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　６月１８日（月）
1 プラントのサイバー攻撃対策・・・業界挙げ　今だからこそ

　情報セキュリテイ大学院大学学長　後藤厚宏　氏
　サイバー攻撃による被害が世界で広がっている。ウクライナの大規模停電は記憶に新しく、
対策は待ったなしだ。内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）プログラムデイ
レクター（PD）を務める情報セキュリテイ大学院大学の後藤厚宏学長に何をすべきか聞いた。

■・・・日本の産業界におけるサイバーセキュリテイの現状は。
「化学に限らず産業界全般に言えるが、オフィスで使うパソコンなどへの対策は進んでいるが、
工場の設備やプラントに関しては十分ではない。そもそも機器がインターネットに繋がってい
るという意識さえない場合もある。政府が号令をかけても、必ずしも企業がついていけている
訳ではない。何十年選手の古い機器を使用していることも背景にある」
■・・・プラントの場合、どのような備えをすれば良いのでしょうか。
「まずは非常時の対応マニュアルにサイバーリスクの項目を書き込んで欲しい。企業や製品毎
に異なるはずだが、どのような場面でプラントを止めるのか止めないのか、どのような系統で
連絡をあげるのかなどを記入するだけで大分違う。安全を期してプラントを停止すると、逆に
相手の思うつぼとなり、被害が拡大する場合がある。様々なシナリオを想定し、初動対応を練
っておくことがリスク回避のカギを握る」
■・・・社員らへの意識啓発も大切です。
「現場オペレーターに対する教育で、サイバーセキュリテイーも入れておくべき。設備に異変
が生じた時、『サイバー攻撃かもしれない』と思えるようにすることが欠かせない。経営者へ
の意識醸成も重要になる。事業継続上のリスクの一つとして、強く認識する必要がある」
■・・・人材確保が難しいとの意見もあります。
「SIPではサイバーセキュリテイーに関するエンジニア向けの教材もある。各産業で共通する
要素を盛り込み、それぞれの業界・企業の特色を反映した形でカスタマイズして使えるように
してある。より専門的な人材は自前で抱えることに拘わらなくてもよい。専業のITベンダーに
外注した方がスムーズに進むことが多くあり、アウトソーシングも選択肢だ」
■・・・化学業界で取り組むべきことは。
「コンビナートの場合、全体を１つのネットワークとして捉え対策していくことが肝心だ。
各社でセキュリテー対策の水準に差があると思うが、レベルが高い会社に合わせないと脆弱性
が生じ、そこから攻撃を受けてしまう」
「業界全体として取り組みを進めることが必須だ。電力や鉄道ではSIPで作成した教材をベース
に指針のようなものをまとめている。サマート工場・プラントに関心が高まっている今だから
こそ合わせて取り組んで欲しい」

２ 社説・・・ＣＣＳ実用化に向けて課題克服を
　低炭素社会に向けた革新的技術としてＣＯ２回収・貯蔵（ＣＣＳ）の実用化が期待されてい
る。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、２１００年までに世界の気温上昇を２℃以内とする
には、６０年までの累積ＣＯ２削減量の１４％をＣＣＳが担う必要があるとしている。
ＣＣＳは、ＣＯ２削減手段としては再生可能エネルギーに比べ現実感が乏しいが、目標達成に
欠かせぬ一手であることは間違いない。ＣＣＳを組み合わせた石炭火力発電においてコストは
１５～１９円/キロワット時と試算されている。メガソーラーよりも高いが、陸上風力とほぼ
同等、バイオマス専焼発電よりも安い。一定の前提条件の下では、ＣＣＳは低炭素技術として
コスト競争力を持つと評価されている。
　海外では、枯渇しつつある油田にＣＯ２を圧入するＥＯＲが実用化されており、世界で稼働
中の３７件の大規模ＣＣＳプロジェクトの大半を占める。
　日本では１２年度から北海道苫小牧市でＣＣＳの大規模実証事業が実施されており、１６年
度からこれまでに約１８万㌧のＣＯ２を圧入している。実用化には、コストの大半を占める
ＣＯ２の分離回収費用の低減が重要だが、日本は同技術では世界をリードする位置にいる。
　関西電力はアミン吸収材を担持させた固体吸収材の実用化試験を計画。また地球環境産業
技術研究機構（ＲＩＴＥ）は分離膜技術を用いた実証試験を米国で行う。適地調査も進められ
ており、ＲＩＴＥは日本で１４６０億㌧のＣＯ２貯蔵が可能と評価している。また数十億㌧級
の貯蔵が期待される地質が日本近海に数カ所あるという。ただ排出源の多くが太平洋岸にあり、
貯蔵地への輸送手段については今後の課題となる。長期輸送にはＣＯ２専用船が有力だが、実
績はなく、関係法令も確認する必要がある。
　ＣＣＳは石炭火力だけでなく、化石燃料からのＣＯ２フリー水素製造にも適用できる。日本
の技術が世界に貢献することを期待したい。

３ 旭化成・・・ＰＥ値上げ　２０円超
　旭化成は、７月１日出荷分からポリエチレン「サンテック」「クレオレックス」の全製品を
値上げする。改定幅は１キログラム当たり２０円以上。原油の高騰や為替の円安シフトにより
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第３四半期以降はさらなるコスト上昇が予想される。物流等の諸経費も増加するなかコスト
削減に取り組んできたが、これらのコスト上昇分を吸収することは困難となり、価格を改定せ
ざるを得ないと判断した。

１１ 微細プラ抑制へ企業に努力義務・・・改正漂着物処理法が成立
　微細なマイクロプラスチックの使用を抑えるよう、企業に努力義務を課す改正海岸漂着物
処理推進法が、１５日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。マイクロプラスチックの
使用を抑制する法律は国内で初めて。改正法は議員立法。マイクロプラスチックを含んだ製品
がごみとして河川や海に流れ込み、生物の体内に取り込まれて生態系に悪影響を及ぼすのを
防ぐのが狙い。主に化粧品や洗顔料、歯磨き粉等に含まれる「マイクロビーズ」を想定してい
る。早期の法改正を目指したため、罰則の創設等は見送った。

　６月１９日（火）
２ 社説・・・今こそプラスチックの有益性訴えよ

　プラスチックごみによる海洋汚染がマスコミに頻繁に取り上げられている。死んだクジラの
胃袋から何十ものレジ袋が見つかったり、鼻にストローの詰まったウミガメが救助されるとい
った映像を見ると心が痛む。プラスチックには使われる理由がある。世の注目を集めている今
こそ、プラスチックによる社会への貢献や、高いリサイクル率を実現した日本の取り組みを訴
えるべきではないか。
　まず、リサイクルの現状を見てみよう。プラスチック循環利用協会によると、２０１６年の
わが国の廃プラスチックの総排出量は８９９万㌧、有効利用率は８４％と高い。世界でもトッ
プクラスにあり、リサイクルへの取り組み意識の高さを示している。未利用分についても、
その過半は焼却され、埋め立てに回るのは総排出量の７％に過ぎない。
　農水省が作成・公表している「食品ロスの削減につながる容器包装の高機能化事例集」を見
れば、プラスチックが極めて身近なところで役立っていることが良く分かる。「鮮度保持」
「賞味期限の延長」「小分け・個包装」「内容物の分離性向上」「輸送時の損傷軽減」といった
区分を設けて紹介している。全７２事例の多くが化学素材が活用され、とりわけプラスチック
の重要な役割が再認識される内容となっている。
　プラスチックは温室効果ガス（ＧＨＧ）削減にも役立っている。果物や野菜の出荷において、
柔らかくて傷つきやすい桃は、プラスチック製ネットで包んで輸送されている。もし、このネ
ットがなかったらどうなるか―。ＬＣＡという手法で調査した結果、ネットを作る分だけＧＨ
Ｇ排出量は増えるが、そのまま桃を段ボール箱に詰めただけでは７割が傷ついて商品にならな
い。仮にネット無しで傷のない桃を同じ数だけ運ぼうとすると、ＧＨＧ排出量はネットを使っ
た場合の３倍以上にもなってしまう。一見、環境に良さそうに見えることが、実際には逆の
結果を招くこともある。プラスチックを悪者にして事足れりとするのは簡単だが、その価値を
知っていながら、「角が立つから」といって黙っているのも、同様に無責任ではないだろうか。

２ ５月のエチレン生産速報・・・生産量は４９万９３００㌧　前年同月比６．８％減
　経産省が公表したエチレン生産速報によると、２０１８年５月のエチレン生産量は４９万
９３００㌧と前年同月比６．８％減となった。三菱ケミカルの鹿島事業所、丸善石油化学と
住友化学が出資する京葉エチレンのエチレン設備が５月に定修に入り、同設備の定修が１基だ
った前年同月に比べて生産量が減った。
　稼働率は９７．３％と、前月から１．３ポイント上昇し、実質フル稼働水準の９５％を３１
ヶ月連続で上回った。
　１８年は、国内１２基中７期が３～１０月にかけて定修を計画。エチレン生産量は１７年の
６５３万㌧を下回る見通しだ。ただ、韓国や台湾、シンガポールでもエチレン設備の定修が計
画され、石化製品のアジア需要も旺盛な状況にあることから、１８年中は需給バランスのタイ
ト基調が続くとの予想が多い。

２ ４月のエチレン換算輸出入・・・輸出量２１％減
　経産省が公表した２０１８年４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１６万４２００㌧と前年同月比２０．５％減少となった。１８年は国内で石化プラン
トの定修が重なる年で、ＰＥ等多くの製品で輸出を抑えて在庫を積み増す動きが広がった。
　品目別輸出量で、エチレンは３．９％減の５万８０２６㌧、ＬＤＰＥは３％減の１万１５０
６㌧、ＨＤＰＥは１１．２％減の１万３２２㌧となった。
　一方、輸入量は９万５８００㌧と５９．１％増えた。エチレンの輸入量は３万１３２５㌧、
ＬＤＰＥは４．１％増の２万５９２９㌧、ＨＤＰＥは５０．６％増の１万９６４２㌧。
　エチレンの国内生産とエチレン換算の輸入量から輸出量を差し引いた４月の内需は、４１万
５５００㌧となり、前年同月比で３％増えている。



８ ４月のプラ製品出荷・・・出荷１．０％増の４７万トン
　経産省のデータをもとに日本プラスチック工業連盟がまとめた統計によると、プラスチック
製品の４月出荷は速報ベースで前年同月比１．０％増の４７万８４０トン。

【４月のプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）

１１ 経済同友会・・・イノベーション力低下に危機感　技術・製品起点から脱却を
　「心の岩盤」砕く哲学必要

　日本のイノベーション力の低下に経営者が危機感を募らせている。経済同友会はイノベーシ
ョンの現状に関する報告書をまとめ、「新たな仕組みづくりやビジネスモデルを作り出す気概
や発想を欠いたまま、技術的な進歩にばかり固執しては、日本は世界的なイノベーション競争
のなかで、追随者又は下請けの立場に追いやられることになる」と警鐘を鳴らした。
　橋本孝之日本アイ・ビー・エム名誉相談役を委員長とする「成長フロンテイア開拓委員会」
の報告書。成長をもたらすフロンテイアとして「新興国」「デジタル化の渦」「科学技術・
基礎研究」を挙げ、日本が取り組むべき方向性を示した・
　新興国では、社会システムが未整備な環境を逆手に取り、低価格・超効率的な製品や革新的
なサービス、ビジネスモデルが生み出されており、それが先進国市場まで迫る「リバース・イ
ノベーション」が起こり始めている。また、デジタル化の渦はあらゆる業界に及び、革新的な
製品やサービスを生み出す「デジタル・デイスラプター」の台頭で、既存企業の主力製品はデ
ジタル代替の攻勢にさらされている。こうしたなか各国は、科学技術・基礎研究を活発化して
おり、特に未開の先端領域に進出することで未来の成長産業の主導権を握ろうとしている。
　ただ、いずれのフロンテイアでも、日本の存在感は薄い。既存企業の新陳代謝が緩慢で、デ
ジタル・デイスラプターとなり得る新興企業も排出できていない。特に危機的なのが、科学
技術・基礎研究の後退。最先端分野の研究が国際連携を通じて活発化するなか、日本だけが
孤立し、伝統的領域に止まっている。
　日本がイノベーションを生み出していくための戦略として挙げたのが、「技術・製品」を
起点とするイノベーションからの脱却。世界を席巻しているイノベーションは社会課題や人々
の潜在的なニーズを起点に、既存の要素技術を組み合わせ、ビジネスモデルそのものを刷新す
るところに強みがあるとし、日本企業に新しいイノベーションモデルへの挑戦を促がした。
　実行には、既存の延長線上にある価値を増大していくことに最適化された従来の組織から、
絶え間ない自己変革と非連続な成長を実現するための組織への変革がカギになると指摘。
「『心の岩盤』を打破する新たな哲学を企業のビジョンに落とし込み、組織全体に浸透を図る
ことが、リーダーの最大のミッションであるという自覚を新たにしなければならない」と
訴えた。

１１ プラ循環協・・・会長に森川氏
　プラスチック循環利用協会は通常総会を開き、会長に昭和電工の森川宏平社長を選任した。
副会長にはトクヤマの横田浩社長が選ばれた。森川会長は「引き続きＬＣＡ基礎データの提供
とリサイクル技術などのＬＣＡ評価、プラスチックフロー図の作成と精度向上、環境教育支援
の３つの事業をコアとして、各種事業を実施し、更に資源効率性の向上と３Ｒの推進に貢献し
ていく」と今年度の方針を示した。
　また、海洋ごみ問題について「『海洋プラスチック問題対策協議会』の設立に向けられた準
備が進められているが、当協会も共同事務局の一つとして参加し、日本化学工業協会やプラス
チック工業連盟等と協力して対応を進めていく」と述べた。

１１ ポリ衛協会・・・会長に森川氏
　ポリオレフィン等衛生協議会は１５日、定時総会を開催し、淡輪敏会長の任期満了に伴う新
会長に森川宏平昭和電工社長を選任した。副会長には、西谷悌二郎三菱ケミカル常務執行役員
が新任、前田一仁日油常務執行役員、濱千代善規キューピー上席執行役員が再任された。
　森川新会長は、「改正食品衛生法に基づいて、今後は国の制度としてポジテイブリストや
情報伝達に関する整備・運用が進められることになる。長年にわたって民間団体の立場で、
食品用器具・容器包装の安全を、自主基準と確認証明制度によって支えてきた当協議会の事業
活動の積み重ねは、これからの法制度運用にあたって大いに役に立てると考えている。
国際化の進展にも対応することで、これまでの会員に対しるサービス提供者の立場から、社会
の為のサービス提供者への進化を目指していく」と挨拶した。
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１２ 米中摩擦・・・樹脂・化学品等対象、関税追加品目で応酬
　米国と中国の間の貿易戦争が激化の一途をたどっている。米国通商代表部（ＵＳＴＲ）は
１５日、中国からの輸入品に対する追加関税を発表。それを受け、中国商務部も１６日に米国
からの輸入品に対する追加関税で応酬した。今回それぞれが発表したリストには、複数の樹脂
や化学品などが含まれる。追加関税の発効時期は、両国とも現時点では未定だが、施行されれ
ば１００億㌦以上とみられる２国間の樹脂・化学品貿易への影響は避けられない情勢だ。
　ＵＳＴＲが発表した内容によると、追加で２５％の関税対象となる中国からの輸入品は２８
４品目、そのうち多くが樹脂・化学品などで、ＰＥ、ＰＰ、ＰＳ、ＡＢＳ共重合体、ＰＶＣ、
ＰＣ，エポキシ樹脂、ＰＥＴ、ポリアミド、ＰＬ樹脂、石油樹脂、ポリウエタン等各樹脂の一
部グレードや、特定のセルロース製品、接着剤、樹脂製の菅・ホース、継手等を含む。
米国化学工業協会（ＡＡＣ）によると、今回関税対象となった樹脂・化学品の輸入額は２２億
㌦に及ぶという。
　米国は、中国の知的財産侵害等を理由に４月６日にも８１８品目の関税対象リストを発表し
ていたが、このほど２８４品目を追加し、合計約１１００品目の輸入総額は５００億㌦規模。
４月に発表した８１８品目の課税開始は現時点では本年７月６日を予定。今回追加発表を含む
２８４品目については、公聴会などを経て課税対象とする品目の最終決定を下す。
　こうした米国の動きに中国側も追加関税で応じた。その対象は化学品や医療機器、エネルギ
ー関連製品などで、これらの中国の輸入総額は１６０億㌦に及ぶという。今回中国商務部が、
追加対象とした中ににはエチレン、プロピレン、ブタジエン等各種基礎化学品の液化品、天然
ガスや原油、ガソリン、潤滑油、デイーゼル油等の石油製品も含まれた。４月４日に発表して
いたＰＥ、ＰＣ、エポキシ樹脂といった各種樹脂の一部や、アクリロニトリル等の化学品も含
まれている。今回発表した樹脂・化学品等への関税については未定としており、最終的な措置
や関税の発動日は後日公告するとしている。
　一歩も引かない両政府の報復合戦に産業界からは悲鳴が上がる。ＡＣＣでプレジデント兼
ＣＥＯのカル・ドウーリー氏は「化学品は北米で全製造業の９６％に係るなど産業の根幹。
貿易戦争の激化により、サプライチェーンへの影響は計り知れない。また、現在米国で計画さ
れている１９４０億㌦に及ぶ新規投資の内、半数が計画の延長や棚上げを余儀なくされること
も想定される」とコメント。米・中の両政府に穏便な着地を呼び掛けている。

　６月２０日（水）
１２ ダウ・ケミカル・・・エチレン原料　柔軟性高める

　米国：エタンに比重　　欧州：ＬＰＧ比率向上
　ダウ・ケミカルは、世界全体でエチレン設備に用いる原料の柔軟性を高めている。大型投資
を行う米国では、「今後も有効なシェールガスが増加する」との見方から、新設、既存の分解
炉ではエタンに比重を置く。一方、欧州では液化石油ガス（ＬＰＧ）の比率を高める設備投資
を実施した。各市場でそれぞれの状況に応じて競争力のある原料の使用を可能にする体制を
整える。
　ダウ・デユポンの３社分割により来年発足するダウの主力事業の一つは、ＰＥ等をはじめと
するプラスチック分野。川下の用途開発と同様に、川上の原料競争力も問われる事業だ。
そのため、ダウは石化原料の供給体制を強化するとともに、柔軟性を高める施策を主要市場で
講じている。
　米テキサス州では昨年、フリーポートに年１５０万㌧の大型エタンクラッカー（通称・ＴＸ
－９）を新設し、１００％エタンを分解してエチレンを生産できるほか、８０％エタン・２０
％プロパンの分解にも対応する設備を導入した。ルイジアナ州プラクミンの分解炉でも１７年
前半に設備投資を行いより多くのエタンを分解できるよう設備をアップグレードした。多くの
プロパンとナフサを主要の原料としていたが、エタンを加え、より柔軟性に富む生産体制を
構築している。
　欧州でもスペイン・タラゴナとオランダ・テルネーゼンでより多くのＬＰＧを分解できるよ
う設備投資を実施した。ナフサ、ブテンをもともと石化原料として使用していたが、ＬＰＧを
原料ソースに加えることで市場動向に応じた最適な原料バランスを追求する。

　６月２１日（木）
１０ 中国、環境査察「第２期」始動　操業規制年末まで影響・・・精密化学品ひっ迫懸念

　中国では中央政府が今月から化学工場に対する２度目の大規模な環境査察を本格始動したことで、
現地化学品市場で早くも混乱がおきている。水質汚染や粉じん対策などをチェックする専門調査団が派遣
され、昨年第１期で検査を受けた企業が再び操業停止や減産に追い込まれているためだ。地方政府も対象
外域での自主的な調査を始めるなど厳しい取締りは全土に波及してえおり「査察による操業規制の影響は
少なくとも年末までは続く」とみられている。
　昨年第１期の環境査察が行われ、今春に入ってから査察が一服していたが、５月に中央政府が第２期の
環境査察を実施すると公表し、査察団が６エリアにそれぞれ派遣され、対象地域の工場団地で水質汚染や
粉じん対策などの抜き打ち検査を始めた。今回の査察は、前回の査察で操業停止を免れた企業などにも
厳しい検査が実施されているようで、５月末からスタートしている第１・第２グループの地域では強制減
産させられる企業が続出。この動きは全土に波及しており、今回対象外となっているはずの福建省や遼寧
省でも、地方政府が中央政府の動向に倣い、工業団地への自主的な査察が実施されているようだ。
　この影響により、再び中国の化学品供給は一段と引き締められるとみられ、とくに中国に製造拠点が
集積するファインケミカルは極度のひっ迫状態になると懸念されている。査察は各地域で数カ月間実施
されるとみられているが、終了時期が不確定なため少なくとも向こう半年は影響が続くと予想されており
年末にかけて中国の化学品供給は不安定な情勢が続きそうだ。



１１ フレキシブルコンテナ　４月輸入１８％増
　財務省の貿易統計によると、４月のフレコン輸入数量は５２１万１０７０袋と前年同月比で１７．９％
増加した。中国をはじめとしたアジアの主要ソースからの輸入が軒並み高水準で、３月の前年割れから
一転して大幅増となった。金額ベースでは８．７％増の３１億６０６０万円だった。日本に輸入される
フレコンはＰＰやＰＥ製の基布を素材とするクロス用がほとんどで、価格競争力で優位に立つアジア諸国
からの製品が国内市場で圧倒的なシェアを占め、アジア各国に進出した日本企業の海外拠点からの製品も
市場に浸透している。
　４月の輸入量の内訳は、全輸入量の８０％超を占める中国が１４．９％増と４３２万９５１０袋となり、
大幅に増加、ベトナムも４１．１％増の６６万１８４４袋と増加に転じ、インドネシア、タイ、カンボジ
アもそれぞれ２ケタの伸びを示した。１袋当たりの平均価格は６０７円で前年同月比で５１円下落した。

１２ 第４次循環社会計画閣議計画決定　プラ回収・再利用促す
　政府は１９日、第４次循環型社会形成推進基本計画を閣議決定した。ライフサイクル全体での資源循環
を徹底するため、「プラスチック資源循環戦略」の策定を宣言。家庭系食品ロスを半減する目標も打ち出
した。
　プラスチックをめぐっては、マイクロプラスチックを含む海洋ごみへの対策や、中国の廃棄物禁輸処置
に対応した国内資源循環体制の構築などが求められている。プラスチック資源循環戦略は、再生可能資源
の活用や、使用された資源の徹底的な回収、プラスチックの循環利用を推進していくための方策となる。
具体的には、使い捨て容器包装のリユースなど環境負荷の低減に資するプラスチック使用の削減、未利用
プラスチックをはじめとする使用ずみプラスチック資源の徹底的かつ効果的・効率的な回収、再利用、
バイオプラスチックとの代替促進などを総合的に推進していく。
　家庭系食品ロスについては、３０年度に００年度比で半減させるとの目標を掲げた。００年の実績は
４３３万トンで、１７年度には２８９万トンまで削減されており、残りの２５％分への対策が課題。

１２ ごみ処理施設計画閣議決定　地域に新たな価値創出
　政府は１９日、廃棄物処理施設整備計画を閣議決定した。「３Ｒ・適正処理の推進」という方向性を
踏まえながら、ごみのリサイクル率を２０２２年度で１７年度比６％増の２７％に拡大するなどの数値
目標を掲げた。「地域に新たな価値を創出する廃棄物処理施設の整備」という新たな考え方の下、地域
貢献の観点も盛り込んでいる。
　廃棄物処理施設を新たにエネルギー拠点と位置付けたのがポイント。地域活性化や課題解決に貢献する
ため、廃棄物処理施設で回収したエネルギーを用いた産業振興などを目指すとした。温暖化対策に基づき
エネルギー効率に優れた施設への更新なども支援する。期間中（１８～２２年度）に建設するごみ焼却炉
については、発電効率を現在の１９％から２１％に引き上げる目標をまとめた。汚泥など地域で生じる
廃棄物をバイマスエネルギーとして利活用する計画の策定も後押しする。

１２ 経産省　不公正貿易報告書　ルール・公平性重視を・・・米中貿易摩擦受け
　経産省は、「２０１８年版不公正貿易報告書」をまとめた。米国の国際ルールを無視した一方的な振る
舞いや、中国による市場歪曲的な措置の増加といった通商環境の変化を受けて、貿易摩擦の解決には
「ルール志向」と「公平性」が重要だと改めて指摘した。報告書を踏まえた同省の取り組み方針も決定し、
優先して対応する案件を掲げた。
　同報告書は、世界貿易機構（ＷＴＯ）など国際ルールとの整合性に疑義のある主要国の貿易政策や措置
を指摘し、改善を促すことが目的。１９９２年から毎年公表しており、今年で２７回目を数える。企業や
業界団体から寄せられた情報に基づき同省が作成している。今回新たに取り上げた案件は４ヶ国１０件。
中国が最も多い４件で、米国の３件が続く。残りはベトナムの２件、インドネシアの１件。
　同省として優先的に取組む案件としては、米国の鉄鋼・アルミ製品への輸入制限措置、中国の輸出管理
法案、インドのＩＴ製品への関税引上げなど１４件。このうち新規は６件。「二国間・多国間協議で解決」
「ＷＴＯ紛争解決手続きを開始」「ＷＴＯ勧告の早期履行を要求」の３段階に分類されている。

　６月２２日（金）
１ 石化協　品質不正防止へ指針・・・企業グループ全体で対策

　石化協は、品質不正防止のためのガイドラインを作成した。本社だけでなく、グループ全体で統一した
方針を策定して臨むとしたことがポイント。不適切な事業が発覚した場合は直ちに経営層に連絡するとと
もに、顧客や監督官庁、業界団体に報告することも求めた。会員企業への周知徹底を図るため講習会の
開催も予定している。
　ガイドラインは４項目で構成、冒頭品質保証体制の強化を目指し、グループが一体化して経営方針を
打ち出す重要性を強調した。一連の品質問題は、子会社で問題が発生した事例が多かったためで、トップ
が継続的な情報発信を行う必要があるともした。また、販売、製造、技術の各部門で品質に関わる情報を
共有する大切さも盛り込んだ。認識の不一致が不正誘発の原因の一つとの指摘があったため。データの
信頼性を保つために、検査結果を自動で記録・共有するシステムの導入も促す。
　特徴的なのは、不正が判明した場合の対応方針を掲げたことだ。対外的には顧客、監督官庁、業界団体
に報告することを明記した。法律違反があった場合は、即座に監督官庁に報告するともした。
　一連の不正問題をめぐり、これまでに日本伸銅協会、日本アルミニウム協会、日本ゴム工業会、日本化
学繊維協会が再発防止に向けたガイドラインをまとめている。

２ ５月主要石油化学製品生産実績　主要４樹脂輸出はＰＳを除き減
　石化協が２１日に公表した５月の実績によると、エチレン生産量は前年同月比６．８％減の４９万
９３００トンだった。国内２基が５月に定修入りし、定修が１基だった前年同月と比べ生産が減った。
稼働率は９７．３％で、９０％を５４ヶ月、実質フル稼働の９５％を３１ヶ月連続で上回った。



　出荷はＬＤＰＥが前年同月比で１％増、ＨＤＰＥは２％減、ＰＰは５％減であった。輸出も定修を受け
て各社が国内出荷を優先し低水準となった。

【１８年５月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

２ 大日本印刷のキャップ・中栓同時開栓注出口に「木下賞」
　大日本印刷の「ＤＮＰキャップ・中栓同時開栓注出口（液体紙容器用）」が日本包装技術協会が主催す
る「第４２回木下賞」（新規創出部門）を受賞した。中栓の開けにくさや液ハネ、中栓ごみなど中出口に
つきものだった課題を解決したことが評価された。本キャップは２０１７年１月に開発され、これまで
酒類メーカー５社に採用されている。

８ 酢酸エチル一段高に　足元１１００ドル、原料上昇に連動
　酢エチの市況が一段と上昇した。値決めの指標となる中国ＦＯＢ価格は５月から強基調となり、同月下
旬に１トン当たり１１００ドルをつけ、足元も１１００ドル前後を行き来している。原料の酢酸との連れ
高が要因。日本では海外市況の上昇を受けて、輸入品で１ｋｇ当たり８～１５円の値上げが発表された。
国内品も複数の企業が２０円の価格改訂を打ち出している。

８ エチレン用輸入ナフサ　５月は２０８８円高の４万４４０１円
　経産省がまとめた５月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は上昇に転じ、ドル建てで１
トン当たり前月比１８．０ドル高の５９８．４ドル、円建てで１ｋＬ当たり４万４４０１円（２０８８
円高）となった。為替レートは１ドル＝１０９．１円で前月比２．８円の円安。

１２ 中国で進む化学工場スマート化　政府が旗振り、成果着々
　中国の化学産業の製造現場において、ビッグデー
タ分析や、あらゆるものがネットにつながるＩｏＴ
を採り入れた「工場のスマート化」が進んでいる。
政府が旗振り役を担っており、コア設備やソフトウ
エアの現地サプライヤーも育ってきた。スマート
基地の標準化を進め、成功モデルを他地域へ転換し
ようという取り組みも緒に就いている。品質の安定
化や新製品開発の期間短縮につながるとして関心が
高まっている。
　中国では企業や化工園区でスマート製造の動きが
立ち上がっている。その背景にあるのが政府が１５
年５月に公表した産業振興策「中国製造２０２５」。
「情報と工業の融合深化」を主軸にしたスマート
製造の推進を標榜し、これに沿うかたちで工業情報
化部は同年７月、３８業種４６件のスマート製造試
験的モデルプロジェクトを開始した。
　３年経ちコア設備の国産化が進み、一部のシステ
ムやソフトウエアのサプライヤーなど１０億元
（約１７０億円）規模の企業も１０社以上育ってき
た。同部の汪宏設備工業司重大技術装置処長は
「体制の基礎ができあがってきた」と成果を強調。３年間で生産効率は平均３０％向上、コストも２０％
低減した。プロジェクト件数は８２業種２０６件まで広がっている。
　中国製造２０２５の目標はドイツの「インダストリー４．０」に追いつくことだが、工業情報化部の汪
処長は「現状は２．０か３．０にすぎない。ソリューションや設備などの需要を十分に満たせる企業が少
なく、インターネットのプラットフォームも脆弱。人材も不足している」と語る。
　同部は今後、海外経験をさらに導入して、市場ニーズに合わせた標準やプラットフォームの構築を進め
ていく方針。汪氏は「急ぐ必要はない。２５年までに結果を出せるよう産業ごとの実情に合わせて着実に
歩みを進めていきたい。スマート製造は伝統産業こそ効果を発揮するため、当面は旧態依然とした操業ス
タイルの工場や生産基地に変革を与えていく」方針だ。
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