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　５月１４日（月）
１ 旭化成３月期　売上高・利益とも最高

　２０１８年３月期決算は、営業利益が前期比２４．６％増の１９８４億円となった。
売上高は８．５％増の２兆４２２億円、経常利益は３２．３％増の２１２５億円、純利益は
４８．０％増の１７０２億円と共にすべてが過去最高を更新した。全セグメントが増収増益と
なるなか、交易条件の改善が進んだＡＮが収益を押し上げた。今期はＡＮのスプレットが縮小
し減益となるが、中計の目標数値である１８００億円を１００億円上回る営業利益１９００億
円を見込む。
　１９年３月期は売上高２兆１５５０億円、経常利益１９９０億円、純利益１４００億円を予
想。売上高は販売数量増で過去最高を更新する見込み。営業利益は、ナフサ等原料価格の上昇
とＡＮや合成ゴムのスプレット縮小で３００億円のマイナスを見込む。為替も減益方向に働く。

２ ヒュンダイオイル　ロッテケミカル：韓国に石化基地建設、２７６２億円投資、２１年末稼働
　韓国で新たな石油化学計画が浮上している。ヒュンダイオイルバンクとロッテケミカルは
合弁企業を通じて、韓国でポリオレフィンを生産する石化コンプレックスを新設する。投資額
は２兆７０００億ウオン（約２７６２億円）。２０２１年末の商業生産開始を予定する。
重油を出発原料にオレフィンを生産するプロセスを導入する。新コンプレックスでは、エチレ
ン及びプロピレンといったオレフィンを生産し、年７５万㌧のＰＥ、年４０万㌧のＰＰに誘導
する。ヒュンダイオイルバンクの大山工場の敷地内に建設する計画で、両社の合弁会社で芳香
族を生産するヒュンダイケミカルが事業会社となる。
　今回のプロジェクトのカギは重油を出発原料とする点。重油はナフサよりも約２０％コスト
が安いため、韓国に多いナフサクラッカー由来の石化製品との比較でコスト競争力が期待でき
るとしている。また石油精製事業においても、余剰重油を石化原料として用いることで軽油製
品への転換が不要となり、その分のコスト削減が期待できる。
　電気自動車の普及により燃料油消費のピークアウトが予想されるなか、石油精製各社は収益
の確保といった経営課題に直面。ヒュンダイオイルバンクもその一社で、非石油精製事業の
売上高比率を１６年の３２％から２０年には４０％に引き上げる目標を設定している。

８ ３月期決算
昭和パックス・・・海外事業が好調
　昭和パックスの２０１８年３月期決算は、海外事業が好調だったことなどから売上高が前期
比３．９％増の２０７億７１００万円となり、営業利益も１６．６％増の１３億９３００万円
と大きく増加した。経常利益は１７．１％増の１５億２１００万円。純利益は１８．２％増の
１０億２６００万円だった。
　セグメント別の売上高を見ると、重包装袋事業が３．２％増の１３４億５１００万円だった。
ポリエチレン重袋の販売数量が前期を割り込んだものの、合成樹脂や製粉、化学薬品向けを中
心にクラフト紙袋が堅調に推移した。
　今期の業績は売上高２１２億円、営業利益１４億４６００万円、経常利益１５億４５００万
円、純利益１０億４２００万円を見込んでいる。

１４ 今こそ団結　持続可能社会をリード
　新化学技術推進協会　石塚博昭　会長（三菱ケミカル相談役）
　安全・安心な社会を支えるという大きなテーマのもとで化学技術・素材は、今後どうあるべきか。
　新化学技術推進協会（ＪＡＣＩ）会長の石塚博昭氏に、どんな将来を構想しているのか聞いた。
　同氏は、素材・部品・完成品の三位一体。ＡＩ等デジタル革命の取り込み、化学と情報を統合
　する大学学部の必要性を強調した。

ＧＳＣＮ会議で環境問題に尽力
■化学技術・産業と安全・安心な社会への貢献という観点で、これまでを振り返って下さい。
　化学産業は、金属等と比べると古い産業ではなく、石油化学はまだ６０年くらいの歴史の
浅い産業だ。そもそも世の中の役に立つものを、安く大量につくり社会に貢献したいという
思いで始まった化学産業が、１９６０年代、７０年代に「公害」という環境汚染を引き起こし
てしまった。国際的にも、国連人間環境会議が７２年にストックホルムで開催され「人間環境
宣言」が謳われた。９２年の地球サミット、２００２年のヨハネスブルクサミット、１２年の
リオ＋２０サミット等と、１０年おきくらいに環境問題を論じるサミットが国連を中心に行わ
れてきた。その流れの延長戦上に、１５年に採択された１７項目に及ぶ「持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）」がある。
　日本でも２０００年３月に産官学の連携組織「グリーン・サステイナブルケミストリー
ネトワーク（ＧＳＣＮ）」が発足。１１年からはＧＳＣＮ会議として新化学技術推進協会の中
で活動している。
■化学産業が果たすべき役割を、具体的な技術、素材を例に挙げながらお話下さい。
　ＳＤＧｓの１７項目を達成するためには、化学の素材だけでは解決できない問題は沢山ある。
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これは持論だが、素材、素材を組み合わせて作る部品、部品を組み合わせて作る完成品、この
３つがそれぞれインデイペンデントな状態になっているが、安全・安心な社会をどうつくって
いくかとなると、素材・部品・完成品が三位一体となって戦っていかないとテーマを具現化で
きないだろう。
　例えば、環境問題への対応から電気自動車（ＥＶ）へのシフトが急速に進んでいる。化学
メーカーが電気自動車の電池に貢献できるのは何かとなると、電解液、負極、正極、セパレー
タの４つの部材だ。そして電池メーカーがいて、完成車メーカーがいる。素材、電池、自動車
というサプライチェーン一体となった取り組みが必要だ。
技術情報を出し合い経済合理性を
■化学産業がとくに大きな役割を果たせる分野は。
　ＳＤＧｓの１７項目にも入っているエネルギー、水、食料、人の健康に関する分野だろう。
例えば、化石燃料から脱却し再生可能エネルギーにシフトするといっても、それをどう蓄電
するかという問題がある。水の問題も、分離膜とかゼオライト等に期待できる。食料問題も
植物工場などが貢献できる。それぞれ解決できるツールはできつつあるが、何故か爆発的に
広がらない。それは経済合理性が成り立たないからだ。だから社会実装がなかなか進まない。
設備老朽化・人手不足にどう対応・・・ＡＩ・ＩｏＴ活用　不可欠
■コストや産官学の連携の課題の他にはどんな課題がありますか。
　今、産官学に津波のように迫っているのは、Ｉｏｔ、ＡＩ、ロボットを中心としたデジタル
革命だ。そのなかで化学産業が、安全・安心な社会を支える産業として生き残る為には、
ＩｏＴ、ＡＩ，のテクノロジーをうまく取り込んで、新しい化学に生まれ変わる必要がある。
　化学産業の足元の悩みは、設備老朽化だ。築４０年、５０年という設備が多い。エンジニア
が年をとってリタイヤしていく。設備をどうやって維持していくか？やはりＡＩ、Ｉｏｔを
活用するしかない。機械設備をセンサーとネットワークで結び付けて、データをそこから自動
的に取り出して、人間がいなくてもプラントの中で今なにが起きているか分かるようにする。
それをビッグデータを参照しながらＡＩが判断し、ここまで来たら危ない、臨界点だ、という
ようなこういうテクノロジーをどんどん入れていかないとだめだ。
■デジタル革命の波に乗せる為の人材の育成が急務ですね。
　大学はいま、理学部化学科とか工学部情報工学とか別個に独立しているが、いま欲しい人材
は、化学も分かり情報科学もわかる人材だ。データをビッグデータ化し、そこから解析した
結果をどうやって化学に活用するか。学問の領域をもっと大くくりにして、ＡＩやＩｏＴの波
を素材メーカーに応用するために必要な人材を育てるための組織とか学部を設けて欲しい。

　５月１５日（火）
２ 東レ　フィルム分野で新組織・・・ＡＳＥＡＮで組織横断型マーケテイング

　東レは、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）で組織横断的なマーケテイングを本格化する。
このほど発足させたフィルム分野のＡＳＥＡＮマーケテイング＆セールスチームを司令塔に
末端ユーザーのニーズを吸い上げ、東レの総合力を結集して迅速な製品開発・供給につなげる。
　コンバーターと協力しながら新たな戦略を立案・実行する。ユニクロなどとの取り組みで培
った実績をＡＳＥＡＮでも展開し東レグループのブランド力を高めていく。
　タイ政府の定める国際地域統括本部（ＩＨＱ）認可を取得しているトーレ・インダストリー
ズ・タイランド（ＴＴＨ）の高林和明社長は「機能素材をはじめとして、正確な顧客ニーズの
把握と迅速な対応で差別化を図る」としている。また、域内各社のウェブページも顧客からの
引き合いを誘導し、問い合わせをより容易にするシステムに刷新することも計画している。
市場・顧客へ積極的にアプローチするプッシュ戦略と興味・関心を引き寄せるプル戦略の両面
でＡＳＥＡＮ事業の基盤を強化する。

２ ＡＤＮＯＣ　精製・石化基地を建設・・・５兆円投資　スペシャリテイ誘致
　アブダビ国営石油（ＡＤＮＯＣ）は、石油精製・石油化学事業において世界トップ企業を目
指す。その方針から、向こう５年間で１６５０億ＵＡＥデイルハム（約４兆９０００億円）を
投じて、石油精製と石油化学の統合型生産基地を同国ルワイス工業団地に建設する。これによ
り、石油精製の生産量は現在の２倍、石化製品は３倍にそれぞれ拡大する。石油化学では特に
高付加価値のスペシャリテイ関連の生産を重視する方針で、投資誘致に向けたインフラ整備を
進めていく。
　石油消費のピークアウトが将来的に見込まれる中、資源輸出に依存した経済構造からの脱却
を図る狙い。この計画によりルワイス工業団地における原油処理能力を日量９２万２０００バ
レルから同１５０万バレル、石化製品の生産能力を年４５０万㌧から同１４４０万㌧にそれぞ
れ拡大する。計画の具体化に向け、事業・投資パートナーなどを募る。
　計画では、スペシャリテイ関連への投資誘致を狙い、一つは「デリバテイブパーク」を設け
石油精製から石油化学設備で一貫生産する安定的且つコスト競争力の高い原料を用いて、界面
活性剤、洗剤、石油・ガス向け化学品等付加価値製品のハブ拠点に育成していく。もう一つが、
「コンバージョンパーク」。包装材料やコーテング、高圧絶縁関連、自動車用複合材料等の
誘致を進め、関連の産業クラスター形成を進める。ＡＤＮＯＣでは、こうした誘導品メーカー
の誘致を促進するため、整備済みの土地や各種インフラ、ユーテイリテイなどを格安で提供す
るとしている。



　５月１６日（水）
１ 化学大手３月期・・・石化好調、軒並み最高益　今期は原料高等懸念

　化学大手の２０１８年３月期決算が出揃った。石油化学製品の市況が高水準で推移、
　スプレッドが拡大したことで各社軒並み最高益を更新した。１９年３月期はナフサ価格
　上昇による原燃料高で石化スプレッドが縮小し、各社が力を注ぐヘルスケアも薬価改定
　の影響がのしかかり、三井化学及び積水化学工業を除き減益を予想する
　（信越化学工業は非開示）。また、前期に比べ円高傾向にあり、為替差損も拡大する
　見通し。外部環境に左右されにくい収益構造への一段の改革が求められそうだ。

【化学大手の２０１８年３月期業績（上段）、１９年３月期予想】
（単位：億円、％）

１１ 経産省、再エネ主力化へ行動計画・・・ＦＩＴ見直しなど
　経産省は、再生可能エネルギーの主力電源化に向けて取り組むべきアクションプランをまと
め、１５日の有識者会議に示した。自立化に向けた固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）の抜本的
な見直しのほか、系統を最大限活用する「日本版コネクト＆マネージ」や、発電事業者による
太陽光パネルの廃棄費用の積み立てを担保する施策の導入を盛り込んだ。中間整理はおおむね
了承され、現在検討中の第５次エネルギー基本計画に反映させる。
　現行のＦＩＴ制度は元来、市場創出を目的に導入されたものだが、普及拡大に伴う賦課金に
よる国民負担の増加が課題となっている。このため２０２０年度までにＦＩＴ法を、再生可能
エネルギーの自立を促す仕組みとして抜本的に見直す。太陽光発電や風力発電など急速なコス
トダウンが見込める電源と、地熱発電やバイオマス発電等緩やかに自立に向かう電源とに分け
て、それぞれに適切な制度を構築する。
　また、再エネを大量に導入していくうえでは、既存系統との不一致が生じてくる。そこで新
・系統利用ルールを創設。送配電事業者との個別ケースごとに対応し、ルールに基づき系統を
開放する。その一つとして系統の余力を有効に活用する「日本版コネクト＆マネージ」を導入
する。具体的には、今年度上期までに、これまで故障時の予備として備えていた送電線の活用
を開始。将来的には、需給に応じて生じる送電線の「すき間」の利用を目指し、早期実現に向
けた検討を進めていく。
　一方、太陽光発電設備は製品寿命を終えた太陽光パネルが４０年頃に大量に排出される見込
み。この時に、太陽光パネルが放置されたり、不法投棄されることが懸念されている。そこで
発電事業者に廃棄費用の積み立てを担保する施策の検討を開始し、１８年度中の結論を得る。
これに先駆け現行ＦＩＴ制度の下で、今年度中に廃棄費用の積み立て計画の進捗状況の報告を
義務化し、認定事業者の情報として公表することも掲げた。

　５月１７日（木）
１ １～３月ＧＤＰマイナス・・・２年３ヶ月ぶり

　内閣府が１６日発表した２０１８年１～３月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整ずみ）速報値は、物価
変動の影響を除いた実質で前期比０．２％減、同じペースの下落が１年続くと仮定した年率換算では
０．６％減となった。マイナス成長は９四半期（２年３ヶ月）ぶりで、景気回復の足踏みが鮮明となった。
　実質ＧＤＰの増減に対する寄与度は、内需がマイナス０．２％、外需が０．１％。寒波など天候不順や
野菜の高騰といった要因で個人消費が伸び悩み、企業の設備投資も振るわなかった。物価変動を反映し、
生活実感に近い名目ＧＤＰは０．４％減（年率換算で１．５％減）と６四半期ぶりのマイナス。

６ 3月期決算
◆大日精化工業

　大日精化工業の２０１８年３月期決算は、売上高が前期比６．５％増の１６７４億円、営業利益は同
９．２％増の１３０億円、経常利益は同１２．９％増の１３７億円、純利益はブラジル子会社の清算損失
を計上したため同１６．０％減の８３億円だった。化学品を始め主要な事業セグメントで増収を果たした。
　今期は売上高１７００億円、営業利益１００億円、経常利益１０８億円、純利益７５億円と予想。
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７ デンカポリマー　ＯＰＳ容器・・・油・酸・熱に強い製品拡充、惣菜向けに提案
　 　デンカポリマーは、プラスチック食品包装容器の差別化展開を強化する。耐油性、耐酸性、耐熱性に

優れる２軸延伸ポリスチレンシート（ＯＰＳ）「ユーガード」をはじめとした高機能素材を活用した
新製品を相次ぎ投入。コンビニやスーパーで販売される惣菜向けなどに積極的に提案してゆく方針。
中食の浸透などにより中長期的にプラ食品包装容器は需要拡大が見込まれるなか、機能を生かした高付加
価値製品の品揃えにより存在感を発揮してゆく。

８ 日本軽金属　アルミ板製品７月出荷分から価格改訂
日本軽金属はアルミニウム板製品の価格改訂を発表した。地金価格や燃料価格、各種副資材および梱包・
輸送費用の高騰に対応するもので、７月１日出荷分からロールマージン価格（加工費）を１０％相当
値上げする。これに伴いアルミ箔の価格も値上げになる。

１１ 経産省　エネルギー基本計画案・・・再エネ主力化へ具体策、５０年に向けた展望も
　経産省は１６日、次期エネルギー基本計画案をまとめた。２０３０年の電源構成や目標達成に向けた
政策に加え、５０年への展望を新たに織込んだのがポイント。主力電源化への育成を目指す再生可能エネ
ルギーの普及を後押しするための具体的な取り組みも示した。焦点の原子力は「重要なベースロード電源」
に位置付け再稼働を進めるが、リプレイスは明記しなかった。
　同日開催の総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で案を提示し、大筋で了承を得た。３０年の電
源構成は従来通り。ゼロエミッション電源が４４％、原発が２０～２２％、再エネが２２～２４％。
「３Ｅ＋Ｓ」（安定供給、経済効率性の向上、環境への適合と安全性）を重視する基本路線は踏襲しつつ
世界で導入の進む再エネに関しては「主力電源化への布石を打つ」にとどまっている。
　再エネの各電源別に施策も明示。また水素にについても新たに項目を挙げ具体策を挙げた。
　５０年に向けては、野心的な複線シナリオにより、あらゆる選択肢の可能性を追求する。エネルギー
選択の検討では、従来の「電源別コスト検証」から「脱炭素化エネルギーシステム間でのコスト・リスク
検証」に転換。脱炭素化の技術成熟度を横断的に把握し、政策に反映しやすくする。

１２ ４月エチレン生産１２％減・・・定修響き５０万トン割れ
　経産省が１５日発表したエチレン生産速報によると、４月のエチレン生産量は４８万４３００トンと
前年同月に比べ１１．９％減った。設備２基の定修によって生産量が減った。エチレン設備の３月の稼働
率は９５．９％となり、実質フル稼働の９５％を３０ヶ月連続で上回った。
　１７年のエチレン生産量は６５３万トンと前年比で６％増えた。１８年は国内で１２基あるエチレン
設備のうち７基が３～１０月にかけて定修を計画し、エチレン生産量は前年を下回る見通し。アジアの
石化製品の需要は旺盛であるが、韓国、東南アジアでも設備の定修が計画されているので、１８年中は
需給バランスのタイト基調が続くとの見方が多い。

１２ ３月エチレン換算輸出量１５％減
　経産省が公表した３月のエチレン換算輸出入実績によると、エチレン系製品の輸出量は１９万７５００
トンと前年同月比で１４．９％減少した。１８年の定修に備えてＰＥなどを中心に輸出を抑えて在庫を
増やす動きが広がった。品目別では、低密度ＰＥが同２５．７％減の１万２３３０トン、高密度ＰＥは
同１７．８％減の１万１３１８トン、エチレンは同２５％減の４万７０９４トンなどとなった。
　輸入量は８万１００トンと同７．１％増えた。エチレンが１万８３５９トンと同１５％増えた。酢エチ
も９１７５トンと同１４．３％増えた。
　１～３月累計の輸出量は前年同期比８．８％減の５６万４２３６トン、輸入量は同１０．２％増の
２３万５３５トンとなった。好調な内需により需給が引き締まっている低密度ＰＥ、高密度ＰＥの輸入量
がそれぞれ同３０．７％増の９万３５９８トン、同６２．９％増の５万９１３６トンと大幅に増加した。

　５月１８日（金）
１ 海洋プラごみ対策本格化・・・化学５団体が協議会

　日本の化学関連業界によるプラスチック海洋ごみ対策へ向けた取組みが動き出す。日本化学工業協会、
日本プラスチック工業連盟、プラスチック循環利用協会、塩ビ工業・環境協会の５団体を共同事務局と
する協議会を７月末をめどに設立する方向で調整が進められている。日化協の理事会社を中心に２２社が
発起人として参画を決めており、引き続き広く参画を呼びかける。業界独自の取り組みも活発化している。
プラ工連はプラ製品も対象に対策強化に乗り出しており、日化協はプラ海洋ごみが生態系に及ぼす影響を
調べる研究に着手する。
　５団体が新たに設立するのは「海洋プラスチック問題対応協議会」（仮称）。協議会では、学識経験者
やＮＰＯなどから発信される海洋プラスチックに関するさまざまな情報を適時適切に管理し、政策面への
影響などを分析するとともに、日本の化学産業としてのアジア新興国におけるプラ廃棄物の管理向上へ
向けた支援策などを審議する。
　具体的には、ＡＰＥＣやアジア・太平洋レスポンシブルケア会議、アジア石油化学工業会議、アジア・
プラスチックス・フォーラムなどの開催に合わせて関係各国政府機関やプラスチックユーザー産業の参加
を得て、市民、小売業者、地域自治体の役割や制度設計などのシンポジウムを開催する計画。また参画企
業のアジア拠点を通じて定期的なクリーンアップ活動を展開することなども検討していく。
　各業界の自主的な活動も始まった。プラ工連は「プラスチック海洋ごみ問題に向けた宣言活動」を始め
た。日化協は、化学物質安全に関する研究助成活動「ＬＲＩ」の新規テーマの一つとして、マイクロプラ
スチックが魚類に与える影響に関する研究を採択した。

２ 中国　水素社会実現へ着々・・・ＥＶに続きＦＣＶ重点、上海市：産業園を拡大
　中国が水素社会の実現に向けた動きを本格化させている。中央政府は水素エネルギーや燃料電池車
（ＦＣＶ）を戦略産業として育成する姿勢を鮮明にし、地方も独自の発展計画を相次ぎ打ち出している。



主導権争いをリードしたい上海は今春、一大研究開発拠点を開所し、関連産業の集積を急ぐ。黎明期の
生みの苦しみもともなうが、この勢いは技術でリードする日本をはるかにしのぐように見える。

５ 住ベ　鮮度保持フィルム、月１億袋めざす・・・果物向けなど開拓、秋にも防カビタイプ投入
　住友ベークライトは、鮮度保持フィルム「Ｐ－プラス」の市場開拓を強化する。青果物の種類・産地な
どに応じた豊富なデータを保有する強みを生かし、これまで主力としてきた野菜類の包装に加え、輸出を
含めて今後の拡大が有望視される果物向けをターゲット分野と位置づけ積極開拓する。高機能グレードの
品揃えも強化する方針で、結露防止タイプに続き、防カビ機能を付与した新グレードも今秋をめどに本格
投入する方針。米国や東南アジア諸国を中心に海外市場の開拓も視野に入れており、将来的には現在の
２倍にあたる月１億袋の事業規模を目指す。
　Ｐ－プラスは２軸延伸ＰＰフィルム（ＯＰＰ）などの基材にマイクロメートル単位の穴加工を施した
鮮度保持フィルム。フィルム内を低酸素・高二酸化炭素状態にする包装により青果物の呼吸やクロロフィ
ルの分解およびエチレン生成を抑制し、鮮度を保持する。
　住ベは英社から技術導入し、１９９０年代初頭に生産を開始。以来、青果物に関する豊富なデータを基
に、各野菜、果物の呼吸量、個々の流通条件に合わせ、微穴の大きさと数を細かく調整し、それぞれの
青果物に最適なパッケージを供給している。大手スーパーやコンビニなどで販売されるカット野菜をはじ
め、ホウレンソウ、コマツナ、ブロッコリーなど６０品目に月間で約５０００万袋が採用されている。
　１００種類以上の青果物のデータを保有し、用途ごとに最適なオーダーメイドの包装材料を提供できる
ことが同社の強み。温度別、産地別など積み上げた評価データは７０００件を上回るという。日本最大の
青果市場である東京・大田市場、および大阪・中央市場に隣接する東西の評価ＣＳセンターには青果の
新鮮さを測定する設備を数多く揃え、とくに東京では顧客向けの保存試験を年約１２０件実施していると
いう。
　ニーズが多様化するなか、２０１５年にはナイロンをベースとした多層化技術により結露防止仕様の
フィルムを投入。ジャガイモやサツマイモなどで採用が進んでいる。ＰＥＴ／防カビ剤／ＬＬＤＰＥの
構成でカビの増殖を抑制する機能を付与したグレードもイチゴやミカン、イチジクなどの果物分野で試験
販売を始めており、今年秋ごろにも本格販売を始める計画。
　海外展開は１７年春から米国、東南アジアを中心に試験的に袋の提供を開始。現地顧客による評価が
進められている。

７ ２月のＰＯＦ出荷　ＬＤＰＥが減少
　日本ポリオレフィンフィルム工業組合がまとめた統計によると、２月のポリオレフィン系インフレー
ションフィルム（ＰＯＦ）の出荷量は前年同月比０．８％増の３万８７６５トンとほぼ横ばいで推移した。
　ＬＤＰＥフィルムは１１ヶ月ぶりに前年実績を割り込み１．４％減の２４，８８６トン、ＨＤＰＥフィ
ルムは５．１％増の１３，３６２トン、ＩＰＰフィルムは１．０％減の５１７トンとなった。


