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　６月１１日（月）
１ エネ白書　脱炭素化技術世界リード・・・燃料電池や地熱高いシェア

　政府は８日、２０１７年度版の「エネルギーに関する年次
報告」（エネルギー白書）を閣議決定した。エネルギーをめ
ぐる日本の取組みを、技術の導入や革新によって困難を克服
しエネルギー転換を行ってきた歴史として提示。そのうえで、
前回のエネルギー基本計画策定からの情勢変化を、主要国の
エネルギー安全保障の分析も交えて説明し、日本企業は燃料
電池や地熱発電、蓄電池などの技術によって世界の脱炭素化
への挑戦を牽引できると強調した。
　東日本大震災を契機に、再生可能エネルギーを加えた新た
なエネルギー選択を迫られている。原子力災害からの福島復
興について最新状況を報告するとともに、エネルギー基本計
画見直しに合わせ３０年エネルギーミックスの実現に向けた
課題や５０年を視野に入れた情勢の変換などを説明した。
　エネルギー安全保障について、００年代と１０年代の主要
国の状態を定量的なデータで評価・分析した。シェール革命
によりエネルギー自給率が高まった米国や、再エネの拡大で
エネルギー源を多様化したドイツのほか、英国は省エネの
加速、フランスは輸入先の分散により改善した。
　一方日本は原発停止の影響で悪化している。米、英、仏、独、中、韓との７ヶ国の間で、エネルギー
自給率は６位から最下位に後退。化石燃料利用が増加したことで、エネルギー源の多様化では１位から４
位に順位を落とした。震災のあった１１年以降の動きをみると、再エネの導入と原発の再稼働によりエネ
ルギーの多様化が進んだものの、自給率は１１年の１１％から１５年は７％と改善していない。
　温暖化への対応に向けて欧州の事例を整理。フランスやスウェーデンのように原子力や水力を主力に
ＣＯ2排出削減を実現している国では、ＣＯ2排出量と発電コストが低い。一方、ドイツのように原子力の
低減を進めながら再生可能エネルギーを増やしている国では、調整役を担う石炭火力の比率が比較的大き
いため、ＣＯ2排出量が高止まりしており、コストも高い。英国は原子力を利用しながら再エネを拡大し、
火力発電ではガスの活用を進めることでＣＯ2排出量削減を実現している。また、電力供給の過不足を、
国際連系線を通じた電力の輸出入によって調整できる割合が高い国ほど、再エネの比率が高い。
　脱炭素化に向けた技術競争と日本企業のポジションも検討した。太陽光や風力など、現状の技術では
調整電力として火力を必要とする「低炭素化技術」で日本のシェアは低いものの、低炭素技術との組み合
わせることでＣＯ2フリーを実現できる「脱炭素化技術」では、水素燃料電池が６６％、地熱発電システム
が５４％、蓄電池が２９％と強みを発揮している。世界全体で脱炭素化に向けたエネルギー転換が進みつ
つあり、日本企業には５０年に向けて脱炭素化技術の競争力を維持し、今後の世界市場を牽引していくこ
とを求めた。

１０ 改正「標準貨物自動車運転約款」　ドライバー労働改善期待・・・全ト協が周知徹底へ
　荷主とトラック運送業者との運送契約のひな形となる
「標準貨物自動車運送約款」が改正されたことを受け、
ドライバーの労働環境や賃金水準の改善、物流生産性の
向上などに期待が高まっている。改正約款では「運賃」
と「料金」の区別を明確化するとともに、荷主都合によ
る「待機時間料」を新たに規定。付帯業務にも「棚入れ」
「ラベル貼り」などが追加され、これまで一部曖昧だった
業務内容を明確化した。これを機に全日本トラック協会
（全ト協）では、具体的な改正内容などの周知徹底を図
るとともに、荷主に対する一層の理解を求めていく。
　国交省は、トラック運送業者が適正な運賃・料金を
収受できる取引環境を整えることが重要との観点から
「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を２０１６年
７月に世知。検討会では、運賃と料金の範囲を明確化し、
運送以外の役務の対価を運賃とは別の料金として適切に
収受できる環境を整備する方針を前面に打ち出した。
　これを受け、運賃と料金の定義を明確にした国交省通達
を発出するとともに、契約のひな形となっている「標準
貨物自動車運送約款」を昨年１１月に改正した。改正約款
では、運賃と料金の区別を明確にした。荷主の都合により
工場や物流施設などにおけるトラックの荷待ち時間が生じた
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場合は、荷待ち時間の対価として「待機時間料」を規定。付帯業務もさらに明確化し、「棚入れ」「ラベ
ル貼り」「はい作業（倉庫などで一定の方法によって箱物などを規則正しく積み上げたり崩したりする
作業）」などが追加された。
　全ト協では、国交省と協力しながら荷主およびトラック運送事業者向けに改正約款に関する具体的な
手続き方法などを開示し普及促進を図っている。荷主に対しては、①運送状には運賃と料金を区別して
記載し、料金については積み込み・取り卸し料などの金額を記載②運送以外の役務などが生じる場合は
トラック運送事業者にその対価を支払う－ことを要請。トラック運送事業者に対しては、①改正約款を
営業所に掲示し、守らない場合は罰則の対象とする②運賃・料金表の変更届け出を行う－としている。
　改正約款によって、ドライバーの労働環境や賃金水準の改善、荷待ち時間の短縮による物流生産性向上
などに期待が高まっている。全ト協では今後、説明会の開催や資料・チラシの作成・配布などによる具体
的な改正内容などの周知徹底を図るとともに、適正な運賃や料金の収受を普及・定着させるためにも荷主
に対する一層の理解を求める取組みを推進する。

１２ インド　使い捨てプラ製品２２年までに全土で禁止
　インド政府は２０２２年までに使い捨てプラスチック製品を撲滅する。先頃、同国で開催された世界環
境デーに出席したモディ首相が宣言した。世界各国で使い捨てプラスチックが海洋ごみの原因として問題
となるなか、インドは世界に先駆け、全土を対象とした使い捨てプラスチックの禁止に動く。
　インドは経済成長が著しい一方、深刻化する各種の環境汚染への対策に迫られている。ごみ問題もその
一つで、７５００ｋｍの海岸線を持つインドだが一部のデータでは世界の海洋ごみの６０％は同国が占め
るとされる。
　これまでインドでは使い捨てプラスチックのごみ問題に対して州レベルでの対応は進んできた。１７年
１月からデリー首都圏において全種類の使い捨てプラスチックの使用を禁止したほか、今年３月には
マハーラーシュトラ州ではレジ袋の製造・使用・販売、さらには非生分解性素材の使い捨ての皿やコップ、
各種食器の使用や包装を禁止。こうした取り組みはこれまでにインド全州２９のうち、１７州で広がって
いた。

１２ 上海市　環境違反通報の報奨金引上げ
　 　上海市環境保護局は、環境保護の違反行為に対する通報を奨励する「上海市環境違法行為通報奨励弁法」

を施行した。環境保護違反を社会全体で監視するとの考えのもと、監視データの偽造や排出汚染許可証の
未取得のほか、ＶＯＣ対応の未整備、設備の停止命令の不履行など、違反行為を幅広く対象としている。
通報者への報奨金の上限も従来の１万元（約１７万円）から５万元（約８５万円）に引上げ、施行期間は
２０２３年６月４日までの５年間と決めた。

　６月１２日（火）
２ 社説　プラごみ問題が素材の単一化迫る

　毎年６月５日は国連の「世界環境デー」。今年は「プラスチック汚染をなくそう」をテーマに掲げた。
これに合わせて国連環境計画（ＵＮＥＰ）は「プラスチックのごみとしての廃棄量が年々増加し、
２０１５年時点で３億トンに達した」とする報告書を発表。このうちペットボトルやレジ袋などの使い
捨てプラスチック製品が４７％と半分近くを占め、深海でも発見されるなどの汚染の深刻化を指摘した。
　ＵＮＥＰは、この１０年間で生産されたプラスチックの量が２０世紀全体の生産量を上回っていること
や、プラスチックごみが全廃棄物の１０％に相当することなどを示し、プラスチック廃棄物の問題が人類
の喫緊の課題であることを強く印象付けた。
　プラスチックは生活のあらゆる場面で使用されており、近代的な人間生活にとって欠くことのできない
素材だ。食品の安全な流通や高度な医療にも貢献しており、軽量化や断熱効果などによって省エネにも
大きく貢献している。またプラスチック産業は、原料を生産する化学業界から、成形品を生産する加工業
などまで含めて巨大だ。直ちにプラスチックの使用を中止するといった措置はもちろん現実的ではない。
　一方でプラスチックは使い捨てされる割合が高く、廃棄物は焼却処理しない限り自然界では分解されに
くい。このため、ここ数年で危機意識が高まってきた海洋ごみをはじめ、増大が止まらない「ごみ」とし
てのプラスチックの取扱いは大きな課題。世界が一体となって解決策を見出さなくてはならないことも
確かだ。
　こうしたなかで一段と意識が高まっているのは、プラスチックをいかに再利用するかという問題だ。
プラスチックのリサイクルは、費用対効果の観点などから焼却してエネルギーとして再利用するサーマル
リサイクルが最も現実的な解決策であるとの意見も根強い。一方でプラスチック産業にとっての重要顧客
である自動車、電機、食品、衛生用品などの世界的な大手企業は、使用するプラスチックについて、これ
まで以上にマテリアルリサイクルを志向すると予想されている。
　マテリアルリサイクルを考える時、技術的な視点から言うと、単一素材（モノマテリアル）であること
は重要なポイント。需要家の設計思想が「複数素材を組み合わせて機能を発揮してきた部材を、単一素材
で実現してリサイクルを容易にしよう」という方向に、より強く動くことは確実だ。プラスチック産業に
は、それを想定して廃棄物を減らすための画期的な提案を示してもらいたい。

８ 三井化学　タフマー、アドマーなどを５円以上値上げ
　三井化学は、７月２日納入分からαオレフィンコポリマー「タフマー」、エチレンプロピレンターポリ
マー「三井ＥＰＴ」、接着性ポリオレフィン「アドマー」、オレフィン系熱可塑性エラストマー「ミラス
トマー」を１ｋｇ当たり５円以上値上げする。

１１ １８年見通しＡＣＣ報告　米国化学品生産３．４％増・・・石化、肥料など好調続く
　２０１８年の米国の医薬品を除く化学品生産は前年比３．４％成長し、１９年はこれを上回る伸びを
記録する見通し。米国化学工業協会（ＡＣＣ）がまとめた最新のレポートで明らかになった。１８年の



化学品輸出も約１４００億ドル（約１５兆３０００億円）に拡大、２３年までに貿易黒字は７００億ドル
を上回ると見込んでいる。
　ＡＣＣのレポートによれば、住宅や自動車といった産業が引き続き着実に成長することから、化学産業
を取り巻く環境は良好を保つとしている。同時に競争力のあるシェールガスやＮＧＬ（天然ガス液）を
生かした計画が具体化していることで生産の伸びが続く。
　１８～１９年の生産増を支えるのは、とくに石油化学、肥料、農薬、コーティングなどの領域。合成
樹脂も１２年以降高度成長を維持している。１８年の３．４％の成長に続いて、こうした領域を中心に
生産が増大することで１９年の化学品生産は前年を３．６％上回ると見込んでいる。化学品貿易も拡大が
続く。１８年の化学品輸出は前年比７．２％増の１３９２億ドルになる見通し。輸入も同４．９％増の
１０１８億ドルになる。輸出は今後も伸び続け２３年の貿易黒字は７１４億ドルに達すると想定している。
米国化学産業の売上高は２３年までに７０００億ドルになるとしている。
　しかし、レポートは今後の貿易や経済政策は流動的であることも指摘しており、これが事業環境や消費
意欲に影響を及ぼす可能性も否定できないとしている。とくに保護主義政策は化学や他の製造業の競争力、
輸出の伸びを阻害する原因になるとしている。さらに保護主義政策による将来の投資にも懸念を示して
いる。

　６月１３日（水）
１ 「ダウ」が描く成長の道筋　最も革新的な素材科学企業へ

ＣＥＯ就任予定　ジェームズ・Ｒ・フィッタリング氏
　ダウとデュポンの対等経営統合によって発足したダウ・デュポンの会社分割後に素材科学部門を引き継
ぐ「ダウ」は、２０１９年第１四半期に誕生する。「最も革新的なマテリアルサイエンスカンパニーに
なる」と語る、同社のＣＥＯに就任するジェームズ・Ｒ・フィッタリング氏（現ダウ・デュポン素材科学
部門担当ＣＯＯ／ダウ・ケミカル社長・ＣＯＯ）に成長の道筋を聞いた。

◆ダウはどのような優位性のある企業になりますか。
　ダウ・ケミカルの売上高は５００億ドルで、１３のビジネスユニットを擁していた。ダウの売上高は
これとほぼ同じだが、パッケージング、インフラストラクチャー、コンシューマーソリューションの３
セグメントにフォーカスする企業にある。パッケージングはスペシャリティプラスチックを中心とする
製品群を持ち、売り上げのほぼ５０％を占める。３セグメントにフォーカスして事業を展開することで、
より効果的な投資家への対応が可能になる。更に各事業の成長に向けた投資を継続し、リーダーシップ
ポジションをより強固にできる。

◆３セグメントに集中する利点は。
　いずれのセグメントも国内総生産（ＧＤＰ）の成長率の１．５～２倍成長する。世界のＧＤＰは３％
程度成長していることを考えると、３つのセグメントはともに高い成長率といえる。もちろん成長を続け
るためには投資が必要であり、ダウ・ケミカルとほぼ同水準の設備投資を計画している。研究開発費には
売上高の２％を向ける。

◆具体的な設備投資計画は。
　これまで２８億ドル規模の設備投資を続けてきた。これが減価償却費の水準の投資規模といえる。当面
の設備投資は２８億ドルの規模か、あるいはそれを下回ることになる。サラダ・ケミカルへの投資が終わ
り、米国のメキシコ湾岸の投資もほぼ終えた。このため今後数年は、「ブラウン・フィールド」と呼ぶ
既存設備への追加投資が中心になる。より選別した分野に投資してコストポジションを強化することで
事業の成長を継続できるし、過去６年間の投資成果を株主に示すこともできる。

◆最も革新的なマテリアルサイエンスカンパニーになるためには何が必要ですか。
　ハイスループットなイノベーション力を確立していかなくてはならない。これによって顧客が求める
次世代製品を作り上げ、それを製造する体制を強化してゆく。われわれは化学を熟知しており、これを
応用する力も持っている。市場のニーズに的確に対応するためにこの力を生かしていく事が肝要だ。

◆顧客中心主義も掲げています。
　顧客中心主義を徹底するためには、研究開発だけでなくデジタル領域に投資をしなければならない。
デジタル領域への投資によって、顧客とのより良い関係を構築する体制を強化できる。シリコーン事業
では、ウエブチャンネルを通して７月までに１０億ドルの売り上げを達成できる。遣い勝手がよく、顧客
との間の有力なインターフェースとなるウェブベースの販売はこれからすべての事業領域で拡大していき
たい。

◆どのような組織を確立していきますか。
　すべての顧客はよりサステナブルなソリューションを求めている。こうした要望に対応するためには、
すべての社員が共生可能な組織が必要だ。そのために「インクルーシブ」な組織を目指していく。それは
すべての社員がチームの一員であることを実感し、チームに貢献し、そのためにそれぞれの社員が力を
最大限発揮できる組織だ。インクルーシブな組織を確立できれば、社員の間で、あるいはダウと顧客との
間でより自由に意見を交換し、社内外で建設的でオープンマインドな活動が可能になる。この結果、多様
な協力関係が構築でき、顧客への新たなソリューションの創出に結実する。

◆１７年９月に発表した素材科学と特殊化学部門の事業の組み替えは、ダウの将来の成長に影響しますか。
　ダウの将来の成長に否定的な影響を与えるとは思わない。事業移管によって相乗効果が期待できる。



２ 社説　デジタル変革は新たな成長の推進力
　製造業でＩｏＴやビッグデータ解析、機械学習などの技術を活用した取り組みが注目されるようになっ
て数年が経つ。これら最新のデジタルツールを駆使し、新たな価値の創造を目指すデジタルトランス
フォーメーション（変革）により、これまで考えられなかった異業種協働が組まれ、付加価値の高い製品
やサービスを生み出している。
　長年にわたり、ものづくりをリードしてきた日本の製造業だが、ＩｏＴ活用について「言葉だけが独り
歩き」「当社に関係ない」「長年の蓄積で同様のことが実現できている」といった声も聞かれる。インダ
ストリー４．０やインダストリアル・インターネットによる「新ものづくり」で巻き返しを図る欧米に
比べ、いぜん及び腰だ。しかしデジタル変革の波は確実に押し寄せている。この波をうまくとらえること
ができなければ、将来にわたって成長し続けることが難しくなることは確か。
　マイクロソフトは、アジア太平洋地域の製造業がデジタル変革を推進すれば、年間成長率は１％に達し、
２０２１年までにＧＤＰを４２兆５０００億円押し上げられると発表した。同社がスポンサーとなって
調査会社のＩＤＣが域内１５市場の製造業のビジネスリーダー６１５人に聞いたもの。すでにデジタル
変革を推進している企業は昨年１３～１７％の業績改善を達成。３年間で４０％の改善を見込む。
　またアクセンチュアが世界１２ヶ国の化学メーカーに行った調査では、８割が化学プラントのデジタル
化に大規模な投資を実施しており、８５％が「今後３年間で投資を増やす」と答えている。また、すでに
９５％がデジタル技術が収益に与える効果を実感しており、５０％以上が２ケタの改善を実現している。
　デジタル変革は、クラウドを活用したスモールスタートが可能。必要なサービスを選び、使用した分
だけ料金を支払うビジネスモデルも登場するなど、新しい取り組みを始める際のハードルは低くなって
いる。とはいえデジタル技術は、あくまでもツール。顧客への新たな価値の提供に向け、自身にない技術
や特徴を持つ会社と組み、自らの強みと融合し、新たな成長の推進力にしていくことが重要だ。企業の
合併・買収（Ｍ＆Ａ）を含めた幅広いアライアンスも必要になるだろう。
　ただしデジタル変革によって「つながる工場」に進化する一方で、サイバー攻撃のリスクが増大する
ことも忘れてはならない。それに対する備えはもちろんだが、「内部は安全」という思い込みを排除し、
念には念を入れた対策が不可欠となる。

３ 萩原工業４月中間決算　樹脂加工が不振
　萩原工業の２０１８年４月中間決算は合成樹脂加工事業の減益が全体に響いた。売上高が前年同期比
９．４％増の１２６億円だったのに対し、営業利益は同７．９％減の１４億円、経常利益は同５．１％減
の１４億円、純利益は同６．３％減の１０億円と利益が軒並み減少した。
　事業別の営業利益は、合成樹脂加工製品事業が同１８．１％減の９億円。バルチップなど産業資材関連
の販売が伸びた一方で、シート建築資材関連の利益率が悪化。昨年買収した海外販社の販管費の増加も
利益を押し下げた。海外はこのほか、インドネシア子会社ではフレコン袋、バルチップ、ＰＣ袋の出荷が
順調。中国子会社はブルーシート以外が振るわなかった。
　機械製品事業は同３０．９％増の４億円となった。スリッター関連機器は国内向けが堅調、海外向けも
伸びた。国内向けの押出関連機器も需要があった。

１２ 中国で大規模環境査察　京津冀など３地域・・・延べ１．８万人動員
　中国の生態環境部は大気汚染の改善に向けて、重点地域の大規模な環境査察を開始した。対象は京津冀
（北京市・天津市・河北省）および周辺地区、汾河と渭河の流域にある汾渭平原、上海市や江蘇省などの
長江デルタの３エリアで、来年４月末までのおよそ１０ヶ月間、３段階に分けて延べ１万８０００人を
動員する。産業・エネルギー・輸送の各分野における企業や都市の取り組みを総合的に監査し、改善が
進まなければ厳しい処分も科す。
　生態環境部によると、重点地域の大気汚染は改善傾向にあるものの、他地区と比べて汚染度合は高い。
河北省や山西省、天津市、河南省、山東省の５省市の空気質の優良日数は６０％を下回っており、汾渭
平原も近年はむしろ悪化しているという。
　査察は第１～第３弾に分けて行われる。査察チームは各現場を２巡するとしており、いずれも北方地区
を中心としたクリーン暖房燃料への切り替えや環境問題への周囲からの苦情などを総合的に監督監査する。
　環境違反の集中している企業や都市は公開、処分し、重度汚染や空気質の改善が著しく進まない都市に
対しては専門査察組織も追加で派遣する。また、重点地域以外においても汚染の顕著な一部地域で査察を
実施する。
　こうした動きに備え、各地域では今春から環境規制がさらに強められてきた。江蘇省などは１０人以上
の死亡事故の中央への報告を避けたいため、生産現場への同数以上の立ち入りを禁止。「計器室の生産
エリア外への移転を余儀なくされた」（日系企業）ケースもある。沿岸部では汚染排出を抑制するため、
医薬や農薬の中間体の生産が大規模に規制され始めている。
　昨年に引き続き、今冬も厳格な環境規制が予想され、現地日系企業の間では再び北部や沿岸部で多くの
現地企業が稼働制限や停止に追い込まれサプライチェーンの寸断、原料の高騰を招くとの危機感が高まっ
ている。



１２ 東京インキ　中国でＰＯフィルムの用途拡大・・・配線結束テープなど
　東京インキは、消費者の購買力が高まる中国市場で、高い形状保持力などに特徴のある機能性ポリオレ
フィンフィルム（ＰＯフィルム）の新規用途開拓を進める。家電製品の新規出荷時に貼ったり、自動車の
配線を束ねたりするテープ材料などの用途向けに売り込む。ビル再開発や交通インフラ整備が活発な同国
において、同フィルムは被覆電線の結束に使うテープ基材用途で販売を伸ばしている。新たな安定収益源
の獲得に向けて顧客提案に力を注ぐ。
　同フィルムはＨＤＰＥやＰＰといった合成樹脂を縦一軸延伸と呼ぶ手法で引き延ばして作られ、「オレ
フィンフィルム」として展開している。形状保持力や縦方向の強度に優れるといった特徴がある。同社の
オレフィンフィルムは子会社の東洋製機樹脂加工（愛知県）が生産し、同国市場向けには現地法人の東京
油墨貿易（上海）が販売を担う。

　６月１４日（木）
２ 化学企業の先進特許数（民間調査）　トップ３は富士フ、三菱ケミ、花王

　特許分析を行うパテント・リザルトはこのほど、日本の化学企業の他社牽制力ランキング２０１７を
発表した。競合他社が権利化するうえで阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業が明ら
かになるとしており、引用された特許数が多かった順は以下であった。
　①富士フィルム、②三菱ケミカル、③花王、④日東電工、⑤積水化学工業、⑥旭化成、⑦住友化学、
⑧日立化成、⑨三井化学、⑩カネカ。
　富士フィルムの他社特許への拒絶理由として引用された件数が最も多かった特許は「薄膜トランジスタ」
に関する特許。同様に三菱ケミカルは「配線基板」、「バイオマス資源由来ポリエステル製フィルム」、
「白色ＬＥＤ」に関する特許。同様に花王は「吸収性物品」「伸縮部材」「カテキン含有緑茶抽出物」に
関する特許であった。

３ 東洋インキＳＣＨＤ　ミャンマーに進出・・・現地生産で需要に対応
　東洋インキＳＣＨＤは、ミャンマーに進出する。今年７月めどにパッケージ用インキや商業印刷用イン
キなどの製造販売子会社を設立すると発表した。１１月に工場建設に着手し、２０１９年１１月の稼働開
始を計画する。投資額、生産能力は非開示。現在は周辺国から輸出しており、今後の供給量拡大を見込ん
で現地生産体制に切り替えて競争力を高める。将来的には取扱い製品の拡充による事業規模拡大も視野に。

８ ４月のＰＯＦ出荷　ＨＤＰＥが大幅減
　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４月のＰＯ系インフレフィルムの出荷量
は、前年同月比１．６％増の４万３５７１トンだった。４ヶ月続けて前年同月実績を上回った。
　用途が多岐にわたるＬＤＰＥは９．３％増の２万９２６２トン、一方レジ・ごみ袋、産業向けが多い
ＨＤＰＥは１１．９％減の１万３６４０トンと大幅減だった。

１２ 包装材料　「モノマテリアル化」加速・・・化学業界、素材転換に商機も
　食品・飲料や日用品業界で、世界的に包装材料の「モノマテリアル化（単一素材化）」が強まっている。
グローバルブランドが包材の完全リサイクル方針を相次いで表明するなか、再利用しやすくするため、化
学企業が単一樹脂・素材によるバリア性や耐久性の実現を求められることが増えそうだ。大幅な素材転換
も予想されるだけに、化学業界は難しい対応を迫られるが、大きな商機にもつながる。先進国のみならず
新興国でも早目の対応が求められる。

◆ネスレなど大企業が方針
　モノマテリアル化を強烈に印象づけたのは、食品世界最大手のネスレ（スイス）。同社は４月２０２５
年までに包装材料を１００％リサイクル・リユース可能で、埋め立て処理などが不要なものに転換する方
針を発表した。注目されたのは、同社が再生樹脂の採用拡大などとともに、複雑な組成の包装材料を避け
る方針を打ち出したことだ。
　食品・飲料用包装にはバリア性や耐久性を確保するため、複数の樹脂や金属を貼り合わせた多層フィル
ムが使用されている。ネスレは、こうした素材のリサイクルが事実上困難と考えているとみられる。包材
のモノマテリアル化にともない、素材メーカーは単層で顧客が要求する機能を発現できるフィルムの開発
や、それに貼りつけるシール類への対応が必要になるほか、接着剤や物性を確保するための添加剤の扱い
も課題となる。ＰＥおよびＰＰは再生利用しやすく、包装材料として他樹脂からのシフトがさらに進むと
みる向きもある。
　一方、多層フィルムでも心材に再生材を、表面にバージン樹脂をそれぞれ使って環境対応するケースが
増え、欧州ではバージンパルプの使用を減らすため樹脂製の高機能袋にシフトする動きもあることから、
モノマテリアル化の流れは曲折が予想される。
　包材の１００％リサイクルやモノマテリアル化を掲げるのはネスレだけではない。米ペプシコや仏ダノ
ン、英欄ユニリーバ、仏ロレアルなど食品・日用品大手のほか、米ウォルマートも２５年をめどに同様の
目標を打ち出した。米アマゾンや中国の通信販売大手が同調すれば、この潮流はさらに勢いを増す可能性
がある。

◆リサイクル・生分解性がカギ
　樹脂や複合材料のリサイクルは化学産業の将来を占うカギとなりそうだ。国連が海洋プラスチック問題
などに焦点を当てるなか、生分解性樹脂に土壌中の分解に加え、十分な加水分解性を求める声も上がって
いる。モノマテリアル化の波が本格化すれば化学業界への影響は避けられないが、リサイクルや生分解性
樹脂の技術を持つ企業にとっては大きな商機となる。
　三井化学の木下アジア総代表は「対応が非常に難しいテーマだが、化学産業の活躍の場は大きいはず」
とみている。



　６月１５日（金）
３ 住友化学　ＰＥ、ＰＰを１６円以上値上げ

　住友化学は、７月１日納入分からＰＥ、ＰＰを１ｋｇ当たり１６円以上値上げする。原油・ナフサ価格
上昇による大幅なコストアップが値上げの理由。

４ アルミ過剰生産抑制へ　ＧＦ設置に期待高まる
　アルミの過剰生産設備を多国間政府で監視する「グローバルフォーラム」（ＧＦ）
設置への動きが強まった。６月３～４日にカナダで開催された史上初の「アルミニ
ウムサミット」で、Ｇ７およびＧ２０各国政府に宛てた「アルミニウムＧＦの創設
の要請」を決議。９日にはＧ７カナダサミットで、「アルミニウムやハイテク等の
その他の分野における過剰能力を避ける緊急の必要性を強調する」が明記された共
同声明が発表された。今秋にアルゼンチンで開催されるＧ２０でのＧＦ設置もみえ
てきた。
　アルミニウムＧＦが設置された場合、原料から地金、加工品までのサプライ
チェーン全域の生産能力に関する詳細かつ透明性の高いデータを参加国政府で共有。
それをもとに過剰生産能力の削減や健全な競争を妨げる補助金、優遇措置の是正へ
圧力をかける。
　焦点は中国の過剰生産能力。中国のアルミ地金の生産能力は１８年に前年比３０
％の伸長が見込まれており、世界４位のカナダに匹敵する年産３３０万トンの能力
が新たに追加される。これにより中国の１８年末の地金生産能力は４９００万トン
と世界全体の５４％を占める規模となり、同国の内需を２０％強上回るレベルまで
拡大する。加工品への影響も大きく、昨年の中国内における圧延品の需給バランス
は３割弱の供給過剰。輸出市場への影響が懸念されており、日本ではアルミ箔の内
需に占める中国品の割合が０７年の５％程度から昨年は約２６％まで拡大している。

７ 後発薬　各社一斉発売・・・価格以外の価値も訴求、錠剤・包装で差別化
　今年２月までに製造販売承認されたジェネリック医薬品の薬価収載が１４日に官報告示され、メーカー
各社がきょう１５日以降に一斉発売する。患者が服用しやすく、薬局でも扱いやすい錠剤、パッケージを
各社が重視するようになっており、価格とは別の価値も訴求してシェア獲得を図ってゆく。
　１５社の後発薬が薬価収載される降圧剤「イルアミクス配合錠」は、錠剤の印字やＰＴＰシートのデザ
インなどを各社が工夫。製品名や成分目、規格、含量などを錠剤・シートに印刷し、識別性を高めている。
患者向けの「血圧手帳」など高血圧治療のためのサポートツールも提供する企業もある。
　１０社の後発薬が薬価収載されたそう痒症改善剤「ナルフラフィン塩基塩」は、摂取できる水分量が
制限される透析治療患者に使われるため、沢井製薬は水なしで服用できるＯＤ錠（口腔内崩壊錠）、ニプ
ロはＯＤフィルムを発売する。その他９社の後発薬が収載された骨粗鬆症治療薬「ミノドロン酸錠５０mg」
等がある。

８ 日本の２０１７年化学品貿易　輸出入総額が過去最高に、主要２分野輸出２ケタ増
　日本の２０１７年貿易（暦年、財務省通関統計）は、前年６年振りに黒字に転じた貿易収支が引き続き
黒字を維持した。また、世界経済の回復による数量増と円安傾向を背景に輸出が好調で、中国、アジア向
け輸出は過去最大となった。この中で、化学品貿易は製品市況が高水準で推移したことなどにより、輸出
入総額が過去最高となった。円安、市況高水準により輸出は２ケタの伸びをみせた。輸入は前年のマイナ
ス成長から１７年は７％の成長に転じた。
　１７年の輸出は、前年比１２％増の８３．９兆円となり２年ぶりに増加した。輸入は前年比１４％増の
７５．３兆円となり３年ぶりに増加に転じた。輸入に占める鉱物性燃料のシェアは、原油入着価格が１
バーレル当たり５４ドル（同３１％高）と５年ぶりに上昇したことを受け、２１％（同３ポイント増）と
なった。
　化学品の輸出（ＨＳコード第２８類から第４０類の合計）は、前年比１３．６％増の１０兆１７５億円、
輸入は同７．１％増の８兆７７８８億円となった。貿易総額は総１０．５％増の１８兆７９６３億円と
過去最高を記録し、貿易収支は１兆２３８７億円の黒字で、黒字幅は前年の２倍になった。輸出は絶好調
といえる状況で、円安や高水準の化学品市況が影響しているとみられる。
　輸出を分野別にみると、構成比が２８．１％のプラスチックおよび同製品が前年比１０．９％増、構成
比２０．０％の有機化学品が１５．９％増と主要２分野がそれぞれ２ケタ増を示した。国別にみると、構
成比２５．８％の中国向けが同２１．７％の大幅増、２位の米国が８．３％増、３位の韓国が１０．０％
増となった。中国向けに絞ってみると、プラスチック・同製品（構成比３４．３％）が前年比１８．５％
増、有機化学品(同２８％）が２１．５％増と著しい伸長ぶりであった。
　一方化学品輸入は、構成比１位（２８．７％）の医療用品が前年比５．５％の減少となったが、２位の
有機化学品は同１３．３％増、３位のプラスチック・製品が１１．５％増だった。以下無機化学品２０．１
％増、肥料１０．２％増であった。輸入の地域別にみると、構成比１位のＥＵからは前年比微減、２位の
中国からは１１．８％増、米国からは８．１％増となった。中国からの輸入では、有機化学品が１０．８
％増、プラスチック・同製品が６．３％増、無機化学品３２．７％増などとなっている。
　１８年１～３月期の化学品輸出入は、輸出が前年同期比７．５％増、輸入が１１．７％増となっている。


