％増の３６８億３３００万ドルで過去最高を記録した。国別で
は全体の４０％超を占める中国が前年比１１．１％増の１５２億５９００万ドルと引き続き高水準だった。
またカナダ、メキシコ、ドイツ、台湾、韓国などの主要輸入元も軒並み前年を上回った。日本は７．３％
増の１１億１６００万ドルで、国別シェアで７位となった。

２ 山九　タイ物流体制拡充・・・アマタシティに第３倉庫、油脂製品対応も
　山九は、タイで物流拠点を拡充している。昨年、アマタシティ工業団地（ラヨン県）内に新物流拠点を
開設。これによりタイにおけるグループの物流センターは自社保有、賃貸を含め２１棟となった。
　山九グループはタイに、物流事業と機工事業を一貫体制で手がける山九タイ（バンコク）と、タイ南部
で物流事業を展開する山九レムチャバン（チョンブリ県）の２社を有する。物流だけでなく、工場建屋の
設計・施工、機械・配管設計、製作、据え付け、配管工事、さらに工場完成後の構内操業や輸出作業も手
がけている。
　工場進出から操業までの総合的なサービスを提供することで差別化を図り、日系企業を中心に多くの実
積を積み上げている。今後も幅広いサービスの提供とソフト・ナード両面での体制の強化によってタイ
事業をさらに発展させていく。

７ プラ食容器製造の手引書（日本プラスチック食品容器工業会）・・・ＰＬ制ガイドライン理解促進
　日本プラスチック食品容器工業会はこのほど「製品製造に関する工業会ガイドライン手引書」を作成
した。政府が食品包装のポジティブリスト（ＰＬ）制度の整備を進めるなか、厚労省が昨夏に製造者向け
にまとめたガイドラインについて会員らに理解を深めてもらうことが狙い。図表やイラストを多数使って
分かりやすい内容としている。
　日本の食品容器に使われる素材は現状、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）に基づいている。政府では食品の輸出促進や国際標準との整合性の観点から、安全性が
認められた物質以外は原則的に使用を禁止するポジティブリスト制の導入に向けた食品衛生規制を見直す
方針で動いている。
　同工業会が作成した手引書は、厚労省が昨年７月に公表した「食品用器具および容器包装の製造等にお
ける安全性確保に関する指針（ガイドライン）」の内容理解を促すのが狙い。手引書を通じて製造拠点な
どにおける人員、施設、設備の適切な管理のほか、サプライチェーンの各段階における管理内容や品質に
ついて事業者間で保証や情報共有を行う協力体制の構築、食品衛生に関する事故・被害の発生時における
原因の特定、被害拡大防止に必要なトレーサビリティーの確保といった具体的な取組みに役立ててもらう。
　新人や若手社員にも理解しやすいよう製品設計に必要な各種証明書や、製造工程の管理に使う成形ＱＣ
工程表、作業手順書の一例なども掲載した。手引書は会員企業に配布しているほか、同工業会のウエブサ
イトから誰でもダウンロードできる。問合せ先は同工業会。

８ 酢酸エチル反転上昇　原料連動、需給タイト影響
　酢酸エチルのアジア市況は反転上昇している。指標とされる中国ＦＯＢ価格は１月下旬以降、旧正月の
影響で需給がやや緩んだことに反応して１トン当たり２０～３０ドル下落。１０２０ドル前後でとどまっ
ていたが、旧正月明け後は１０６０～１０７０ドルに反発した。原料との連れ高や中国の供給が絞られて
いることが上昇の要因。環境規制で中国の供給が芳しくないことに加え、春に入っても中国では定修が
相次ぐようで、当面は高値で貼り付く公算が大きい。
　日本では、昨年９月から値上げが繰り返し行われ、打ち出し幅は１ｋｇ当たり４５～５０円まで積み増
された。輸入品はすでに４０円前後まで決着している。国内品の打ち出しは合わせて４５円となった。
ただ、４月から特恵関税の適用除外措置で中国品は３．７％課税される。現状は為替が円高を維持してお
り、関税分を吸収できる余地もあるようだが、市況が高騰したり円安に傾けば４月以降の値上げは不可避
となりそうだ。

１２ 存在感増す「グリーン化学品」　三菱ケミ、積水化学が育成・・・技術革新でプロセス効率化
　三菱ケミカルや積水化学工業がバイオ技術を用いた「グリーン化学品」の育成に力を入れている。注目
されるのは上流に位置する樹脂原料のモノマー分野に取り組みが広がってきたこと。グリーン化学品は
古くから存在するが、これまで石油化学市況あるいは可食性原料市況の変動や、汎用石化品の価格競争力
の壁を超えられなかった。それが、国際社会の環境意識の高まりや急速な技術革新を受けて、既存石化に
対抗できる局面が増えてきた。
　「２０２０年頃をターゲットに、海外の消費財メーカーを中心にバイオ素材の取扱いが増えそうだ」。
こう想定するのは三菱ケミカル石化部門Ｃ4ケミカル事業部新規事業推進グループの大原グループマネジャ。
同社は今年度、ウレタン樹脂原料「ポリエステルポリオール」をバイオ化した製品の世界展開を始める。
ウレタン樹脂を繊維にしたポリウレタン弾性繊維は適度に伸縮し、透湿防水といった機能も付与できる
ことから引っ張りだこの素材。消費者の目にも触れやすく、環境重視の大手ブランドはいま、バイオ素材
に熱視線を送る。
　その背景の一つが環境（Ｅ）、社会（Ｓ）、企業統治（Ｇ）に着目して企業投資を判断するＥＳＧ投資
の定着だ。国際社会は近年、「バイオエコノミー」「サーキュラーエコノミー」といった概念を相次ぎ
提唱し、グリーンピースなど国際環境団体も化石資源由来品への懸念を強める。「旧来化学品だけで製品
を作っていては事業リスクは高まる。企業イメージも落としかねない」。大手ブランド、最終消費財メー
カーにはこんな危機感が広がる。
　グリーン化学品が台頭し始めたもう一つの要因が「技術革新」だ。グリーン化学品は非可食植物などか
ら抽出した糖を微生物に吸収・分解させて、その代謝物で目的の化学品を得る。ただ、この代謝経路は
複雑で、収率も低く、バイオ品が割高になる原因だ。ところが近年、デジタル技術や遺伝子編集技術が
急速に進歩し、微生物合成の生産効率を大幅に改善できる新技術が米国を中心に登場し始めた。
　三菱ケミカルや住友化学などが参画する素材系ファンドのユニバーサルマテリアルズインキュベーター
（ＵＭＩ：東京）は米国・国内のベンチャーに出資している。また、可燃性ごみを丸ごとガス化し、その
ガスを原料にエタノールを生産する技術を確立した積水化学。この技術を支えるのが米ベンチャー、ラン



ザテックが開発した微生物。１度の代謝でエタノールを生み出す世界初の技術で、「石油由来の同等以下
のコストで製造できる」（積水化学）。同社はブタジエンやエチレンへと領域を広げて既存の石化の代替
を目指す考えだ。
　化石資源由来品と肩を並べる水準に競争力が高まったグリーン化学品でが、まだ一部の局面に過ぎず、
生産規模も小さい。汎用化学品を代替えする量産規模に拡大するには、非可食植物であれガスであれ、
コスト構造の大部分を占める原料をいかに持続可能な状態で安定調達するか、川下への生産チェーンの
確保など課題はなお多いが、世界で着実に存在感が高まっているのも事実だ。

１２ 丸善石油化学　不適切品質検査の再発防止策を公表
　丸善石油化学は４日、一部製品の品質検査に関する不適切行為にからみ、社内調査委員会から調査報告
書を受領したことを受け、再発防止策などを公表した。経営責任を明確にするため、鍋島社長は月額報酬
の３０％、その他の役員は１０～２０％を３ヶ月間返上する。また事実を公表した２月２日以降の社内調
査で、顧客件数９件、対象製品３製品で品質検査に不適切行為が判明したことも合わせて公表した。
　調査報告書では会社全体の組織・制度、品質管理課を巡る歴史的・環境的要因、品質管理課に所属する
人員の主観的・属人的要因などを指摘。これを受けて同社は今月１日付けで品質担当役員の下に品質保証
部を置くなど品質保証・管理体制の強化に取り組む。全社を挙げて品質管理、コンプライアンスの徹底を
図る。

　４月６日（金）
１ 蒸留塔　ＩｏＴに必要な人材

　化学企業にとって工場のＡＩやビッグデータの活用によるＩｏＴ化は技術伝承の面からも必須になって
いるが、具体化にはいくつかの要件をクリアする必要がある。特に人の問題は最大の課題ともいえるハー
ドルだろう。化学産業を研究対象とするある大学教授は言う。「石油化学や石油精製産業には工学系の
大学・大学院で自然科学の学問を修めた優秀な人材は多くいるが、数学・物理系など人工物の科学や設計
を専門に身につけてきた人材を過去あまり採用してこなかったため、そのような社員は極めて乏しい」と。
　ＡＩなどを使ったスマート工場作りはこうした人工物の科学や設計を専門とする人材によるところが大
きい。そして、このような人材は、化学会社に多くいる自然科学系の学問を修めた人材とは異なるタイプ
だ。映画「シン・ゴジラ」でゴジラを倒すため緊急招集される人々を思い浮かべるといい。仕事場で
Ｔシャツ・ジーパン姿でやってくる、こうした化学系にはまずいない人々の能力をどうやって取り込んで
いくかが課題となる。企業文化を変えるところまでいかなければならないかもしれない。バイリンガル
人材紹介企業によれば、テック系の求人倍率は４～５倍だという。採用し、企業に根付かせる。化学企業
にとってやらねばならない仕事は多そうだ。

１ スギ由来プラ原料実用へ・・・生分解性、熱にも強く
　国際農林水産業研究センター（ＪＩＲＣＡＳ）などの研究コンソーシアムは、スギ由来バイオプラス
チック原料「ラクチルセグメント」の実用化を進める。改質リグニン製造時の副産多糖類を原料とする
乳酸オリゴマーで、生分解性プレポリマーとして多彩な分野に利用可能。２００℃以上の高融点化にも
対応する。このほど量産技術を確立し、スケールアップに向けて樹脂・樹脂加工メーカーとの共同開発を
模索する。樹脂、コート剤、フィルムなどの原料や細胞足場材などを視野に入れ、２０２３年度をめどに
実用化を目指す。
　リグニンはスギ材の２５～３５％を占め、スギ由来改質リグニンの産業化が進む。課題となる副産多糖
類をラクチルセグメントとして資源化すれば高いコスト競争力が見込め、廃棄物削減にも貢献する。プロ
ジェクトメンバーの農研機構、京都工芸繊維大学、武蔵野化学研究所、京工繊大発ベンチャーのネオマテ
リアルとともに用途探索を推進中。

２ 中国　対米報復関税、化学品も・・・ポリエチレンなど対象
　米国と中国の間でエスカレートする貿易戦争の影響が樹脂や化学品にも及んできた。中国政府は４日、
新たに米国産の化学品を含む１０６品目に２５％の輸入関税を課すことを発表した。この中には、ＰＥや
ＰＣ、エポキシ樹脂といった各樹脂の一部や、アクリロニトリルなどの化学品が含まれる。米国化学工業
協会（ＡＣＣ）によると、関税の対象は、米国から中国に輸出する樹脂の約４０％に及ぶという。１７年
に米国から中国に輸出した樹脂の総額は３２億ドルに達しており、中国の樹脂輸入量の約１１％を占める。
　ＡＣＣのプレジデント兼ＣＥＯのカル・ドゥーリー氏は、「米国では総額１８５億ドルに及ぶ石化コン
プレックスの投資計画が進んでおり、これらのプロジェクトは現行の関税率を前提としている。もし関税
が今後上昇することがあれば、投資が他国に流出する恐れもある」との警告を発している。

３ 大連長興島　中国屈指の石化基地に　エタンクラッカー計画浮上、２１年に２００万トン稼働
　中国７大石化産業基地の一角である大連長興島の構想が具体化してきた。２０２１年の稼働を目指し、
２００万トンのエタンクラッカー計画が浮上。国有大手も参加する格好で、北米の出荷設備からの一貫
チェーンを構築する。今秋には恒力集団の２０００万トンの石油精製・石化一体化計画も指導を予定する。
同地へは中国石油（ＣＮＰＣ）も移転予定と、国内屈指の石油・化学クラスターの輪郭がくっき見えて
きた。

7 藤森工業　柔軟なＰＴＰ用シート・・・押し出しやすさ訴求
　藤森工業は医薬品包装向けに独自開発した新タイプのＰＴＰ用成形シートの市場展開を強化する。既存
のＰＴＰシートやＰＶＣシートに比べて柔軟なことが特徴で、内容物の錠剤・カプセル剤が押し出しやす
いうえ、万が一の誤飲時にも食道、胃、腸を傷つけにくい。さらに既存の医薬品包装機が使用可能という
メリットもある。すでに数社がサンプル評価を進めており、早ければ来年中の本格採用を目指す。
　新タイプのＰＴＰシート「やわらかプスパ」は、患者および薬剤師などの使用者の使い勝手も重視して
設計した。材料に特殊な樹脂を使用したため軟らかく、ＰＶＣシートとの比較で錠剤やカプセルの押し出



し強度を最大で約６割低減できる。
　最近の新薬は高付加価値化が進み、包装資材に対する機能要求も高度化する傾向にある。例えば服用し
やすい口腔内崩壊錠（ＯＤ錠）などでは高防湿のパッケージが求められるが、単層だけでは難しく、多層
化する必要がある。ただ多素材を積層するとシートの厚みが増すため成形部分が硬くなり、内容物を取り
出しにくいなどの問題がある。
　やわらかプスパは防湿フィルムなどを貼り合わせても軟らかさを維持し、成形や押しだし性を確保でき
る。既存のブリスター成形機をそのまま活用できることも確認ずみという。
　近年、ＰＴＰ包装の誤飲事故が社会問題となっている。飲み込んだＰＴＰシートは食道、胃、腸などに
突き刺さり体に重大な損傷を招く恐れがあるため、ミシン目を１方向のみとして、１錠ずつ切り離せない
構造にするなどの対策がとられてきた。やわらかプスパは誤飲した場合のダメージ軽減が可能で、大学と
の共同研究により効果の検証作業を進めている。

８ 中国産化学品の特恵関税撤廃・・・輸入コスト増、価格転嫁へ
　中国の溶剤や樹脂などの主要化学品は、４月１日から国内で特恵関税による優遇措置が撤廃された。
市況が軒並み右肩上がりとなっているなか、これまで無税だった輸入関税が基本税率もしくはＷＴＯ税率
分を負担することが義務付けられたため、中国から該当品を輸入する国内メーカーや商社は調達コストが
さらに増す事態となっている。少なくとも２０１９年春まで関税が適用される見通しとなっているため
今後各製品とも市況上昇分と併せて価格に転嫁する動きが本格化しそうだ。
　【溶剤】酢エチなどが特恵関税撤廃により３．７％の関税が新たにかけられている。酢エチの輸入品は
内需の４割を占め、そのほとんどを中国品が占めるため影響が大きい。中国品を扱う輸入商社は今回の
関税負担分と市況上昇分を含めた値上げを検討している。
　【カーボンブラック】輸入の約半分を中国品が占めるカーボンブラックは３．９％の関税を課せられる。
今後関税分が上乗せされ一段と上昇する見通し。
　【ＰＣ】ＰＣの関税率は２．８％となる。国内の大口需要家は複数購買していることが一般的であるた
め、中国品だけ値上りすれば全体に占める割合が落ちるかの可能性がある。
　【エポキシ樹脂】エポキシ樹脂の関税率は３．１％となった。特恵除外による増額分は末端価格に転嫁
される可能性が高い。
　【無機薬品】中国品が過半数のシェアを占める無機薬品は製品により３．３～４．０％の関税率となっ
た。大半の製品は市況上昇分と関税分の価格転嫁に動いているようだが、直近の為替を考慮し関税分は
様子見する企業もあるようだ。
　今後の為替見通しが読めないこと、また特恵関税除外期間は少なくとも１９年３月末までは続くため、
いまは様子見している企業も、いずれは関税分の転嫁を実施せざるを得なくなるとみられている。

１１ 石油製品の２２年度需要：経産省見通し・・・ナフサ５．２％減の４２９７万キロリットル
　経産省は５日、２０１８～２２年度の石油製品の需要見通しを公表した。燃費改善などを背景に、ガソ
リンが２２年度には１７年度比１１．１％減の４５９３万ｋＬに縮小。ナフサも、米国からのシェール
由来製品の影響や原料多様化にともないエチレン生産量が下降していくと見込み、２２年度は同５．２％
減の４２９７万ｋＬとなるとした。経由は２２年度には０．３％増の３３７８万ｋＬと唯一プラスと予想。
通信販売の普及によってトラックの貨物輸送量が伸びていることが需要を下支えする。クリーンディーゼ
ル車の販売数量増も寄与する。ＬＰＧの需要見通しでは２２年度は１４２３万トンで、０．３％減る。

主要石油製品の需要見通し （万キロリットル）
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