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　４月２３日（月）
２ 社説・・・人の感性なくして産業安全は守れず

　「結局、最後は人」―。産業安全について取材すると多くの人がこう語る。製造現場への
AI等の導入により異常を高精度に予知することは可能になり始めているが、ICTはあくまでも
ツール。どんなにICT化が進んでも人の役割は重要であり「人の感性なくして安全を守ること
はできな」という。
　わが国の製造業では、現場が主体的に問題解決に取りくむことで安全を作り上げてきた。
また、経営層のリーダーシップと現場力の両輪で産業安全を確保してきているのが特徴だが、
車輪の一つである現場力が以前に比べ落ちてきているといわれる。
　特に指摘されるのが危険に対する感性だ。自動化や新プラント建設の減少により、現場で
学ぶ機会が少なくなったことが要因とされる。このためバーチャルリアリテイ等を使った
体験型教育なども取り組まれているが、感性を磨くのは簡単ではない。
　感性は若いうちから磨いた方がよい。安全も同様だ。若いうちに感性を身に着けるには理科
の実験も大事だが、小学校では実験が激減している。「危険なことはできるだけ避ける」とい
うわけだが、逆に言えば、何をしたら危険かを学ぶには実験が絶好の機会といえる。何より
実験を通じて化学に興味が生まれ、いろいろ知りたくなる。
　近年はマニュアル化などによって事故を起こさないシステムも定着しており、
異常を予知するAIの開発も進んできた。人手不足や設備老朽化のなか、こうした流れは更に
進むだろうが、現場ではマニュアルやAIだけでは対応できない面が必ず出て来る。
ノウホワイを含めた技術伝承が不可欠であり、ノウホワイが分からないと変化を吸収して対応
できない。すぐに成果が出るわけではないが、初等教育から安全の基本を学び、且つ化学の
面白さを知った若者が業界にどんどん入ってくることを期待したい。

２ シンガポール・タイケミカル会がセミナー
　素材産業めぐる政策動向　海洋プラ問題テーマに

　シンガポールケミカル会、タイケミカル会はこのほど、経産省製造産業局素材産業課の湯本
啓市課長、日化協の永松茂樹常務理事を招きセミナーを開催した。湯本課長は「素材産業を
巡る政策動向について」の題目で、様々な業種、企業がつながるコネクテッド・インダストリ
ーズ等をテーマに講演した。シンガポールケミカル会は、シンガポール日本商工会議所、日化
協との共催で、NTTデータ・アジアパシフィックの雨宮俊一CTOが登壇しブロックチェーンの
最新動向を紹介した。
　湯本課長は「コネクテッド・インダストリーズの素材分野検討WGでは、ビジネスモデルの
転換や開発力の更なる向上などを課題として検討している。研究開発では自社内のデータに
外部の多種多様なデータを加えたいといった要望が挙がった一方で、情報を一カ所のデータベ
ースに集約するのは抵抗感が強い」と話し、そうした問題を克服しながら必要なデータを構造
化するためのAIツール開発など、目指すべき方向性や取り組みを示した。
　国内だけでなく、海外でも企業活動支援の動きを始めている。「タイとは政府間でプラント
の安全性・効率性向上のためのスマート保安に関するMOC（協力覚書）を締結し個別企業の活
動を支援する流れがある」と紹介した。
　エネルギー分野については、パリ協定に基づいて２０５０年をターゲットにした長期的目標
の議論が行われるようになり、「不確実性があるなかで脱炭素化を最優先に複数のシナリオを
レビューしながら進めることが良いだろう」と展望を述べた。
　永松常務理事は海洋プラスチック問題をテーマに講演した。日化協では17年4月に海洋廃棄物
に関する情報交換会を設置し、更に今年3月には理事会で海洋プラスチック問題評議会を設立
した。「グローバルな環境課題として認識が高まる中海洋プラスチック問題について、日本の
化学産業としてとるべき対応などを審議し、実施していく」と語った。
　丸山課長は「ブロックチェーンは従来システムの置き換えではなく、イノベーテイブな新し
いビジネス形態を創造しなければ真価は発揮されない。情報システム等の担当者レベルではな
く、経営層がビジネス変革と共にどう利活用するかという視点で考えるのが大事だろう」と
訴えた。

１２ ＰＥ輸入増に拍車・・・内需好調持続、在庫確保も
　今年に入ってＰＥの輸入が急増している。国内需要が過去の好調期と同水準の規模に回復し、
国内設備はフル操業が続く。輸出を絞っても足りず、海外品で賄う動きが活発化している。
今年春以降、相次ぐ定修に備えた在庫対策が本格化してきた背景もある。為替の円高振興も
輸入増を後押ししている。2018年1～2月の輸入量はＬＤＰＥが前年同期間に比べて３６％、
ＨＤＰＥは同７割強それぞれ増えた。17年10～12月はそれぞれ同５％増、同５割増で、今年
に入り輸入増に拍車がかかっている。
　輸入増の背景の一つは国内需要が好調なこと。国内向け消費財だけでなく、日本から輸出
される消費財もネット販売の普及で増加している。「輸出を減らし、国内向けを優先している
が、それでも足らない」。不足分はユーザー側が輸入するケースのほか、ポリオレフィンメー
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カーが自社製品と同等グレードの海外品を顧客に紹介し、供給するという事例もあるようだ。
　米国のシェール由来のＰＥは、当初16年前後を想定していたが、計画から遅れている分だけ
需給のひっ迫を招いているとの指摘もある。もっとも、様々な産業でデジタル技術を使った
イノベーションが加速し、石化製品の需要の好循環は長期に継続するとの新たな見方も出て
きている。
　今年は国内エチレン設備の大型定修が相次ぐという事情もある。18年度のエチレン生産は
前年度比で約30万㌧程度減少する見込みとも言われており、定修期間も安定供給を確保する
ため、ＬＤＰＥとＨＤＰＥの3月末の在庫量は３．６カ月、３．５カ月と通常の倍以上の水準
に積みあがった。
　１８年度の国内需要は「前年並み以上」との見方が大勢だ。供給力に限りがあるなか、輸出
を最大限減らして国内出荷、在庫確保を優先し、不足分は海外品で補う動きが一段と広がる
見通しだ。

１２ 昭和電工　使用済みプラ→アンモニア　草の根発信　広がる輪
　資源循環見える化　消費者に参加意識

　昭和電工は家庭から出る使用済みプラスチックを原料に作るアンモニア「ＥＣＯＡＮＮ（
エコアン）」で、草の根の情報発信を展開している。自治体などと連携したＰＲ活動で消費者
参加型の資源循環という環境価値を幅広く紹介し、潜在需要の掘り起こし等につなげる狙いだ。
　環境配慮型の製品やサービスを求める消費者、それらを提供する企業や自治体が増えるなか
で、新たな顧客層を開拓しながら「エコアン経済圏」を広げる。
　昭和電工は川崎事業所で使用済プラスチックから水素と二酸化炭素の合成ガスを作るガス化
設備を保有し、合成ガスから取り出した水素を原料にアンモニアを生産する。神奈川県内を
中心に家庭から回収した使用済みプラスチックを年間約６万㌧受け入れ、ガス化設備に投入し
やすいように加工したうえで原料に使う。アンモニアの設備能力は年１２万㌧で、使用済み
プラスチックを原料にアンモニアを作るのは昭和電工だけ。
　エコアンは生産量の約５割を川崎事業所内で自家消費し、合成繊維・樹脂原料のＡＮ原料等
に使われる。残りは火力発電所や清掃工場等で発生する排ガスの窒素酸化物除去や自動車部品
等に使う鋼材の強度を高める窒化処理工程、化学品原料等の用途で東日本地域を中心に供給し
ている。
　環境配慮型の商品やサービスを検討する観点からエコアンを指名買いする顧客との新規取引
もじわりと増えているという。また、微粉炭とアンモニアを混ぜて燃やし、ボイラーで発生す
るＣＯ２を減らす用途でも採用が始まるなど、顧客の裾野が広がりつつある。
　商標登録から１５年を迎えたエコアン。環境意識の高まりを受けて顧客層を掘り下げるため、
ブランドの浸透力を高める草の根の情報発信に力を入れる。その一例が、エコアンを採用する
清掃工場などと連係したＰＲ活動だ。見学者等に配るパンフレットを工夫し、資源循環の姿を
「見える化」。消費者が行うプラスチックの分別が清掃工場の排ガス処理等に役立っている
ことを知ってもらう。エコアンの販売は自治体や企業間取引が主体だが、より幅広い層にブラ
ンドの浸透力を図り、消費者に参加意識をを高めてもらうことは、潜在需要の掘り起こし、プ
ラスチック回収を含めた事業の継続性確保に有形無形の貢献がある。
　国内需要は年１３０万㌧程度で頭打ちのアンモニア市場だが、独自の資源循環モデルを武器
に販路を広げるための挑戦を続ける。

　４月２４日（火）
１ 中国　廃プラ輸入を全面禁止・・・18年末　600万ﾄﾝ弱行き場失う

　中国政府は、廃プラスチック輸入の全面禁止に乗り出す。2018年12月31日付で「輸入禁止
固体廃棄物リスト」へ組み入れることを決めた。生活ごみ由来の廃プラは既に輸入禁止だが、
工業由来分も含めた輸入禁止で、これまで中国に向けられてきた600万㌧近い廃プラが新たに
行き場の模索を迫られることになる。
　先週、生態環境部、商務部、国家発展改革委員会、海関総署が連名で「輸入廃棄物管理目録
の調整に関する公告」（2018年第6号）を公表した。中国の関税コードで「プラスチックのくず」
に含まれる全ての品目が「18年末をもって輸入禁止とする固体廃棄物リスト」に盛り込まれた。
　実質的に今年初以降、輸入ライセンスの発行抑制などにより中国の廃プラ輸入量は大幅に
減少している。海関総署によると17年の中国の廃プラ輸入量は前年比20％強減少したものの、
約583万㌧。財務省貿易統計によると、同年の日本の輸出量は香港向けと合わせて102万4千トン
に上っている。

５ 1-3月OPPフィルム出荷・・・食品用中心に内需堅調
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた１－３月の出荷実績によると、2軸延伸
ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムは前年同期比０．４％増の６万１０２２トンとなった。
1月は前年割れとなったものの、2月と3月が増勢基調で推移した。無延伸ポリプロピレンフィ
ルム（ＣＰＰ）も前年比増を確保した。
　ＯＰＰ出荷の内訳は、スナック菓子袋やコンビニエンスストアのおにぎり、サンドイッチの
包装をはじめとした食品用が１．５倍増の４万６９２８トンとなり、繊維・雑貨、工業用・他
の落ち込みを補った。輸出は前年を割り込んだ。
　一方、ＣＰＰ出荷は合計で１．３％増の３万９８２３トン。食品用の他、マスキングフィル
ムをはじめとした工業用が堅調に推移し、輸出も８％伸長した。



【２０１８年３月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

９ 酢酸エチル　アジアで小安く・・・原料高で高値圏維持
　酢酸エチルのアジア市況は４月に入って小安くなった。値決め指標の中国ＦＯＢ価格は１㌧
当たり１０２０㌦前後。域内の需要がやや鈍化したようで、在庫水準が高まった。ただ、原料
の酢酸がいぜん高値圏にあるため、当面は１０００㌦台を継ぐとみられる。
　日本では市況上昇分の値上げ交渉は大方終わったようだが、今月から実施された中国品の特
恵関税除外措置を受けて、値上げを打ち出した輸入会社も出ている。
　酢酸エチルは中国の環境規制の影響で、昨年末に１０００㌦に到達。今年に入り原料高や
需給タイトから１０５０㌦まで上昇。その後は旧正月の影響で需要が弱まったほか、原料の
工業用エタノールが弱含んだ為２０～３０㌦程小安くなったが、旧正月明け後は１０６０㌦
前後に強含んだ。４月に入り域内需要がやや落ち着いたようで、弱基調となっている。
　酢酸の高値が市況を下支えしている。酢酸は今年初、騰勢が強まり、２月には９年半ぶりに
７５０㌦前後を付けた。２月中旬には原料調達難を理由に米国大手の供給が止まり、米国が
欧州に輸出する分をアジア品が一部補填したもよう。米国の供給トラブルは終息したが、市況
はいぜん高止まっている。
　日本では昨秋から輸入品の値上げが数次に分かれ打ち出された。原価上昇分は１キログラム
当たり４０円前後で決着したが、今月から特恵関税除外措置により中国品に３．７％課税され
る。３月まで円高基調で為替メリットが関税分を相殺できる余地があるとみていたが、４月に
入りやや円安に向かったこともあり、５円の価格改訂に踏み切った輸入会社も出てきている。

１１ 環境省　次期廃棄物処理施設整備計画・・・ごみリサイクル率　２２年度に２７％
　環境省は、次期廃棄物処理施設整備計画の骨格を固めた。２０１８年度からの５カ年計画で
ごみのリサイクル率を２２年度で２７％に引き上げる等の数値目標を提示した。「地域に新た
な価値を創出する廃棄物処理施設の整備」という概念も創設した。電気や熱を地域に供給する
ためのエネルギー拠点としての役割を処理施設に持たせる。
　同計画は廃棄物処理法（廃掃法）に基づいて策定し、次期では１８～２２年度を対象期間と
する。今年度前半に閣議決定する。前計画で掲げた「３Ｒ・適正処理の推進」という方向性を
堅持しつつも、気候変動対策と災害対策の強化を図った。
　主な数値目標は、期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率を２１％に向上することなど。
一般廃棄物の最終処分場の残余年数は、現在と同じ「２０年分を維持」することを明記した。
１７年度で２１％と見込むごみリサイクル率は、５年間で６％高め２７％を目指す。昨年度
までの計画では２６％への引き上げを狙ったが、目下、２０％前後の横ばいが続き達成は難し
い。今回は地方自治体等の優れたモデルを全国に広げることで上乗せする。
　気候変動対策の推進という観点から、よりエネルギー効率の高い施設への更新、小規模施設
での効果的なエネルギー回収技術の導入等も後押しする。加えて、施設整備の早い段階から
関係者が連携し、地域での廃棄物エネルギーの利活用を策定することが望ましいとした。
　生ごみや木くず、汚染処理汚泥等廃棄物系バイオマスも重点ポイント。利活用に向けた具体
策として、民間事業者や他の社会インフラ施設などとの協力深化、これまで使っていないバイ
オマスとの混合処理等を例示した。
　一方、地域に新たな価値を創出するとの考え方の下、社会的な課題解決や活性化、産業振興
につなげていく。例えば、処理施設で生じたエネルギーを熱に変換して地域に供給するほか、
分散型地域電源としての活用も進める。ネットワーク化することで、安定供給が果たせるよう
にもする。新たな考え方に基づき、「廃棄物エネルギーを外部供給している施設の割合」とい
う数値目標も入れた。１７年度見込みで４０％だが、２２年度には４６％まで拡大する。

【次期廃棄物処理施設整備計画での数値目標】

省エネ型浄化槽の導入によるＣＯ２排出量削減量

2017年度（見込み）→2022年度
21％→27％
19％→21％
40％→46％
53％→70％

5万㌧→12万㌧

ごみのリサイクル率
ごみ焼却施設の発電効率（平均値）
廃棄物エネルギーを外部供給している施設の割合
浄化槽整備区域内の浄化槽人口普及率

在庫 23,184 92.1 - -

輸出 521 88.8 1,583 108.1
合計 14,815 100.2 39,823 101.3

繊維・雑貨・他 1,679 97.5 4,531 98.5
内需計 14,294 100.7 38,240 101.0

101.0
工業用 770 109.7 2,166 107.2

３月 前年同月比 １－３月累計 前年同期比
Ｃ
Ｐ
Ｐ
フ
ィ

ル
ム

食品 11,845 100.7 31,543

合計 23,625 102.1 61,022 100.4
在庫 31,066 110.4 - -

内需計 23,099 102.2 59,458 100.6
輸出 526 94.6 1,564 96.4

97.2
工業用・他 3,315 98.3 8,872 97.0

Ｏ
Ｐ
Ｐ
フ
ィ

ル
ム

食品 18,397 103.1 46,928 101.5
繊維・雑貨 1,387 100.8 3,658

３月 前年同月比 １－３月累計 前年同期比



　４月２５日（水）
２ 社説・・・訪日外国人の消費行動喚起　さらに

　化粧品出荷が続伸している。経産省の生産動態統計（確報）によると、２０１７年出荷額は
前年比６．８％増の約１兆６２９２億円となり、２年連続で過去最高を更新した。好調の大き
な要因として挙げられるのは、訪日外国人によるインバウンド消費と、帰国後のリピーターを
中心とした越境電子商取引（ＥＣ）によるアウトバウンド消費。

　観光庁が３月２０日発表した訪日外国人消費動向調査確報によると、１７年の訪日外国人旅
行消費額は４兆１６２億円で過去最高となった。伸び率は１７．８％で前年より約１０ポイン
ト上昇した。消費額を国・地域別にみると中国が引き続き約４割を占め、台湾、韓国、香港と
続く。これら東南アジアからの旅行者が全体の６割となっている。
　外国人一人当たりの支出額は約１５万４千円と推計。費目別で最も高いのは買い物代で約５
万７千円。同調査では、各国語の調査票を用意し、旅行者が何を買ったかまで細かく項目を設
定した。東南アジアの国・地域別で回答数が最も多かった買い物の上位３品目を見てみると、
韓国、台湾、香港では菓子類、その他食料品・飲料・酒・たばこ、医薬品・健康グッズ・トイ
レタリーが挙がった。これに対し中国では化粧品・香水が最も多く、次いで菓子類、医薬品・
健康グッズ・トイレタリーと続いている。中国人旅行者の化粧品・香水の購入者単価は約４万
９千円と突出して高い。
　百貨店をはじめとした小売店では、中国語ができる販売員を配置する動きが広がってきた。
インバウンド消費への対応は着実に進んでいるといえる。一方、アウトバウンド消費では、
日本在住の親戚や知人に購入・発送を代行してもらう形態もあるなか「航空便では送れなかっ
た」（化粧品などは成分によっては危険物扱いのため）といった書き込みがネットでも散見さ
れる。スムーズな発送方法をサポートする情報提供の充実なども必要となりそうだ。

１１ エネルギー白書・・・電源の多様化が必要
　経産省は、２０１７年度版「エネルギー白書」と１８年度版「ものづくり白書」の概要をま
とめた。エネルギー白書では、主要国に比べてエネルギー安全保障の状態が後退していると
指摘し、電源の多様化が必要だとしている。ものづくり白書ではデジタル化や人材不足に立ち
向かうには経営層の主導力・実行力を高める必要があるとの認識の下、実例を交えながら対策
を詳述した。２４日に開いた自民党の部会でそれぞれ報告した。ものづくり白書は５月下旬、
エネルギー白書は６月上旬に閣議決定を予定している。

　エネルギー白書のポイントは、００年代と１０年代の主要国のエネルギー安全保障の状態を
定量的なデータで評価・分析したこと。米国や欧州等は再エネ導入やシェール革命いより改善
が進むが、日本は悪化している。原発停止や化石燃料の輸入増による電源公正が変化したこと
が主因。自給率向上とエネルギー源多様化を今後の課題に位置付けている。
　もう一つのポイントは、各国の電源公正とＣＯ２排出量について整理したこと。
太陽光や風力等出力変動のあるゼロエミッション電源の多いドイツやスペインは、調整役を担
う石炭火力の比率が高いため、ＣＯ２排出量が高止まりしている。一方、水力や原子力等の
安定したゼロエミッション電源が主流を占める英仏は、ＣＯ２排出量が低下している状況にあ
るとした。
　技術動向についても見通している。
太陽光や風力などの低炭素化技術では日本のシェアが低い。だが、水素、蓄電池、地熱等の脱
炭素化技術では強みを発揮しており、企業が高いシェアを意識した投資行動を取ることで世界
のエネルギー転換を牽引できると強調した。

ものづくり白書・・・人材確保、経営主導で



　ものづくり白書は、経産省のほか、厚生労働省、文部科学省と共同で執筆した。国内製造業
の業績は上向いているものの、直面している大きな課題として「人手不足の中での現場力の
維持・強化」「デジタル人材の育成・確保の必要性」等を挙げ、経営主導で対処する必要性を
訴えた。
　キーワードは「デジタル時代の“現場力”の再構築」。ＩｏＴ等が普及するなか、質の高い
現場の情報や職人技の暗黙知をデジタルデータとしてどのように資産化するかがポイント。
経営者が大規模な環境変化を危機感をもって捉え、次世代産業に合ったシステムを構築するべ
きだとする。
　付加価値の創出につなげるためコネクテッド・インダストリーズの概念も取り上げた。スマ
ート製造を例に挙げ、工場だけでなく、バリューチェーンの全体最適化を図る為の考え方を示
した。
　ロボットやＩｏＴを使いいこなせる人材の育成も喫緊の課題。メーカーによる不正問題が
相次いだことから、デジタルツールを活用し、組織としての品質を担保できる仕組みを整える
大切さも示している。

　４月２６日（木）
１ 新社長登場　三菱ケミカル　和賀昌之氏

◆ 就任の抱負を。
　 　安全・安定操業は製造業として絶対的な使命だ。ただ、本当にそれを実践できているのか疑問もあ

る。安全第一といいながら、高温・高圧反応や高所の作業で人を働かせている。ロボットの導入など
本来検討すべきことが抜け落ち、過去の慣習が当たり前になったり、収益第一のなかで安全第一と
いってきたのではないか。安全を担保するために経営資源を投入すべき事項がないのか、もう一度
考えたい。

◆「営業改革」の方針も打ち出しました。
　技術畑の社長が過去２代続き、私は久々の営業畑出身者。この３０年、国内外の営業は大きく変
わった。かつて電機会社は一つのチームでディスプレイを開発し、そこに入り込めば精度の高い情報
が得られた。いまのディスプレイ会社は次世代、有機ＥＬ、量子ドットなど技術が多様で、本命中の
本命を掴むにはプロジェクトの数だけ人を張り付け、当社の人間で囲い込むしかない。私自身や経営
幹部も含めて、顧客と面でつきあうという関係をキーアカウント（重要得意先）ごとに構築しておく
ことがこれからの営業には大事だ。

◆三菱ケミカル発足から１年経ちました
　三菱ケミカルホールディングスはＣＳＲと利潤追求型経営を一つに詰め込んだ「ＫＡＩＴＥＫＩ
経営」を旗印にグループの経営基盤を整備し、その基盤や十分な統合準備期間があったからこそ
素早く一つの会社として動けた。外部環境による収益好調の影に隠れているが、子会社再編などの
コスト削減効果も計画通り。非常に順調な１年だった。ただ、機能商品群は期待を下回る分野もあり、
重点的に経営資源を継続投入していく。

◆石油化学に明るい社長も久々です。構造改革も含め、どのような姿勢で石化に向き合いますか。
　是々非々でやる。われわれは素材メーカーだ。世の中が必要とする素材ならば採算性が多少低くて
も手放すようなことはしない。バルクケミカルであることは決して悪くはなく、その爆発力はすさま
じい。「材」として優秀であるならば大事にしなければならない。
　一方で燃料油需要が減るなか、ナフサに代わるバイオや植物由来など次世代原料への転換も考える
必要がある。原料転換を担えるのは日欧米ぐらい。当社は研究を長年続け、培った技術をどう系統立
てていくか考える。環境負荷を下げながら今と同等水準の利便性を提供できるよう、オープンイノ
ベーションを活用しながら日本という単位で世界を主導したい。

◆いくつものＭ＆Ａを手がけてきました。
　個人的には、三菱ケミカルＨＤ経営戦略室在籍時に買収した医薬カプセルのクオリカプスのような
飛び地案件が好みで、その間を埋めていく囲碁的スタイルを志向してきた。一方、三菱ケミカルの場
合は短期的な利益の最大化を目指し、そのためには既存事業と接点のある案件が一番考えやすく、
きっとそういう選択をするだろう。

　和賀社長に託されたのは、経営基盤を原動力に三菱ケミカルの成長をいかに加速するかだ。足元の事業
規模は約２兆７０００億円で、単独の業績は公開していないが、ＭＭＡの市況高騰などで計画を上回る
利益を稼ぐ。「規模は全く考えていない。私はとにかくリスクを最小化し、プロフィットを最大化するこ
としか考えない」と和賀社長に気負いはない。監督と執行の分離が成長を早める一つの契機になる。
　幅広い機能製品のうち、和賀社長が最初に口にしたのが放熱素材の窒化ホウ素、次に挙げたのが「軽量
素材」。炭素繊維と熱可塑性樹脂との複合材も含めて炭素繊維事業を強化する。製膜や多層といった技術
を駆使した高機能フィルムにも期待する。足元では電気自動車の需要拡大を捉え、リチウムイオン電池部
材が上向く。
　三菱ケミカルＨＤは三菱ケミカル発足を踏まえ、２０年度までの成長投資を２０００億円積み増し、
機能商品に重点的に振り向ける方針だ。和賀社長は三菱ケミカルの成長投資の方向性について「経営執行
会議で揉んだうえで外部に発信したい」と明言は避けたものの、機能商品を中心に成長を早めるための
Ｍ＆Ａに注力する見解を示した。



２ 日本発の環境技術を世界に広げよ
　日本が提案した木材・プラスチック再生複合材（ＷＰＲＣ）の環境仕様に関する国際標準が発行された。
ＷＰＲＣは、環境に配慮した持続可能な資源循環型社会の実現を目指すために開発された建材。廃棄物
由来の木質原料（住宅・建築物を解体した際に発生した廃材など）と、容器・包材のリサイクル材などの
プラスチック原料を溶融・混合して作られる。国内では、高い環境性能が得られ、木・プラスチックの
特性を生かした材料として商業・公共施設などで使われている。国際標準化を契機に世界的な普及が望ま
れる。
　ＷＰＲＣは、押出成形を主にさまざまな形状への加工が可能であり、用途に応じて射出成形やプレス成
形、注形といった製造方法も適用できる。微細に粉砕した後、成形するので腐れや割れ、とげ、ささくれ
が少なく安心して使えるほか、回収して繰り返し原料として使用できるのも特徴だ。木材に比べてイニ
シャルコストは割高だが、防腐防蟻処理などメンテナンスが不要なためライフサイクルコストに優れる。
　国際標準（ＩＳＯ２０８１９：木材・プラスチック再生複合材料－環境仕様）は今年３月に発行された。
ＷＰＲＣの定義と、原料に用いるリサイクル材料などの種類および配合割合、要求される基本特性などを
規定した。定義は「原料にリサイクル材料などを質量割合で４０％以上有するもの」。また基本特性とし
て揮発性物質（ホルムアルデヒド）放散量や有害物質溶出量の安全性について定めている。また原料の受
け入れ時に品質を証明するため、バージン材料またはリサイクル材料であることの確認規定も盛り込まれ
ている。
　国際標準化により、先行する日本の環境性能に優れた製品がグローバルに展開する環境が整った。
グリーン建材・設備製品の市場成長が著しいＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）での規格の普及も日本主
導で取り組んでいく予定だ。国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）第１２項のなかに示されている
「持続可能な消費と生産：再利用を通して廃棄物の発生を大幅に削減する」の達成にもつながることを
期待したい。

８ 粘着テープ・シート類　３月出荷５．２％減
　日本粘着テープ工業会がまとめた３月の粘着テープ・シート類出荷実績は、合計出荷量が前年同月比で
５．２％減の８６７４万２６９３平方㍍だった。合計出荷額は全般的な数量の低調により同３．７％減の
１１０億４０８３万円となった。
　粘着テープ類の合計出荷量は同５．１％減の８３６０万３３３６平方㍍であり、うちフィルム粘着テー
プ類は同８．８％減の２９８８万４４８平方㍍と落ち込んだ。粘着テープ類の合計出荷額は同３．６％減
の１０６億５４００万円となった。

　４月２７日（金）
５ キョーラク　内袋縮む抗酸化容器・・・用途広げる、食品関連に加え医療も、海外展開も開始

　キョーラクは、使用が進むにつれて内袋が縮むことを利用した抗酸化容器「ハクリボトル」の用途拡大
に拍車をかける。醤油向けを皮切りに、食用油や化粧品、シャンプーやボディーソープといったバス用品
など採用件数は急激に増えており、目薬などの医療品向けの展開も視野に入れる。輸送効率に難のある空
のブロー成形容器としては珍しい輸出も開始しており、内容物の長寿命化や鮮度の維持による付加価値向
上効果などを世界に売り込んでいく。
　ハクリボトルは２重剥離構造によって内容物と外気の接触を減少させたソフトボトル。多層構造の中間
層に通常使用する接着剤をなくすことにより、内容物を使用するにつれて内袋が縮み空気と接触させない
ことで酸化劣化を防ぐ。競合メーカーが醤油容器に展開したことで大きな注目を集め、類似技術で参入を
目指す動きが相次いでいるが、キョーラクはもともとプリンター用のインキカートリッジでこの用途に
展開できる技術を保有している。世界特許も取得ずみであったため、自社技術として同事業に参入。４年
前から量産採用されている。自前の特許技術で同様の容器を製造できるのは２社だけという。
　競合メーカーの技術と比べると、容器上部の肩部分に弁をつけていることが特徴。使用時には弁が閉じ
ているため内袋が圧縮されて縮み、容器を握る力を緩めると弁が開き、空気を取り込む。競合品は容器の
下部から空気を取り込む方式のため風呂場など水気のある場所では使いにくいが、同社品は場所を選ばず
展開できる強みがあり、シャンプーやリンス、ボディーソープなどにも採用されている。
　今後期待するのは医療用途。とくに持ち歩くことの多い目薬容器は、常に内容物が空気と撹拌されてい
る過酷な状態のため、ハクリボトルを使用するメリットは大きいとみられる。化粧品でも無添加に対応し
やすくなるなどの付加価値を生み出せる。内袋の素材は主にポリオレフィンだが、内容物に応じて選択可
能。高アルコール濃度の薬液やプラスチックに吸着されやすいレモンやオレンジの果汁にも対応できる。
　これらの特徴が評価され、海外展開も開始した。通常、空のブロー容器での輸出は考えにくいが、韓国、
中国、インドネシアなどアジア圏向けに出荷している。欧米にもサンプル出荷しており、量が拡大すれば
現地生産の可能性もある。

５ プラ工連　日本版プラ戦略策定へ・・・独自のコンセプト提示
　日本プラスチック工業連盟は、日本版のプラスチック戦略の策定に乗り出す。欧州委員会が策定し今年
１月に公表した「欧州プラスチック戦略」を受けたもので、日本のライフスタイルや市場環境に見合った
独自のコンセプトを示す。まず今年度中にワーキンググループ（ＷＧ）を設置し、勉強会や情報収集を進
め、具体的なテーマを明確にしたうえで新たな委員会を立ち上げ、正式な検討作業に入る。
　欧州委員会は今年１月１６日にプラスチック戦略を公表した。策定された欧州プラスチック戦略はプラ
スチックの有用性を前提としたうえで、「新たな投資・雇用の機会創出」「３０年までにＥＵ市場におけ
るすべてのプラスチック容器包装をリサイクル可能なものとする」「使い捨てプラスチック製品の削減」
「海洋汚染対策としてのマイクロプラスチックの使用規制の検討」の４項目がポイントとされている。
　プラスチックを取り巻く環境が急速に変化するなかで、欧州の戦略に倣うのではなく、日本の慣習や事
情に見合った独自のプラスチック戦略が必要との考えから、プラ工連は日本のプラスチック業界としての
基本戦略の策定へ向けた取組みを開始した。具体策については、ＷＧなどで議論を重ねて明確化する。
これまで容器包装リサイクル法見直し対応などを扱ってきたリデュース・リサイクル委員会を発展的に



解消し、これに代わる新たな委員会を立ち上げることも視野に入っている。

５ 石塚硝子子会社　サプリ容器ハラル認証・・・市場開拓に弾み
　石塚硝子の連結子会社でプラスチック素材の容器および関連製品を製造するウィンストン（愛知県）は
このほど、サプリメント用の容器でハラル認証を取得した。プラスチック容器としては日本で初めての
認証取得となる。これを機にイスラム圏における需要開拓を目指す。ハラル認証は２４日付けで認証機関
の日本アジアハラール協会から取得した。

８ 国産ナフサ続騰　１～３月期４万７９００円・・・原油高、需要堅調映す
　国産ナフサ基準価格は２四半期連続で上昇した。２０１８年１～３月期の価格は前四半期に比べ
３３００円（７．４％）高い１キロリットル当たり４万７９００円。年明けまで続いた原油高に加え、
アジア域内のナフサクラッカーでの需要が堅調だったことを受けて、この間のナフサ市況は強含んでいた。
域内はすでに定修シーズンに入っていることから需要は減少する見通しだが、足元では原油が強含んでい
るうえナフサのスポット調達の集中などが重なり、市況は値上りしている。４～６月期の国産ナフサは
同水準を継ぐとの見方も出てきている。
　輸入ナフサは入着１～２ヶ月前の価格を入着時の為替で円換算するのが通例。国産ナフサ基準価格は月
次の平均単価から四半期ごとに算出する。１～３月期は原油価格上昇の影響が色濃かった。ＯＰＥＣと
非ＯＰＥＣ諸国による協調減産に加え、中東を中心に地政学リスクが高まったことを受けて投機資金の
流入に拍車がかり、１月後半にはブレント価格で１バーレル当たり７０ドル、ＷＴＩ価格は６５ドルを
超えた。需要面では秋までにクラッカーは定修を終え、オレフィンや誘導品の市況高などを背景に設備は
高稼働で推移した。
　足元のナフサ市況は強含んでいる。東京オープンスペック市場は１トン当たり６２０ドル前後。石化原
料として競合するＬＮＧの値下がりや原油価格急落を受けて直近の底値となった２月の水準から１０％以
上値上りしている。原油価格が反転し、一段高となっていることが主要因。ブレントは７５ドル、ＷＴＩ
は７０ドルをうかがう展開となっている。
　一方で、アジアのナフサ需要は想定より弱まっていない。日本や台湾のクラッカーは３～７月に定修が
多く引き合いが弱まるが、定修が秋に集中している韓国勢は足元でスポットでの調達が集中しているよう
だ。また、ナフサにも利用できるコンデンセートがガソリンや灯油、軽油などの旺盛な需要を受けて
リファイナリーに流れていることも下支えしている。
　こうした状況から、４～６月期の国産ナフサ価格は横這いで推移するとの見方がある。４月に入り円安
傾向が続いている為替の動向にも左右されそうだ。

８ １月のプラ製品出荷２．５％増
　日本プラスチック工業連盟が経産省のデータをもとにまとめた統計によると、１月のプラスチック製品
出荷は４２万５７８１トンで前年同月比２．９％増加した。主力のフィルム・シートの伸びが寄与した。
生産は２．１％増の４１万８３００トンだった。フィルム・シートの出荷が３．０％増、中空成形以外の
容器は１１．３％増で唯一の２ケタ増加となった。パイプは４．２％減となり減少幅が拡大した。

１１ １６年度ＧＨＧ排出量１．２％減・・・再エネ導入など寄与
　２０１６年度における日本の温室効果ガス（ＧＨＧ）の総排出量は１３億７００万トン（ＣＯ2換算）
で、１５年度比１．２％減（０５年度比５．２％減）だった。総排出量は３年連続で減少した。再生可能
エネルギーの導入拡大、原子力発電の際稼働や省エネルギーが寄与した。

１２ 東レ、蓄積ノウハウで差別化・・・高機能化の次は生産性
西野聡取締役に聞く「生産本部（フィルム技術・生産）担当」

　フィルム製品で数多くのトップシェア・オンリーワン製品を手がける東レ。蓄積するノウハウはポリ
マーからフィルム設計、製造設備まで多岐にわたり、幅広い分野で差別化戦略を展開している。今後の
取組みなどを生産本部（フィルム技術・生産）担当の西野聡取締役に聞いた。

◆フィルム事業の強みは。
　ポリマー、フィルム設計、製膜プロセスの３つの技術が東レのコアテクノロジー。今の時代、高いお金
を払えば高性能なフィルム製造装置を買うことはできるだろう。当社の強みは昔からのノウハウの蓄積。
ユーザーの高度な要求に対し、重合の入口から製膜プロセスの出口までしっかり応えられる技術基盤が
あるということだ。また、分断されていない研究組織も特徴。フィルム、繊維、樹脂、複合材料などあら
ゆるものに共通する要素技術を培うのが東レの風土。繊維や複合材料の技術がフィルムに生かされ、フィ
ルムの技術も他分野に展開している。

◆強い要素技術を多数保有します。
　高機能フィルムでは、ナノアロイ、ナノ積層、ナノ表面制御といったナノ技術が強みだ。ビデオテープ
用に開発した表面突起の高さを揃える「ＮＥＳＴ」技術は、現在のデータ保存磁気テープ、セラミックコ
ンデンサー用離型フィルムなどに生きた。ナノ積層は膜厚１００μｍのなかに数千のポリマー層を正確に
作る技術で、こちらは押出設備の高い精度が特徴だ。このように独自のポリマー技術、独自の製造装置の
技術が組み合わさり、差別化につながっている。

◆リチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）用セパレーターフィルムの増設を打ち出しています。
　競争に勝つには生産性を上げることが重要。いかに広幅で高速のマシーンを設計できるか。セパレーター
は５μｍと薄膜化しており、高速で巻き取るとシワや静電気の問題が生じる。これに対応した要素技術を
注入していく。品質面でいえば、薄膜化と強度の両立が必須。当社の新規延伸方式を用いれば強度を高め
ることができる。また、外部の衝撃で万が一、ＬｉＢが発火の危険にさらされても、高温になる前に膜の
穴がふさがり、イオンの移動をシャットダウンするポリマー技術を持つ。



◆コストダウンも重要です。
　１００の原料を使って１００の製品を生み出すのが究極の目標。現状、汎用品であれば１００に近いが、
最もハイエンドになると１００に対し、製品は５０にとどまるものもある。いかに最先端品を６０、７０
に近づけられるかがフィルム技術・生産担当の役割だ。

◆どのように生産性を引き上げますか。
　ハイエンド品の場合、歩留まり率が一番のネック。人間の目では見えない欠点が、ハイエンドで不良品
になる。セラミックコンデンサー用離型フィルムの薄膜化、ドライフィルムフォトレジスト（ＤＦＲ）用
は電子回路が高精細化しており、フィルムのわずかな欠点が許されない世界になっている。フィルム設計
や製膜技術はもちろん、ロールが欠点に影響している場合は、単にロールを清掃するだけでなく、ロール
表面状態のコントロール技術、さらに全体のクリーン化技術を駆使し、歩留まり率を向上させていく。
画像処理で進むＡＩ（人工知能）の活用も広げていきたい。


