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　５月２８日（月）
１ 淡輪敏　日化協新会長会見・・・化学の無限の力発揮、海洋プラを優先課題に

　日本化学工業協会は２４日、定時総会を開催し、新会長に三井化学の淡輪敏社長を選任した。
総会後に会見した淡輪会長は「化学は人類の便利でより快適な生活への貢献と同時に、持続
可能な社会への貢献という相反する課題の解決に向かう必要があり、イノベーションが求めら
れている。化学の無限の力を発揮する好機だ」と挨拶した。
　なお、副会長には昭和電工の森川宏平社長、旭化成の小堀秀毅社長、積水化学工業の高下貞二
社長、日本化薬の鈴木政信社長が選任された。
　淡輪会長は化学産業を取り巻く環境について「ＩｏＴ、地球温暖化、海洋プラスチック問題
など枚挙にいとまがないほど多くの課題があり、加えて地政学リスクも広がっている」と語っ
た。化学産業のキーワードとしてサステイナビリティーを挙げ、社会の課題解決と持続社会へ
の貢献を目指し無限のポテンシャルを発揮すべき時と強調した。
　世界的に認識が広まりつつある海洋プラスチック問題については「優先的に取り組まなけれ
ば日本として国際的に立ち遅れてしまう」との危機感を示し、日化協を中心とした５団体・
２２企業でまず協議会の立ち上げを準備中と述べ、今後は欧米等国際団体との連携も視野に取
り組みを強化する考えを示した。

２ 社説・・・２０年のエチレン価格下落に備えよ
　米国におけるシェールガス・オイル由来の石油化学計画の影響が、２０２０年にもアジア地
域に波及するとの見方が出てきた。基礎原料であるエチレンの輸出ターミナルが完成し、アジ
ア向けの輸出が始まることが背景にある。ＰＥの大増産については、世界的な需要拡大により
市場に吸収されるとの楽観論が大勢を占めているが、構造的に価格変動が起こりやすい基礎
原料の場合には注意が必要だ。
　シェールガス・オイルを原料とした石化の大増設が進んでいる米国では、供給過剰となった
エチレンの価格が大きく下落している。足元スポット価格は１ポンド当たり１３セント程度で
トン当たりに換算すると約２９０㌦になる。これはコストが安いとされる米国でも、条件に
よっては変動費を割り込む水準であり、一部の企業が減産を余儀なくされている。
　一方、石化製品の需要が総じて好調なアジアでは、エチレンスポット価格が足元で１３００
㌦近い水準で推移している。米国との価格差は実に１㌧当たり１０００㌦もある。驚くべき
事態である。米国にエチレンの輸出インフラが整っていないことが最大の要因である。但し、
２０年には、米国に年間取扱量１００万㌧規模のエチレン輸出ターミナルが完成する見通しで、
アジアのエチレン市況が大きく変動する可能性が高まっている。
　汎用樹脂などを米国からアジアに輸出する場合、コストは１㌧当たり１００㌦程度かかる。
しかし、常温において気体であるエチレンは、圧縮し液体にしたうえでマイナス２００度℃
近い低温輸送となる。このため輸出インフラの投資には巨額を要し、輸送船もコスト高となる。
　この結果、米国からアジアまでエチレンを輸送するには、輸出ターミナルの使用コスト等を
含めて１㌧当たり４００～５００㌦かかるとみられている。それでも現在の米国スポット価格
の水準であればアジアでは７００～８００㌦で入手できる計算になる。
　エチレン価格の低下は、原料高に苦しむ川下企業にとっては朗報であり、ＰＥをはじめとす
る誘導品段階では、さらに大きな利益を享受できる可能性もある。ただ、基礎原料の市況軟化
は、川下製品の価格下落を招く要因ともなる。化学企業は川下産業を含めたサプライチェーン
全体を俯瞰し、エチレン価格の低下が、どのような影響を与えるか冷静に見極め、必要な対応
を検討すべきだろう。

２ 石連会長に出光・月岡氏・・・「石化との連携が重要」
　石油連盟は２５日、臨時理事会を開催し、新会長に出光興産の月岡隆会長を選任した。
２０１２年に就任した木村康会長は任期満了で退任する。
　月岡会長は「業界再編の第１ステージは終わった。石油は１次エネルギー供給の主役である
ことに変わらず、各社が安定供給のベースとなる安定収益基盤を強化するため、石油化学への
シフトや海外への進出等に取り組み始めている。こうした取り組みがスムーズに進むよう、
石連として多方面に理解を求め働きかけていく」と述べた。
　エネルギー政策については近年、原発と地球温暖化の議論に終始しているとし、持続的な成
長のためにも石油の位置づけを一段と高める必要性を示唆した。ＣＯ２削減ではグローバルな
視点での対応が重要としたほか、安定した石油供給の前提として産油国との互恵的・重層的な
連携に向け官民挙げた取り組みが重要と語った。
　また東日本大震災をはじめ災害時においても安定したエネルギー供給に貢献してきたとの認
識を示しつつ、最近の物流能力不足や流通段階での人材不足といった課題解決に向けて「他業
界との連携が重要」と述べた。
　税制については「既に業界は５兆円以上課税されており、これ以上の課税には反対」と述べ、
電気自動車等課税対象外となっている現状を踏まえ公平な税制を要望していく姿勢を示した。
　原油価格については、産油国の減産継続と地政学リスクの高まりにより世界の在庫が低水準
にあるとし、１バレル当たり７０㌦台前半で当面推移するとの見通しを示した。
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　５月２９日（火）
８ 化学・素材大手・・・ヘルスケアで成長　再生医療分野など強化

　化学・素材大手メーカーが景気変動の影響を受けにくく、中長期に持続的成長を見込めると
して力を注ぐのが「ヘルスケア」ビジネスだ。製薬メーカーを子会社に抱える企業ほど、事業
規模や全体の営業利益に占めるヘルスケア関連の割合が大きい傾向にある。２０１８年度は、
薬価引き下げや制度改革の影響を受ける為減益予想が目立つものの、新薬や再生医療の開発、
Ｍ＆Ａ戦略、新規事業等将来を見据えた強化策が進みそうだ。

【化学・素材大手のヘルスケア関連事業の業績推移】上段は売上高　下段は営業利益
（単位：億円、（　）内は前年同期比増減率％）

※三菱ケミカル、住友化学は売上収益、コア営業利益　住友化学は健康農業関連と医薬品分野

１０ 日本ポリエチレン・・・ＰＥ７月２日納入分から値上げ
　日本ポリエチレンは７月２日納入分からＰＥを値上げする。改定幅は１キログラム当たり
２０円以上。原油価格は協調減産の継続や増大する中東の地政学的リスクにより大幅に上昇し
てきた。今年第３四半期の国産ナフサ価格は原油高騰、域内の堅調な需要などを背景に、第１
四半期の４万７９００円から５万７０００円超に上昇する見込み。今回の急激な原燃料コスト
の上昇分を自助努力のみで吸収することは困難で、価格の改訂せざるを得ないと判断した。

日本ポリプロ・・・ＰＰを２０円以上値上げ
　日本ポリプロは、７月２日納入分からＰＰを値上げする。改定幅は１キログラム当たり２０
円以上。原油価格は中東の地政学的リスク等を背景に５月入着分から再度上昇基調に転じた。
為替は円安基調に反転し、今年第３四半期の国産ナフサ価格は、５万７０００円を上回る水
準となる見込み。用役、副資材、副原料等諸経費の上昇も避けられない状況。急激なコスト上
上昇分を自助努力のみで吸収することは困難となったため、価格改定をせざるを得ないと判断
した。

１１ 経産省・・・プラント保全データ統合　損傷・腐食予測モデル等
経産省は、プラント設備の損傷・腐食等の予測技術の実証事業を統合する。プラント保全分野
のコネクテッド・インダストリー（ＣＩ）推進策の一環。これまではプロジェクトごとにデー
タ利活用の共通プラットフォーム整備、損傷・腐食の予測モデル構築等を進めてきたが、関係
業界の意向を受けてプロジェクト間で情報を共有化して効率化を図る。一般損傷確率データベ
ース、配管の内面腐食予測モデル、外面腐食予測モデル等７つの実証事業を統合的に運用する。
　同省の「産業データ活用促進事業」等を活用し取り組みを加速する。

１２ 中国クロールアルカリ産業・・・過剰解消、稼働率８割に、塩素誘導品の拡大課題
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行中395（23.8） 375（-5）

三井化学
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　中国クロールアルカリ工業協会（ＣＣＡＩＡ）は、塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）や苛性ソーダ
の２０１７年の生産実績をまとめた。一部で環境規制の影響を受けたものの、過剰能力解消や
品質向上が奏功し、産業全体の利益は前年を上回る１５０億元（約２５５０億円）。足元では
需要も堅調に推移し、直近の稼働率は共に８割程度まで高まってきた。ＣＣＡＩＡは電解バラ
ンスの適正化や地域不均衡の改善、環境対応や製品開発力の強化を課題に掲げる。

　５月３０日（水）
１ ものづくり白書・・・デジタル化　経営主導で、現場データの資産化

　政府は２９日、２０１８年版ものづくり白書を閣議決定した。デジタル化やIoTの進展、AI
の登場など「第４次産業革命」が到来するなか、わが国ものづくり産業が直面する課題は、
リーマンショックといった過去の困難な時期と比較しても、より本質的で、より深刻なものである
と指摘。しかし、この大変革期を経営者が認識できていない恐れがあるとし、“経営主導”に
よる先進ツールの活用や変革期に必要な人材の育成・確保を通じた対応を求めた。
　白書はまず、経営者が共通認識として持つべき危機感として、①人材の量的不足に加え質的
な抜本的変化に対応できない恐れ　②従来「強み」として考えてきたものが、変革の足かせに
なる恐れ　③経済社会システムのデジタル化等の大変革期を経営者が認識できていない恐れ
④非連続的な変革が必要であることを認識できていない恐れ―を提示。そのうえで製造業が
取り組むべき主要課題として、「強い現場力の維持・向上」と「付加価値の創出・最大化」を
挙げた。
　人手不足とデジタル革新が進むなか、現場力を維持・強化していくためには、現場から得ら
れる質の高いデータや技能人材が保有する暗黙知をデジタルデータとして組織の資産とする力
が求められると分析。その際、個々の現場が部分最適化を目指すのではなく、バリューチェー
ン全体での最適化が重要とした。
　また、付加価値の源泉が「もの」から「サービス・ソリューション」へ移行していることか
ら、データを介して様々なものがつながるコネクテッドインダストリーズの推進を求めた。
その課題として、サイバーセキュリティー対策と自前主義から脱却し自らの強みを他者との、
連携を通じて最大化するシステム思考が必要とした。
　経産省の調査では、データの収集・利活用を主導する部門が、製造現場から経営者や経営戦
略部門へ移行しており、意識の変化がうかがわれた。ただ、機械稼働の見える化等、実際の利
活用状況に本格的な変化は見られないことから、経営主導による具体的行動の重要性を強調し
た。

５ アクセンチュア調査・・・AI、化学の収益に貢献、人手不足が導入促す
　アクセンチュアはこのほど、AI利活用についての調査結果・展望を公表した。AIと人間が連
携する「協働」を主軸に、労働人口不足対策への観点からも活用が不可欠とする。
　化学産業も２０２２年の試算でAIが収益増加率で３２％の効果を発揮すると試算し、導入迅
速化に向けたオープンイノベーションの重要性を低減する。
　同社はAIを認知技術、アナリティクス（解析）、ロボティクスに大別し、AIによる企業収益
増加率は全産業で３８％に上がるとみる。現状ではAI単独や人間単独よりAIと人間の連携が
高い効果を発揮することから、AIとの協働を重要視する。
　日本はAIに対する理解や取り組みが世界的に遅れる一方で、３０年に９００万人にもなる
労働者不足が導入を牽引するとみる。AI導入は日本のＧＤＰ成長率に大きく寄与するとし、



同等指標の付加価値合計（ＧＤＡ）成長率で３５年に０．８％から２．７％まで伸長を試算
する。AIの学習には日本の高いサービス水準が生きることに加え、ロボティクス産業の強さも
あり、高い競争力を発揮可能と提言する。
　AI導入に対しては組織間連携を重要視する。単独導入に比べ導入速度が倍程度になることを
確認済みで、同社が１月に東京都港区に設立したコラボレーション拠点「アクセンチュア・イ
ノベーション・ハブ東京」の利活用も提案する。
　同拠点は既に数百社が活用を進めており、設置するプラントデジタル化のデモなども製造業
からの参画拡大につながっているという。宇佐美潤祐マネジング・ディレクターはAI導入を
「業務・働き方改革にも不可欠な要素」と解説する。

１１ アンモニア燃料　着々と前進・・・発電、低温低圧合成で成果　CO2フリー化が課題
　水素キャリアとしてのアンモニア製造及び利用技術開発に関し、成果が相次いで発表されて
いる。アンモニアを燃料とする火力発電や燃料電池の実証成功、低温低圧のアンモニア合成
プロセス装置の完成が続いた。アンモニアは液化水素等に比べ水素貯蔵密度が大きく、供給
インフラも整っている。劇物のためエネファームなどには適さないが、発電燃料としての実用
化が有望視されている。ＣＯ２フリー化の実現が次の課題となっている。
　水素は利用時にＣＯ２を排出しないエネルギーとして注目され、製造から貯蔵・輸送、利用
に至るサプライチェーンの研究が官民で進められている。日本では、水素を貯蔵・輸送する
水素キャリアの研究ではリードしているとされており、水素基本戦略では液化水素、メチル
シクロヘキサン（ＭＣＨ）、アンモニアの実用化を目指すとされている。液化水素、ＭＣＨに
ついては、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）事業として海外からの大規模
輸送技術の実証に入っており、２０２０年度に日本に輸入することになっている。
　アンモニアの研究開発は内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）「エネル
ギーキャリア」として実証されており、今年度が５カ年企画の最終年度となっている。
　アンモニアは発電燃料として直接燃焼できることが特徴で、窒素酸化物が発生する課題を
克服する必要はあるものの、水素を取り出す必要がないので、シンプルなシステムを構成する
ことができる。肥料や化学原料としてのインフラが整っていることも優位な点となっている。
　ＩＨＩはアンモニア利用技術開発に注力しており、アンモニア混焼の中小型ガスタービンで
２０％混焼の発電実証に成功している。石炭火力発電での混焼試験も実施した。また、直接ア
ンモニア供給固体酸化物燃料電池（ＳＯＦＣ）の発電試験も行っている。
　大型ガスタービン混焼発電は、三菱日立パワーシステムズ、アンモニア燃焼の工業炉は太陽
日酸などが実証を実施している。
　利用技術が進む一方で、製造技術でも可能性が広がっている。日揮、産業技術総合研究所は
低温低圧型のアンモニア合成装置を完成させ、今年度中の実証試験を行う。将来の再生エネル
ギー由来水素を用いたアンモニア合成を可能にする技術で、完全なＣＯ２フリーを実現する
ことができる。
　エネルギー基本戦略では２０年代半ばにＣＯ２フリーアンモニア導入開始と目標を設定して
いる。産ガス国でアンモニアを製造し日本に輸入する構想で、製造時に発生するＣＯ２は
ＣＯ２回収・貯留（ＣＣＳ）ないし原油増進回収法（ＥＯＲ）で処理する。村木茂プログラム
ディレクターは、資源国で権益を獲得し日本に輸入する液化天然ガス（ＬＮＧ）型の事業モデ
ルを想定して、天然ガスが得られる米国、サウジアラビア、カタール、ノルウェーで調査に入
っているとしている。再エネ由来アンモニアは３０年代以降で、オーストラリア、南アフリカ
を候補に太陽エネルギーを利用してアンモニア製造を検討する。

　５月３１日（木）
１ 三井化学　３年で３６００億円投資・・・ヘルスケアなど、Ｍ＆Ａも視野

　三井化学は、２０１８～２０年度の３年間で３６００億円を投資に振り向ける。「モビリティ」、
「ヘルスケア」「フード＆パッケージング」の成長３領域が成長し、基盤素材事業が安定した利益を稼ぎ
出す構造へ改革が進んだことで、昨年度は過去最高益を達成。今年度も３年連続の最高益更新を見込む。
ただ、１４～１６年度に財務改善に力を注いだ結果、「ツケが回り利益成長の踊り場」（淡輪敏社長）
に陥る恐れがあるとして、利益をほぼすべて投資に回し成長戦略を具体化させる。２５年度に営業利益
２０００億円の目標を掲げるなか、「カギはフード＆パッケージングとヘルスケアをいかに拡大できるか、
そして次世代の新事業育成も重要になる」として、Ｍ＆Ａも検討。案件次第では別枠で検討してゆく。
　まず成長３領域のさらなる拡大を目指す。モビリティでは、欧州の売り上げが６割を占める自動車開発
支援のアークを買収。新たに欧州にＰＰコンパウンドの自前拠点を構築するほか、相乗効果として３０～
５０億円の利益の発現を目指す。また、ガラス長繊維強化ＰＰの日・米・中での生産や、車載用電池向け
電解液のさらなる増強検討、セパレーター用の超高分子量ＰＥの能力増強も行う。
　ヘルスケアでは、歯科材料子会社の独クルツァーの立て直しを急ぐ。小型デジタル化については３Ｄ
印刷の米Ｂ９クリエイションズに出資、３Ｄプリンターやインキの共同開発も進めている。このほか、
不織布では名古屋・四日市での新設備が６月から稼働、差別化品の高機能タイプをタイでも量産開始し、
来年から中国でも量産する。
　フード＆パッケージングでは、大型の農薬２剤でＢＡＳＦ、バイエルとそれぞれ提携しグローバル展開
を加速する。シェアトップの半導体製造用フィルム「イクロステープ」は台湾新工場も着工した。
　基盤素材事業は一定の目途がついたとしながら「終わりなき旅」としてさらなる構造改革を進める方針。
また次世代の新事業は、エネルギー、医療、ＩｏＴなどをターゲットに、２５年度に営業利益２５０億円
を目指す。

６ 武田薬品　バイオプラボトル導入・・・降圧薬など３製品
　武田薬品工業は、サトウキビなど植物由来の原料を使った医薬品包装を増やしてゆく。食品や化粧品



業界などではバイオマスプラスチックを使ったパッケージが導入されているが、製薬業界では品質保証や
コストなどが障壁となり、ほとんど使われていない。同社は他社に先駆けて自社品のＰＥ製ボトル（ポリ
びん）にバイオマス材料を使い始め、現在は３製品に導入。今後も国内向け新製品を中心にバイオマス
由来のパッケージを推進する。
　初めて導入したのは、約５年前から生産を始めた高血圧治療薬「アジルバ」用のバラ包装ポリびん。
ボトル原料の９割以上にサトウキビ由来のバイオエタノールを原料としたＰＥが使われている。１次包装
は製剤自体に直接触れるため通常の消費財にはない品質保証も求められるが、従来の石油由来のＰＥと
品質や機能性が同等であることを検証したうえで実用化した。
　現在はアジルバ、同「ザクラス」、抗潰瘍薬「タケキャップ」の３製品に使うポリびんに採用している。
今後の新薬もバイオマスプラスチックの包装材を使っていく方針。海外では特殊加工が必要な容器もある
ため、まずは国内向け製品から切り替えていく。
　サトウキビ由来のバイオマスプラスチックは、国内使用量がまだ少ないため相場が高くなるが、包装材
のサプライヤーと交渉して原価上昇を抑えているという。この数年でブラジルの生産量が急増しているこ
とから今後は相場も下がると見込んでいる。植物由来原料を使った医薬品向け包装材を開発する日系企業
も増えており、日本の医薬品包装で最も需要が大きいＰＴＰシートなども実用化されると期待している。
　武田薬品はＣＳＲ戦略の一環で植物由来原料の採用などを進めてきた。外箱のインキも有機溶剤から
植物由来の原料に切り替えた。

１１ 廃プラ由来水素ホテル開業　川崎市で実証開始・・・昭電が供給、エネ３割賄う
　廃プラスチック由来の水素でホテルの利用エネルギーをまかなう世界初の取組みが、川崎市でいよいよ
始まる。あす６月１日に開業する東急ＲＥＩホテルでは、昭和電工の川崎事業所が廃プラを原料にした
水素から、燃料電池を通じ電気と熱を得る。同ホテルで使うエネルギーの３割に相当し、宿泊客が使った
歯ブラシなどを原料として使う”地産地消”も目指す。
　大和ハウス工業、東急ホテルズと協力し、川崎市殿町地区の国際戦略拠点「キングスカイフロント」で
展開する。１００ｋＷと国内最大級の能力を持つ東芝エネルギーシステムズの純水素燃料電池をホテルの
敷地内に設置。約５ｋｍのパイプラインを通じ、昭和電工から水素の常時供給を受ける。
　水素エネルギーを用いたホテルはすでにあるが、原料に廃プラを使うのは初めて。昭和電工はアンモニ
ア生産に用いることを目的に、２００３年に廃プラをガス化・精製し、水素を取り出せる設備を稼働。
今回、その設備を活用することにより、民生向けに初めて展開した。同ホテルから出る歯ブラシやヘアブ
ラシといったプラごみを回収し、原料に使用することでも合意している。
　水素から得たエネルギーとして、電気だけでなく熱まで利用する仕組みも新しい。一般的な浴槽で
２００杯分にあたる温水が供給可能で、総合効率９５％と高い水準を達成している。
　プロジェクトは環境省の支援も受けており、同省の高橋康夫地球環境審議官は「新たな水素サプライ
チェーンのモデルとして、全国に展開できれば」と期待を寄せる。

１２ 中国　金田集団　江蘇省でＯＰＰ増強・・・食品包装向けなど好調
　中国のＯＰＰ大手の金田集団（浙江省温州市）は、中国国内の食品包装フィルムなどの旺盛な需要に
応え生産能力を増強する。今秋までに江蘇省の連雲港市と宿遷市に各１系列を導入し、８拠点１６系列
体制を構築する。１日あたりの生産量は１２００トンに拡大する。生産余力をもたせることで、サーマル
ベースフィルムや電子保護フィルムなどの付加価値製品の開発を加速。海外事業の拡大も志向するなど
競合他社を突き放しにかかる。

１２ 米エンタープライズ　エチレン輸出基地をテキサスに建設・・・１９年内に前倒し
　米国のエチレン輸出計画が具体化に向かっている。米エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズと
ガス輸送業者のナビゲーター・ホールディングスが合弁で進めるプロジェクトではエチレン輸出ターミナ
ルの建設地をテキサス州モーガンズポイントに決定。稼働開始時期は当初予定から前倒しし、２０１９年
第４四半期とする方針。輸出能力は、年間１００万トン。輸出ターミナルの建設に合わせて、貯蔵タンク
等の各種の物流施設も新設する。
　今回のエチレン輸出計画は、先に発表されたテキサス州でエチレンプラント（年６６万㌧）を運営する
フリント・ヒルズ・リソーシズおよび日系商社との間で締結した長期契約が契機となり具体化に向かった。

１２ ベトナム：ロンソン石化プロジェクト　タイＳＣＧ１００％出資に
　タイのサイアムセメントグループ（ＳＣＧ）は２８日、ベトナム南部のロンソン石油化学プロジェクト
をてがけるロンソン・ペトロケミカルズ（ＬＳＰ）の全株を取得すると発表した。ベトナム国営石油ペト
ロベトナムが保有する株式２９％を２９億バーツ（約１００億円）で買い取り１００％出資とする。
独資に切り替えてプロジェクトを加速し、２０２３年上期の商業運転開始を目指す。
　ロンソン石化プロジェクトでは、エチレン年１００万トンを含むオレフィン１６０万トン規模の分解炉
のほか、ＨＤＰＥ、ＬＬＤＰＥやＰＰなどの誘導品設備を新設する。中核の分解炉の原料にはナフサの
ほかにエタンやプロパンも活用する。
　本計画は２００８年に打ち出されたが、土地収用の問題や参画会社の離脱等で遅れが生じていた。
ＳＣＧとしては、独資とすることでプロジェクトを迅速に推し進める狙い。今回の発表では稼働開始目標
を２３年上半期と設定した。また、ベトナム政府も付与したすべてのインセンティブを維持しながら、
サポートを継続するとしている。

　６月１日（金）
１ 住友化学　次期中計　ＲＯＩを全事業７％超・・・積極投資を継続

　住友化学の戸倉社長は３１日都内で記者会見し、２０１９年からの次期中期経営計画で「全５事業の
投資利益率（ＲＯＩ）を７％以上に引き上げる」方針を強調した。ＲＯＩ５％前後にとどまるエネルギー・
機能材料、情報電子化学の２事業の利益拡大を必達目標とし、目指す事業ポートフォリオの高度化を完成



させる意向だ。１６～１８年度の現中計ではＭ＆Ａを含め大型投資を相次ぎ実行しており、１９年度以降
大きく利益貢献している案件が多い。この３年間の投資はほぼ計画通りの約６９００億円に達するが、
「策定中の次期中計でも同水準の積極投資を考えている」とし、利益水準の高い総合化学メーカーとして
国内外でプレゼンスを高めてゆく。

３ ＯＰＰ４月出荷３．６％減
　日本ポリプロピレンフィルム工業会の統計によると、４月のＯＰＰ出荷は前年同月比３．６％減の
２万７９４トンとなった。主力のスナック菓子袋やおにぎり、サンドイッチなどの食品包装が振るわず
繊維・雑貨も低調だった。生産は同９．０％増の２万２１６６トンであった。
　ＣＰＰの出荷は同３．９％減の１万３４９９トン。食品と繊維・雑貨・その他が前年を下回った。生産
は同５．４％増の１万４２５６トンであった。

４ アルミ圧延品　４月生産２．９％減
　日本アルミニウム協会は４月のアルミニウム圧延品の生産。出荷実績をまとめた。それによると缶材の
減少により板が生産・出荷ともに減少、合計で生産が前年同月比２．９％減の１７万１９２３トン、出荷
が同１．２％減の１７万２０５トンとなった。箔はコンデンサーやリチウムイオン電池向けの好調が続き
生産は９ヶ月連続で増加、出荷も増加に転じた。
　箔は、食料品が同１．６％減の２４０７トン。一方、電気機械器具の中でコンデンサー向けおよびリチ
ウムイオン電池向けが過半を占める「その他電気機器」は同１５．６％増の２１９６トンと、月間として
過去最高を記録した。

８ 酸化チタン、アジア続騰・・・供給不足、輸入品値上げ
　酸化チタンのアジア市況が上昇している。足元は１トン当たり３０００ドル前後で、３月から１割強
上昇した。中国の環境規制でいぜん供給が絞られているほか、昨年から欧州メーカーが事故の影響で減産
を余儀なくされている。日本の内需は年１７万トン以上（推定）。需要はウエルバランスを維持している
ようだ。昨年は海外での価格高騰や供給ひっ迫の影響で、輸入品から国内品への置き換えが一定に進んだ
とみられる。中国品に関しては今年４月以降、特恵除外措置で４％の関税が課される様になったことで
コストメリットが薄れ、今後切り替えが進む可能性がある。海外市況の高騰で、輸入品は随時値上げが
打ち出されており、１ｋｇ当たり７０円前後の改定幅で交渉を進めている企業もあるようだ。

８ ３月プラ製品出荷　フィルム・シート２ヶ月連続減少
　プラ工連が経産省のデータをもとにまとめた統計によると、３月のプラ製品出荷は４７万９２２２トン
で前年同月比で１．１％減少した。主力のフィルム・シートが２ヶ月連続で前年同月比実績を下回った。
生産は０．２％減の４６万１３２０トンだった。
　品目別の出荷を見ると、フィルム・シートが１．８％減の２１万９１９４トンだった。パイプは６．２
％減で減少が続いている。一方、機械器具部品は４．４％増。中空成形以外の容器が１２．４％増で増勢
を保った。

１０ フレキシブルコンテナ１～３月生産量　ランニング用２ケタ減、除染用需要が一段落
　日本フレキシブルコンテナ工業会の統計によると、１～３月のフレキシブルコンテナ生産量は、ランニ
ング用が前年同期に比べ１３％減の９万２０９１袋となった。原子力発電所事故発生以降から拡大基調で
推移してきた除染用の需要が一段落したことが主因。うち、合成樹脂向けは引き続き高水準で４５％増の
７万１６１１袋であった。
　クロス用の生産は４％減の６６万３６１５袋であった。２大用途の合成樹脂、化学工業品がともに５％
減と振るわず、除染用も２ケタ減となった。窯業土石、食品は大幅増となった。


