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　７月９日（月）
１ クラレ　米に生産拠点・・・バイオマス由来バリア素材、食肉包装需要を開拓

　クラレは２０２０年をめどにバイオマス由来のバリアフィルム「プランテイック」の生産
拠点を米国に立ち上げる。北米最大手の食肉パッケージメーカーと提携し、本格普及への足掛
かりを得た。現在、市場の約８割を生産拠点のある豪州が占めるが、２０年までに食肉消費
大国で人口が１０倍以上の米国を最大需要地にしたい考え。バイオマス由来のバリア素材は
現状、プランテイックしかなく、世界各国で広がる環境規制、ＥＳＧ（環境・社会・統治）
投資の拡大によって欧米を中心に引き合いが強まっている。

１ 石化協　保安・安全確保に重点・・・森川新会長ら会見　情報共有を徹底
　石化協は都内で定時総会を開き、新会長に森川宏平（昭和電工社長）が就任した。新副会長
には越智仁氏（三菱ケミカルＨＤ社長）、鍋島勝氏（丸善石油化学社長）、田中公章氏（日本
ゼオン社長）を決めた。
　会見した森川新会長は「保全・安全の確保」「事業環境の基盤整備」「グローバル対応の強
化」の３つの重点項目を挙げ、「石化産業は社会・経済を支える重要産業。協会としてその
地位向上に貢献すべく諸活動に取り組んでいく」と述べた。
　グロ-バル対応の強化については、昨年札幌で開催されたアジア石化工業会議（ＡＰＩＣ）
で設置された環境分科会の定着に取り組むほか、「マイクロプラスチックや海洋プラスチック
問題といった共通課題の解決に向け各国・地域団体と協力して取り組んでいく」と述べた。
　特にマイクロプラ・海洋プラ問題については「プラごみを出さないことが重要であり、日本
はリサイクル等最先端の技術を有しており、存在感を発揮できるチャンス」と語った。

７ 中国廃プラ輸入禁止　国内処理に舵、新たな商機
　３Ｒプラスチック・・・環境意識が急速に高まる中国で昨年末、家庭から出る廃プラの
　輸入禁止の措置が取られた。日本からの廃プラの最大の輸出先、それが中国だ。これを
　受け国は今月、廃プラ処理を強化する方向に舵を切った。廃プラ処理業者の増設投資を
　支援することに。
　　大阪で来年開催予定のＧ２０でもこの問題が議論される見通しで、再生プラ業界の
　関係者は固唾をのんでその行方を見守っている。
　　日本から中国に持ち出されてリサイクルされている廃プラ量は年１２０万㌧。国内の
　廃プラ総量は年９００万㌧、燃料などとして焼却するサーマル処理も含め年２４０万㌧
　程度がリサイクルされているが、半分が中国にわたっているのだから、今後、国内の
　再生プラ業界に及ぼす影響は計り知れない。
　　環境省は日本に滞留する廃プラの急増を懸念し、今年度１０億円の予算を組み、増設
　投資の半額を補助する方針を打ち出した。
　　しかし、再生プラとバージン樹脂価格の拮抗で低収益に悩まされてきた再生業者は、
　廃プラが入手できなくなった中国のリサイクル業者が日本に乗り込んで再生プラ事業を
　始める動きもあり、予断を許さない状況にあるという。

　全日本プラスチックリサイクル工業会　植田常幸　会長・・・循環型社会へアピール
　日本プラスチック有効利用組合　平野二十四　理事長・・・「心臓産業」へ進化

８ ・近江物産：再生技術磨き新境地へ、海外への挑戦も視野に
・パンテック：海外提携先開拓に注力、環境対応を徹底監査
・永興物産：コンパウンドと両輪で、配合技術などを駆使
・石塚化学産業：顧客に最適材料を提供、投資計画を上方修正
・再生コンパウンドに力、バンパー向け品質向上

９ ・いその：廃車ＰＰ再生事業を構築、新品に肉薄する品揃え
・タイボー：一気通貫体制を強化、効率向上へＩo Ｔ導入
・パナ・ケミカル：東南アジアで販路獲得、“資源プラ”普及に全力
・川瀬産業：ポリ容器再生の輪拡大、全国の廃液業者と提携　

　化学業界は循環型社会の実現を目指し環境経営を加速している。そうしたなか、薬品を保管、
輸送する樹脂製容器の適正な処理が大きな課題になっている。大阪府貝塚市の川瀬産業は、
そんなポリ容器リサイクルのプロ集団として顧客ニーズに的確に応え、年々業績を拡大してい
る。同社が目指すのは容器リサイクルの全国展開だ。２０１１年に第２拠点を静岡県磐田市に
建設。昨年、千葉、埼玉、茨城、愛知県の同業４社と提携し、現地の物流業者の参画も受け
容器リサイクルの全国ネットの構築に本腰を入れている。
　様々な薬液が残存しリサイクルが難しい廃ポリ容器の洗浄、粉砕に精通していることが最大
の強みだ。「当社が将来、目標に据えているのが化学容器リサイクルの『地産地消』だ。容器
や再生樹脂の移動距離が減ればＣＯ２削減にもつながる。九州等西日本地区にも展開したい」
という。
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　７月１０日（火）
２ 社説・・・自動化で解決　物流業界の人手不足

　日本の物流業界で深刻化する人手不足への対策が急がれている。少子高齢化で中長期的国内
における労働力人口の減少は避けられない。一方で、小口多頻度輸送や日時指定配送の増加等
で、これまで以上に人手が必要な状況になってきている。こうしたなかでロボットやＡＩの導
入による業務の自動化、効率化は有効な手段となる。
　国際輸送大手のＤＨＬは先ごろ、ＩＢＭと共同で「物流業務におけるＡＩの活用」に関す
る報告書をまとめ公表した。ＡＩは、音声アシスタント機能として急速に普及するなど、既に
消費者に広く浸透しつつある。産業界でも、多くの業種で日常業務にＡＩを導入しており、技
術的な進歩により物流業界でさらなる応用も可能になってきた。
　ＡＩの導入は、これまでの受動的オペレーテイングモデルから能動的・予測的モデルへのパ
ラダイムシフトを実現する可能性を秘めているという。例えば最新の画像認証技術で荷積・輸
送状況を追跡することで、自動的な一連の輸送・輸送量の変動を事前に予測可能となる。
人間の能力を増強すると同時に定型作業を省くことで、より付加価値のある業務に人的資源を
振り向けることができる。
　米国ではロジステイックス業界でＡＩやロボットの導入が進んでいる。これに対し日本の
物流業界は、自動化への取り組みが遅れていると言わざるを得ない。その理由について事業用
不動産サービスのＣＢＲＥは「日本の物流現場のスタッフは賃金が米国に比べ安価なことが
原因」と分析。倉庫内作業を例にとると、日本の作業員はスキルが高いにも関らず、平均時給
は米国より１３％低い。更に日本の全業種の平均時給との比較でも２３％低いというデータが
ある。安価で優秀なワーカーを採用できる日本の物流業界においては、自動化投資の効果が
得られにくいという訳だ。とはいえ労働力不足は一過性のものではなく、構造的な問題だ。
日本の生産年齢人口は１９９５年の８７００万人をピークに減少を続けている。２０１７年に
は７６００万人、さらに３０年までに７００万人減少するとみられ、労働力の確保は先行き一
段と厳しくなどことが予想される。自動化への投資と合わせて、賃上げを含めた作業員の待遇
改善を急がなければならない。

１１ 企業・自治体主導イニシアチブ・・・脱炭素化で背明きリード
　気候変動対策に積極的に取り組む企業や自治体、市民団体等、国家以外の多様な組織による
ネットワーク「気候変動イニシアチブ」が立ち上がった。各組織の活動を、日本全体を動かす
社会運動へと発展させる。世界へ取り組みを発信し、脱炭素化で日本を世界のリーダーへと
引き上げる。
　６日都内で会見した代表呼びかけ人の末吉竹郎国連環境計画・金融イニシアテイブ特別顧問
は「日本でも多くのノンステートアクターズ（非国家主体）がパリ協定の実現に向けて熱心に
取り組んでいる。にもかかわらず、発信する場がないため、海外から公正な評価をされていな
い。こうした状況を打破するプラットフォームを作りたいという思いが強くあった」と設立の
趣旨を述べた。
　ＣＤＰジャパン、自然エネルギー財団、世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパンが事務局を
務める。企業、金融機関、自治体、研究機関、ＮＧＯなどを対象に参加を募る。現在１０５団
体が参加、秋までに１０００団体近くまで増やしたい考えだ。会費はない。
　１０月に先駆的な取り組みを進める企業の代表や、自治体の首長などの参加により都内で
「日本気候変動アクションサミット」を開催する。また、気候変動対策の強化に向けて政府と
の対話を推進する。９月に米国で開催されるグローバルクライメートアクションサミットや
１２月にポーランドで開かれるＣＯＰ２４、日本が議長国になる２０１９年６月のＧ２０等の
機会をとらえ、日本の取り組みを世界に発信していく。

１２ 米中　追加関税の応酬・・・日系、車・電材への影響懸念　サプライチェーン見直しも
　米中の貿易摩擦が、両国が高関税を掛け合う貿易戦争に突入した。知的財産の侵害を理由
にトランプ米政権は６日、中国からの輸入品３４０億㌦（約３兆７４００億円）分に２５％の
追加関税をかける制裁に踏み切り、中国も同規模の報復措置に動いた。
　日系化学企業への直接の影響は限定的とみられるものの、好調な収益を支えてきた自動車や
電子材料事業の拡大に冷や水を浴びせかねない。衝突の長期化は企業活動を停滞させ、中国
経済の減速リスクも高まる。
　両国は互いに歩み寄り、結局はどこかで妥協点を見出すはず。制裁発動は必ず回避される
―。在中日系化学企業や商社の幹部の多くはこの間、こう口を揃えていたが、事態はそう上手
くはいかなかった。
　米政権は中国からの輸入品５００億㌦（約５兆５０００億円）分に２５％の関税を上乗せす
るとし、第１弾として６日に８１８品目、３４０億㌦分への制裁を発動。電子部品やハイテク
製品等産業振興策「中国製造２０２５」で掲げる重点品目を狙い撃ちした格好だ。中国も自動
車や大豆、食肉等５４５品目への関税で報復に出た。
　米国は早ければ８月にも第２弾となる１６０億㌦分の関税措置を講ずる模様だ。ここには
ＰＥ、ＰＣ，ポリウレタン、樹脂製ホース等化学品や樹脂製品も含まれる。中国も化学品や
エネルギー関連の製品で対抗する構えで、商務部によれば、エチレンやプロピレン等の基礎
化学品をはじめ、潤滑油などの石油製品も含まれる。
　日系化学メーカーへの直接の影響は軽微とみられており、該当する製品はそれほど多くは
ないとみている。業績への影響は限定的との見方が多い。
　ただ、グローバルに複雑に絡み合うサプライチェーンがどこかで寸断され、思わぬ余波が
及ぶ可能性は否定できない。制裁対象に入っていない製品でも、一部の在中日系メーカーか



らは「米国から輸入した添加剤などが通関で通常の倍の期間、不当に留め置かれるという嫌
がらせを受けた」との声が聞かれ始じめている。
　中国人民銀行は、米中が互いに５００億㌦の関税を掛け合った場合、中国の経済成長率を
０．２ポイント押し下げる可能性があるとの試算を出しており、衝突が長期化すれば世界経
済にも大きな打撃となる。在中日系企業の総経理は「中国政府が輸出保護のために元安誘導
する可能性が高く、急激な為替変動が進めば再び原材料高等を招き、地道に積み上げてきた
利益が一瞬で吹き飛ぶ」とため息混じりに話す。
　貿易戦争が早期に終息したとしても、中国政府は通信機器大手、中興通訊（ＺＴＮ）への
制裁なども教訓に、「各製品の内製化をこれまで以上に進めるだろう」とみる向きが多い。
　今回の米中衝突は、日系企業が中長期的視点からサプライチェーンを見直す大きな契機と
もなりそうだ。

　７月１１日（水）
１２ ＢＡＳＦ　広東省に統合生産拠点・・・独資で１．１兆円投資、エチレン１００万ﾄﾝ規模

　ＢＡＳＦは、約１００億㌦（約１兆１１００億円）を投じて中国広東省に化学プラントの
拠点「フェアブント（統合生産拠点）」を独資で建設する方向で検討に入った。同社にとって
過去最大の投資案件になる。エチレン年産１００万㌧規模のスチームクラッカーを軸に、誘導
品として樹脂やスペシャリテイ品などを生産する。最初のプラントを２０２６年までに立ち上
げ、３０年までにコンプレックス全体を完成させる。中国では南京に続き２番目になるフェア
ブント拠点を成長著しい南部地域に配置し、自動車や日用品、エレクトロニクスをはじめとす
る消費財の需要を取り込む。
　計画の具体化に向け、ＢＡＳＦは広東省とノンバインデイング方式（法的拘束力を持たない）
の覚書を締結した。ＢＡＳＦにとって経営・事業方針の根幹であるフェアブントを中国に２カ
所持つことで、中国市場を重視する姿勢を鮮明にした。また、独資による計画という点では、
これまでの現地パートナーとの合弁とは異なり、投資判断や事業展開の柔軟性をより高める
狙いがあるとみられる。

　７月１２日（木）
２ 社説　石油業界は化学とともに大胆な絵を

　出光興産と昭和シェル石油が来年４月に経営統合することで合意したと発表し、ようやく国内第２位の
石油会社設立へこぎ着ける見通しとなった。これで国内の石油元売りは、昨年４月の統合で国内燃料油
シェア５割超を持つトップ企業となったＪＸＴＧグループと、独立路線を選択したコスモ石油グループを
加えた大手３社体制へと移行する。再編の動きが一段落することから、石油業界が川下の石油化学を巻き
込んだコンビナート再構築の検討に入るか、今後が注目される。
　石油業界は近年、主力の燃料油の需要減少スピードが加速するなかで、新天地を求める海外展開の推進
と、電力事業をはじめとする非燃料油事業への多角化を進めることで生き残ることを模索してきた。これ
が統合という業界再編の原動力となってきた。
　一方石油化学業界は２０１５年以降に三菱ケミカル、住友化学、旭化成ケミカルズがそれぞれ１基の
ナフサクラッカーを停止し、国内の生産能力を削減する強化策を実施したが、さらなる競争力の強化の
ためには原料を供給する石油業界との密接な連携が不可欠になっている。しかし出光と昭和シェルの統合
計画が足踏みし、今後どこの石油精製設備が停止されるのかも確定していないといった状況にあったため
新たな計画を練るにも「石油業界の再編待ち」という格好になった。
　石油化学は、グローバルに見れば、今後もＧＤＰ成長率を上回る需要の伸びが続く成長産業であり、
その需要を取り込むべく中国、韓国などの近隣諸国のほか米国、東南アジア、中東産油国などで拡大投資
計画が林立している。このため日本の石油化学コンビナートは、さらなる国際競争力の強化が不可欠であ
り、設備の老朽化問題をクリアするための解決策も必要ｎなっている。
　石油業界は石油精製・販売事業の生き残りを模索する一方、川下の石油化学を含めた構造改革には消極
的だったと言わざるをえない。待ったなしの状態に置かれた本業の再編を優先させてきた結果だといえる



が、今後は石油化学を巻き込んだ一段深い構造改革について、化学業界とともに検討に入ることを期待し
たい。とくに両業界で複数企業が拠点を有する地区においては、新時代を生き抜くための大胆な絵を描く
べきだ。

２ 三井・デュポンポリケミカル　エチレン系ポリマー特殊品率６０％射程に
　三井・デュポンポリケミカルは、中期計画の前倒し達成を目指す。エチレン系特殊ポリマー製品群は、
食品包装や日用品用途を中心に需要が高まっており、２０２０年度の目標としていた設備稼働率９５％を
今年度にも前倒しで達成する。三井化学と共同で環境対応の水性接着剤を開発するなど競合品と一線を
画す差別化戦略を加速し、今年度中にも特殊品比率を６０％まで引き上げる。また今年度を「設備再生
計画の元年」と位置付け、毎年数十億円を投じ抜本的な設備更新と新規設備の導入を行う考えだ。
　エチレン系特殊ポリマー大手の三井・デュポンポリケミカルは、三井化学とデュポンの合弁会社として
１９６０年に設立され、６２年に大竹工場、６７年に千葉工場の操業を開始している。超高圧技術を駆使
し、ＬＤＰＥや各種エチレン系特殊ポリマーを生産・販売しており、千葉工場にはテクニカルセンターを
構え、ユーザーとの共同開発など開発の中核拠点と位置付け取組みを強化中。
　テクニカルセンターには各種成形機・試験機を複数設置しており、食品・飲料メーカーや包装材料メー
カーなどとの共同開発に力を注いでいる。高速ラミネーターはセミコマーシャル規模の大型機を配置ずみ
だ。食品包装では、ハイミランを用いた真空スキンパック包装は、食材を選ばず包装でき破れない特徴が
あり、フードロス削減などの役立つ。また、クリエーターと共同で二室分離包装材を開発するなど、包装
分野の開発で豊富な実績を積み上げている。
　新製品開発では、同社製品と三井化学の技術を組み合わせ環境対応の水性接着剤を共同開発。食品や
医薬品の包装向けに最適として採用を増やしている。工業用途では、新しい半導体製造に適した工程フィ
ルム等の開発を進めている段階。
　こうした取り組みが奏功し、主力製品の需要が増加。紺エンド中に稼働率９５％達成を目指す。これと
並行して差別化を加速し特殊品比率を６０％まで高める。

１１ ＮＥＤＯ　ＡＩシステム開発促進・・・ＶＢ・大企業連携支援
　新エネルギー・産業技術総合開発
機構（ＮＥＤＯ）は、ＡＩベンチャ
ーと大企業との連携による人工知能
（ＡＩ）システムの開発と事業化に
向けた取り組みを支援する。このほ
ど開発テーマを採択した。ＡＩベン
チャーが持っている先端的な技術と
大企業が持つ工場や店舗などの現場
で取得される多様なデータを組み合
わせて、高度なＡＩシステムの開発
を促進する。
　政府が示す新しい産業のあり方で
ある「コネクティド・インダストリ
ーズ（ＣＩ）」の具現化が狙い。
ＣＩの重点分野に沿って、「自動走
行・モビリティサービス」「ものづ
くり・ロボティクス」「バイオ・素
材」「プラント・インフラ保安」
「スマートライフ」の５分野から
採択した。
　従来は各種システム向けに単独で
使われていた多様なデータを組み合
わせて活用する高度なＡＩシステム
の開発と、その事業化を目指して、
大企業での実証と導入を推進する。
助成先とテーマは今後追加する。
　２０１７年度の補正予算に盛り込
まれた「ＡＩシステム共同開発支援
事業」で、助成金は総額２億円以内。
ベンチャー企業が必要とする費用の
一部を補助することにより、潜在力
が十分に発揮できる環境を整える。

１１ 環境省　中小向けＳＤＧｓガイド発行
　環境省は6/28に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）活用ガイドを発行した。ＳＤＧｓについて特別な
取り組みを行っていない、あるいはＳＤＧｓに関心を持ち何か取り組みを始めたいと考えている中小規模
の事業者を主な対象としている。本編では、企業を取り巻く社会の変化やＳＤＧｓをめぐる国内外の動き
などを紹介するとともに、ＳＤＧｓに取り組むための具体的な方法を示した。⇒連合会ＨＰに掲載



　７月１３日（金）
２ 社説　外環道延長がもたらす物流の効率化

　先月２日に東京外かく環状道路（外環道）三郷南インターチェンジ（ＩＣ）～高谷ジャンクション
（ＪＣＴ）間が開通・延伸したことで、首都圏を中心とする物流の大幅な効率化に期待が集まっている。
なかでも第１石油類（消防法危険物分類）を積載した車両が通行可能なことから、危険物を取り扱う化学
品物流各社の注目度は高い。タンクターミナルや物流センターが多く集まる千葉湾岸エリアから関東各地
への輸送効率が大幅に向上するとともに、課題なっているドライバーの負担軽減にもつながるなど、
今後の化学品物流に大きなプラスの効果を与えることと思う。
　今回の開通により、東関東自動車道、常磐自動車道、東北自動車道、関越自動車道の４つの放射道路が
接続。都心部を通らずに千葉湾岸エリアから関東各地にアクセス可能となり、環状道路のメリットが、さ
らに発揮される。また高谷ＪＣＴは成田・羽田両空港のほぼ中間に位置し、利便性も高まった。これに伴
い物流会社は、千葉湾岸エリアに倉庫やタンクの新設等を行っている。
　一方で近い将来、物流施設が供給過多となり、需給バランスが崩れるとの見方もある。ただ、今回の
外環道延伸を機に、急務となっている物流業界全体の効率・生産性が改善されるのは確実。労働力不足の
解消にもつながることを期待したい。

２ 三井化学－出光　千葉でＣ3高純度化・・・ＰＰ大型新設備向け
　三井化学と出光興産は共同で、千葉地区にプロピレン（Ｃ3）の高純度化設備を建設する。両社のポリ
オレフィン合弁プライムポリマーが２０２１年にＰＰのビルド・アンド・スクラップ（Ｂ＆Ｓ）を実施す
る計画で、高品質グレードの大型設備を新設する計画。両社では２０年をめどにプロピレンを精製・高純
度化するスプリッターを新設し、この高品質ＰＰ向けの原料として供給するほか、付加価値を高めたポリ
マーグレードプロピレン（ＰＧＰ）として輸出も拡大する考え。両社は千葉地区でエチレンセンターを
共同運営するなど協業を深めており、今回もこうした戦略の一つ。
　両社は０４年に千葉地区での包括提携を開始。１０年にはそれぞれ有するエチレンセンターを共同運営
する有限責任事業組合（ＬＬＰ）を設立するなど提携関係を深めている。
　三井化学市原工場は、ＰＰやフェノール、エラストマーなどＣ3誘導品を多く生産しており、自社のエチ
レンセンター（エチレン年５５万３０００トン能力）から生産されるＣ3だけでは不足。隣接する出光から
流動接触分解装置（ＦＣＣ）プロピレンを需給するなど購入ポジションにある。さらに２１年にはプライ
ムポリマーが高品質のＰＰを生産できるＰＰ大型設備を建設する計画なので、量の確保のみならず純度の
高いプロピレンを安定需給する必要がある。
　Ｃ3スプリターを共同で建設することで、三井化学にとってはＰＧＰを安定して確保でき、出光にとっ
てはＣ3の高付加価値化を図れる利点があるほか、純度の高いＰＧＰとして輸出を拡大できる利点もある。

１４ 広東省　ＶＯＣ、２０年に３割減・・・汚染企業淘汰も
　広東省はこのほど、ＶＯＣの処理と排出削減に向けた２０２０年までの３カ年行動計画を策定した。
ＶＯＣ排出を伴う投資を抑制し、生産プロセスや生産時期の分散など総合的な対策を講じる。合成樹脂や
合成ゴム、塗料などの化学産業においても抜本対策を図る。２０年までに汚染企業を淘汰し、ＶＯＣ排出
量を３０％以上削減する目標を掲げた。
　広州市や深圳市や仏山市など石油化学をはじめとした産業が集積する都市を重点に、ＶＯＣ排出を厳格
に管理し、低（無）ＶＯＣ材料やプロセス技術開発を促進する。
　化学や素材産業に対しては環境汚染企業の淘汰を主眼に置き、当該企業には用水や電力を供給せず、
原料や製品、施設を没収する「二断三清」を徹底。１９年末までに各市におけるＶＯＣ汚染企業の整理の
取り組みを完成させる。
　また、石化や化学、包装・印刷、工業塗装の産業でＶＯＣを排出する建設プロジェクトを制限し、新設
のＶＯＣ排出企業は園区へ入居させる。環境影響評価を厳格化する。
　企業の生産ピークも分散し、夏秋などオゾンの発生しやすい時期は生産制限や停止を図る。生産プロセ
ス改善や設備の改造でＶＯＣ原料や排出も抑制する。ＶＯＣ含有量の低い材料や製品の使用を促進したり
関連する溶剤や添加剤の使用も削減する。また、生産設備の密閉化や自動化など、プロセス改善による
汚染対策も促進。ＶＯＣ排出管理やオンラインモニタリング監視体系も整備していく。


