
【８月６日（月）～８月１０日（金）】
　日本ポリエチレン製品工業連合会

松井、美濃田
「化学工業日報」を一週間単位でまとめた抄録記事である。
日付の欄の下の頁（　）は当日のページを表す。
出展：化学工業日報（発行所：化学工業日報社）

　８月６日（月）
１ 化学大手８社　４－６月期・・・営業増益3社に止まる　７－９月期以降巻き返し

　化学大手８社の２０１８年４－６月期業績が出揃った。８社とも増収になったが、営業　
増益は３社に止まった。全般的に化学品の需要は堅調で販売数量は伸びたが、スマート
フォン向けなど一部の電材が伸び悩んだほか、ナフサ等原料価格上昇に対し製品値上げが
追い付かなかった。７-９月期以降は製品値上げで利益を取り返すとする企業が多く、通期
業績予想を下方修正した企業はない。米国のPVC事業を中心に信越化学工業の好調ぶりが際立
っている。

【化学大手の２０１８年４－６月期業績（上段）、１９年３月期予想】
（単位：億円、％）

1 森川宏　石化協会長・・・続く活況　課題への対応、規模でない土俵で勝負
　日本の石油化学産業は活況の最中にいる一方、人材不足などへの対策も重要な時期に来て
いる。米中貿易摩擦の激化、海洋を漂流するプラスチックごみ等新たな懸念材料や国際的な
課題も浮上する。
■・・・石化産業は好況が続いています。
「石化製品の需要は中間所得層の増加といったファンダメンタルな部分で拡大している。供給
側の投資、地政学的リスクが及ぼす影響に注視が必要だが、石化需要は今後もしばらくは堅調
な伸びが続くだろう」
「日本の石化産業は過去に過剰設備の解消と高機能分野への転換を図ってきた。石化需要の大
部分を占めるのは包装資材等消費財だが、消費財の旺盛な需要が供給側の増産分をうまく吸収
し、日本が得意とする高機能分野はあまり浸食されず市場拡大が取り込めている」
■・・・米中貿易摩擦の激化といった新たな懸念材料も浮上しています。
「貿易摩擦は石化分野に限って言えば良い影響は出ないだろう。例えば、米シェール陣営も中
国を最大市場と捉えているはずで、貿易摩擦が長引けばシェール由来のPE等が行き場を失い、
他の市場に流れて影響を及ぼす可能性はゼロではない」
■日本の石化産業が目指す方向性や取り巻く課題への対応策は。
「この１０～１５年かけて機能性や付加価値の高い製品の拡充に取り組んできたが、その方向
性はあるべき姿として変わらないだろう。設備老朽化への対応だが、日本の石化プラントは
安全・安定操業を目指して今日にいたるまで必要な手を加えてきている。行き届いたメンテナ
ンスがこれだけの連続運転を可能にしており、それを続けていく限り設備の足腰は強化できる。
日本は規模でない土俵で勝負すべきだ」
「メンテナンス工事に携わる熟練工や社内の経験豊富はベテラン作業員が減っている事実は認
識しなければいけない。一方、これまで熟練者の耳や目に頼ってきた仕事を補完できるAIや
IoT、ビッグデータ等のツールは時代と共に揃いつつある。石化プラントの安全・安定操業の
継続に向けて、こうした技術を十分に活用していくことが重要だ」
■・・・海洋プラスチックごみが国際問題となっています。
「どんな製品にもベネフィット、リスク両方の側面がある。プラスチックも同様で、例えば
包装容器として食品の廃棄抑制や疫病の防止に役立つなど社会に貢献している事実は変わらな
い。一方、今回浮上したプラスチックのリスク面から目を背けるべきではない。冷静な目で
本質的な解決策を探る為に、まずはファクトをしっかりと把握することだ」
■・・・マレーシアで８月に開催予定のアジア石油化学工業会議（APIC）では、昨年に引き

2018/8/10

37.3
2,700 1.415,000 4.1 8.7

29.1 737

-16.4 76 -23.3
670

0.6 69

信越化学
3,836 14.1 954 28.7 994

3,600 6.9 3,700

6.4 440 -12.4 455 -10.3

16.3

305 -3.7

5.6
-5.3

6.5

宇部興産
1,690 5.9 61 -32.8 102

積水化学工業
2,418

7,400

-15.3
3.4 94 -253 116

11,680 5.5 1,020 2.8 1,000

281
8,500 3.3 1,100 -15.8 1,120

1.6

760 -14.4

800 11.8

東ソー
2,043 7.3 247 15.5

11.0 234 3.4

18.9 191
14,900 12.2 1,060 2.4 1,120

三井化学
3,562 15.3 263 -3.4 314

-11.3
24,900 13.7 2,400 -8.6 - - 1,300 -2.8

1,400 -17.8

住友化学
5,489 8.1 482 -9.9 - - 300

21,550 5.5 1,900 -4.3 1,990 -6.4

-13.1

旭化成
4,897 9.1 487 26.5 517 25.7 364 21.1

- 581 21.8
39,300 5.5 3,550 -6.7 - - 1,840

前年同期比 前年同期比

三菱ケミカル
9,419 4.9 928 -2.7 -

売上高 営業利益
前年同期比 前年同期比

経常利益 純利益



続き環境分科会が開かれます。
「海洋プラスチックごみ問題にアジアがしっかりとした対応を取る姿勢を国際社会に示すこと
が重要になる。その中で、日本として世界トップレベルのリサイクルやトレーサビリテイー
の事例を紹介し、こうした仕組みが構築できることを広くアピールすべきだろう」

２ 社説・・・原料価格上昇が影落とす樹脂加工品
　汎用樹脂の値上げが樹脂加工メーカーの業績に影を落とし始めている。
樹脂加工メーカーからは、「７－９月はＰＥの値上げの打診があり、製品値上げに踏み切らざ
るをなくなった。材料費、物流費、人件費が上昇しているが、製品価格への反映は難しく、
厳しい状況にある」といった声がある。原油価格は今年４月から上昇に転じ、ナフサ市況も上
値を追う展開となった。今年第１四半期に１キロリットル当たり４万７９００円だった国産ナ
フサ価格は、第３四半期には５万５０００円以上に高騰するとの見方が強い。
ＰＥ等の汎用樹脂の値上げも広がっている。最大手の日本ポリエチレンに続いて６月４日に
プライムポリマーが値上げを表明。６日には東ソーが打ち出した。
　原料価格の上昇による最終製品の値上げも進めば、物価の押し上げ圧力が強まるが、悪性イ
ンフレに向かう可能性もある。大手企業の賃上げは進んでいるようだが、個人消費の増大に
繋げるためにも中小企業の賃金アップ、年金・介護といった老後の不安解消、教育費の低減と
いった課題を解決するような政策が求められる。
　人手不足に関しては、経営上の問題点として「人件費高」「採用難」「技能者不足」「人材
育成」等課題は多い。今夏は酷暑のなかで、厳しい作業条件を強いられる現場もあろう。働き
方改革が求められる中、行政も含めて知恵を出し合う必要があろう。
　更に最近注目され始めているマイクロプラスチック問題が気になるという意見もある。
方向性を誤らないよう、産官学が一体となって解決策を見出していくことが肝要になる。

３ 東洋紡・・・９月１日出荷分からＯＰＰ等３００円値上げ
　東洋紡は９月１日出荷分から包装用フィルムを値上げする。１連当たりの上げ幅は、２軸
延伸ポリプロピレンフィルム（２０マイクロメートル換算）、無延伸ポリプロピレンフィルム、
直鎖状低密度ポリエチレンフィルム、２軸延伸ナイロンフィルム（１５マイクロメートル換算）
がそれぞれ３００円、２軸延伸ポリエステルフィルム（１２マイクロメートル換算）が２００
円。
　原油・ナフサ価格の上昇に伴い各フィルムの原料も値上がりしている。加えて燃料費、設備
維持費等も上昇し、製造コストが増している。自助努力で吸収するのは困難となり、安定供給
を果たすため価格改定を行うことを決めた。

１２ 独ＡＰＫ　混合プラ　リサイクル・・・欧州でネットワーク拡充　ＭＯＬグループと提携
　欧州で混合プラスチックのリサイクル事業のネットワークが広がっている。独自のリサイク
ル技術を持つ独ＡＰＫを軸にしたもので、同社は新たに石油・ガスや石油化学事業を展開する
ハンガリーのＭＯＬグループと戦略提携を結んだ。ＡＰＫはＤＳＭとの提携を決めたばかり
で、サーキュラー・エコノミー（循環型経済）への貢献に向けて、混合プラスチックのリサイ
クルをめぐる動きが一段と活発になっている。
　ＡＰＫの独自技術は「Ｎｅｗｃｙｃｌｉｎｇ」。混合プラスチックをこれまで困難だった
バージン樹脂に匹敵する品質の再生樹脂にリサイクルできる。現在、本拠を置く独ライプチヒ
近郊のメルゼブルクに新たにプラントを建設中。今回の戦略提携の第一弾として、ＭＯＬはこ
の新設プロジェクトを支援する。これ以降の提携については今後、詰めていく。
　ＭＯＬは石化事業の強化を目指し２０３０年までに約４５億㌦（約５０００億円〉を投資す
る長期計画を進めている。長期計画では、リサイクル事業で中・東欧における主導的なポジ
ションの確保を目指しており、ＡＰＫとの戦略提携は、この目標を実現する為の一環となる。
一方、ＡＰＫは中・東欧を将来の有望市場と判断、ＭＯＬと手を組むことにした。
　ＡＰＫは７月、食品の包装に使う多層フィルムのリサイクル事業でＤＳＭと提携している。
この提携ではＰＥとポリアミド（ＰＡ）６を使った多層フィルムのリサイクルを目指している。
使用済み多層フィルムをリサイクルし、再び食品包装向けの多層フィルムに使うことができる
品質を持つＰＡ６等を産出すること。
　ＡＰＫは、ドイツ以外にも独自技術を用いたリサイクルプラントの建設を検討している。
２５年までに欧州と南アジアを対象に検討していく見通しで、こうしたプロジェクトを進める
ために新たな提携を模索するものとみられる。

１２ 上海市　ごみ分類を本格化・・・リサイクル率の向上も
　上海市は今年４月に発表した２０２０年までの「上海市生活ごみ分類体系建設行動計画」の
概要について記者会見し、上海市の市民や企業、工場などに対して意識向上を促がした。
　上海市は２０００年から生活ごみの分類・リサイクルでパイロット事業を実施。その実績を
踏まえて２０年末までに市内のビルや事業所、工場などで分別廃棄を義務付け、生活ごみにつ
いても分類制度をしない全域で徹底普及させる方針。
　こうした施策に対応し、上海市における生活ごみの総合的な処理能力を日量約３万㌧に引き
上げ、植物残渣など資源化が可能な生ごみの利用も日量７０００㌧を目標にする。また生活
ごみのリサイクル率を３５％程度に高める考えだ。
　向こう３年間で市内にある１万７０００箇所の分類ごみ箱やごみ集積場を改良。生ごみ収
集車を新たに９００台以上、有害ごみ専門の特殊収集車両も１６台導入し、市内で４１カ所に
ごみ集積のための中継施設を整備する。
　上海市が本格的なごみ分類収集に乗り出すことで、ごみのエネルギー化、資源リサイクル分
野で新たな事業やビジネス機会が創出されそうだ。



　８月７日（火）
２ 丸善石化　ナフサ分解炉を刷新・・・大型炉導入し効率化

　丸善石油化学は６日、エチレン設備の心臓部に当たるナフサ分解炉を刷新すると発表した。
千葉県市原市にある自社のナフサクラッカーが予定する２０２０年の定修に合わせて工事する。
　設備の高経年化でメンテナンス費用が増加する傾向にあり、大型投資で生産性を高め、石油
化学コンビナート全体の競争力強化を狙う。原料のナフサを分解する生産能力が年７万５千㌧
の大型炉を２基新設し、既設全２０炉の内、小型炉２基を停止し、４基は予備炉とする。
投資額は数十億から１００億円規模。千葉工場のナフサクラッカーの生産能力は、定修年４８
万㌧、非定修年５２万㌧で、変わらない。

３ 大日精化　CO2原料のHPU利用・・・インキ・コート剤開発、環境性能を全面に
　大日精化工業は、ヒドロキシポリウレタン（HPU）樹脂を採用したインキとコーテング剤を
開発した。二酸化炭素を原料とするHPUは同社独自を戦略素材。用途開発の一環としてメイン
樹脂に採用した。
　インキはメチルエチルケトン（MEK）とトルエンフリーの溶剤組成で、側鎖に水酸基を有す
るHPUにより耐溶剤性も良好。コーテング剤はフィルムへ塗工すると優れたガスバリアー性を
発揮する。環境負荷低減を実現する機能製品として提案を本格化していく。

１４ グンゼ・・・９月１日出荷分からＯＰＰ３００円値上げ
　グンゼは、９月１日出荷分から２軸延伸ポリプロピレンフィルム（ＯＰＰ）を値上げする。
改定幅は、１連当たり３００円。
　原料樹脂メーカーから値上げの申し入れを受けている。生産効率向上などによる経費削減を
推進してきたが、原料や物流等のコスト上昇分を自助努力で吸収することが困難となり、価格
改訂を決めた。

１５ パリ協定　政府、有識者懇談会立ち上げ・・・長期成長戦略策定へ
　政府は３日、パリ協定締結国が求められている「長期低排出発展戦略」の策定に向けた有識
者懇談会の初会合を開催した。「これまでの常識に捕らわれない新しい政策の方向性」（安倍
晋三首相）の提示を求め、気候変動対策での日本のリーダーシップにつなげる。日本が議長を
務める来年のＧ２０開催までにまとめる。
　立ち上げたのは「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会」（座長
北岡伸一国際協力機構理事長）。産業界からは、中西宏明経団連会長、内山田竹志トヨタ自動
車会長、進藤孝生新日鉄住金社長が加わった。
　会合の冒頭、安倍首相は「もはや温暖化対策は、企業にとってコストではない。競争力の
源泉だ。わが国も日本企業の強みをを生かしながら従来の延長線上にないイノベーションを創
出し、わが国経済の力強い成長につなげていく発想が必要だ。こうした観点から、パリ協定に
基づく長期戦略の策定に向けてこれまでの常識に捕らわれない新しい政策の方向性をご提言い
ただきたい」と挨拶した。
　政府は２０１６年に、５０年の温室効果ガス８０％削減を掲げた地球温暖化対策計画を閣議
決定している。今年度改定されたエネルギー基本計画でこの目標は踏襲された。このほか環境
省による長期低炭素ビジョン等、長期的な気候変動対策の方向性を示す複数の文書がまとめら
れているが、今回の有識者懇談会の議論はこれらに拘束されない。
　パリ協定において、すべての締結国は温室効果ガスの排出を抑えた長期の成長戦略を策定し
２０年までに提出することを求められている。
　形式は各国の裁量に任されているが、主要国は政策決定ではなく「ビジョン」を示し、具体
的な政策については別途検討することにしている。Ｇ７の中では、日本とイタリア以外は既に
提出している。

【主要国が提出した長期目標とエネルギー部門の姿】

１５ 経済財政白書　「イノベーション適応力低い日本」・・・人材投資・企業代謝が課題
「日本はイノベーションへの適応能力が低い」－。２０１８年度の経済財政白書がこう指摘し
た。欧米企業に比べイノベーションに対応した体制の整備が遅れ、人材育成への投資も少ない。
企業の新陳代謝が低調で、経済全体の生産性が非効率な企業が残存することによって押し下げ
られている可能性も示唆した。
　白書がイノベーションに対応した組織の指標としたのは、最高情報責任者（ＣＩＯ）を経営
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者の直下に専任で設置している企業の割合。日本が１７年に約２０％であったのに比べ、米国
は１３年の調査で８０％に迫っている。
　白書では、ＩｏＴやＡＩの導入による生産性向上が、同時に教育訓練を行った企業で顕著に
表われていることを意識調査の分析から明らかにしている。
　日本の情報機器を仕事で使う頻度はＯＥＣＤ加盟国の中で中程度と必ずしも低くない。それ
だけに、今後さらに加速すると見込まれるＩｏＴやＡＩの職場への導入に対し、使う側の技術
を適切に引き上げていくことを課題に挙げた。
　企業の開業率と廃業率をみると、日本はそれぞれ４～５％程度。ドイツは７～８％、英国は
近年上昇し開業率１５％近く、廃業率が１０％ほどであるのと比べ低い水準にある。
一般的には生産性の低い企業が市場から退出することで全体の生産性は高まる。ただ日本の場
合、技術進歩や生産の効率化等質的な成長要因を表すＴＥＰ（全要素生産性）の変動の要因を
退出企業、既存企業、参入企業に分けてみると、平均よりも生産性が高い企業が退出している
為、企業の退出が生産性を引き下げる要因となっていた。
　また日本では生産性の低い企業の生存率が５年で半数と、３０％程度の米国に比べ長い。
このことから、日本は平均よりも生産性の低い企業が退出せずに存続していることによって
全体の生産性が押し下げられている可能性があると指摘している。
　日本のＡＩ関連特許のシェアは世界第１位、製造業のロボット化率も世界２位と「イノベー
ションの基礎力」は決して低くない。課題はイノベーションの適応力にあり、これを高めてい
く方策として、イノベーションに対応した見直し等組織の柔軟性を高まるとともに、人的資本
やＩＣＴ等無形資産の蓄積・利用を増やすこと、経済全体として経営資源や労働資源の再配分
機能を強化することなどを挙げている。

　８月８日（水）
１２ プラ包材　再生・再利用４０年に１００％・・・欧米化学協会が目標設定

　北米と欧州の化学関連協会が自主的なプラスチックパッケージの再生・再利用の長期目標を
相次いで決めた。米国化学工業協会（ACC）、カナダ化学工業協会（CIAC）・カナダプラスチ
ック工業協会（CPIA）、プラスチックヨーロッパが打ち出したもので、いずれも２０４０年ま
でに１００％の再生・再利用を目指している。ごみ問題がクローズアップされるなか、関連協
会がサーキュラー・エコノミー（循環型経済）に貢献する取り組みを本格化する。

【欧米化学協会の目標設定】

　ACCのプラスチック部門は第１弾の目標として、３０年までに全てのプラスチックパッケー
ジをリサイクルしたり、エネルギー等に再利用することを掲げた。更に４０年までにリユース
を含めて全てのプラスチックパッケージを再生・再利用するようにする。
　目標達成のため、プラスチックメーカーは効率的なリサイクル・リユースが可能な素材の
開発や、回収・再生・再利用等に適した技術やシステムの創出に努めるとしている。（ACC）
同時に使用済みのプラスチックが有効な資源になることを広く公告すべきと指摘している。
　CIACとCPIAもACCと同様の３０年、４０年に向けた目標を定めた。目標を達成するため、
プラスチックパッケージに係る全てのバリューチェーンで、再生・再利用についてのインフラ
を整備する努力が必要とし、パッケージのデザインの改善も必要になるとしている。
　さらにケミカルリサイクルをはじめとする新技術を開発するための投資に対する支援も言及
CIACとCPIAが「メード・イン・カナダ」のソリューションを主導する決意も表明している。
　プラスチックヨーロッパは、第１弾として３０年までにプラスチックパッケージの６０％を
リユース・リサイクルする目標を掲げた。更に４０年までに全てを再生・再利用する。４０年
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の時点で対象となるのは、欧州連合加盟国及びノルウェーとスイス。
　プラスチックヨーロッパは、目標を実現する為には全てのバリューチェーンと関係当局との
協力が不可欠と訴えている。更にプラスチックパッケージをごみとして排出されないようにす
ることが重要と指摘、環境に配慮した行動への認知度を高める取り組みを積極化していくとし
ている。
　産業界の動きとして、米国ではこれまでリサイクルが困難だったフレキシブルプラスチック
ごみの再利用に向け、新たな研究プロジェクトがスタートした。ダウ・ケミカル、ライオン
デルバセル、シェブロンフィリップスケミカル等の化学企業のほか、P&G、ネスレ、ペプシコ
等の食品・日用品大手、包材大手のアムコール等がメンバー参加している。
　欧州では混合プラスチックの独自のリサイクル技術を持つ独APKが、ハンガリーのMOLグルー
プと戦略的提携したほか、食品の包装に使う多層フィルムのリサイクル事業でDSMと手を組ん
でいる。

　８月９日（木）
２ 社説　陸運は「縁の下の力持ち」にあらず

　西日本豪雨や大阪北部震災など例年以上に自然災害が頻発するなか、物流の重要性が改めてクローズ
アップされている。とくにトラックをはじめとする陸上輸送は、化学業界のみならず日本経済や国民生活
を支える重要な手段だ。一方で若手を中心としたドライバー不足対策や適性運賃への是正が喫緊の課題と
なっている。陸運の強みである柔軟性に優れた輸送形態を維持するための取り組みが”待ったなし”で
あることを、従来以上に意識さざるをえない。
　陸運のなかでもトラック輸送は国内物流の主要手段である。国内貨物輸送量は年間約５０億トン規模で
推移。そのうちトラックの分担率はトン数ベースで約９割を占める。
　一方で陸運業界は、質の高い若い労働者の確保が課題となっている。現状は中高年層に依存しているた
め、さらなる労働力不足に陥る可能性が指摘されており、労働環境の抜本的な改善が不可欠だ。消防法に
基ずく危険物などを手がける化学業界では、競争力強化の一環として物流コストの削減を進めてきた結果、
物流事業者が適正な利益を確保できていないことも人材不足を招いた一因とされる。
　こうした状況を受け国土交通省では、陸運事業者が適正な利益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「運賃」と「料金」の定義を明確にした新たな通達を発出。また荷主とトラック運送
事業者の間の運行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月改正した。新約款
では範囲が不明瞭だった運賃を「運送の対価」と定義。料金については付帯業務、積み込み・取り卸し、
荷待ちなどを「運送以外の役務などの対価」とし、運賃と料金を明確に区別した。
　荷主の都合によって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場合については、その
対価として「待機時間料」を新たに規定。付帯業務の内容も更に明確化し「棚入れ」「ラベル貼り」など
が追加された。
　全日本トラック協会でも、約款改正を機に国交省と協力しながら具体的な改正内容などの周知徹底を推
進。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が期待される。
　物流業界の一部からは、上昇傾向といわれる物流費の現状に対し「値上げというよりも、ようやく是正
されてきた」との声が上がっている。平時に限らず災害時においても陸運の役割は大きい。「縁の下の
力持ち」といった旧来の意識を、荷主・事業者双方ともに改める時ではないか。

１１ エネ庁　太陽光パネル：廃棄費報告を義務化・・・大量処分時代に備え
　資源エネルギー庁は、太陽光発電の運営事業者に対して太陽光パネルの廃棄費用を報告することを義務
化した。７月２３日以降の定期報告から、将来のパネルの撤去・処分にかかる費用の積み立て状況に関す
る項目を新たに設けた。事前に申請した計画通りに積み立てを行っていない事業者を浮き彫りにすること
で、不法廃棄がしにくい環境構築を目指す。
　対象となるのは固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）の認定を受けている国内の発電設備。１０ｋＷ未満の
設備は適用対象外としている。毎年、提出する定期報告への記載を求める形で状況を把握。さらに情報
公開を行うとともに、改善命令などで制度の実効性を高めていく。
　同庁の調べでは太陽光発電事業者の６割以上で、廃棄時に要する費用を積み立てていないことが明らか
になっている。２０４０年頃には８０万トンの使用ずみパネルが発生するとの試算もあるなか、将来の
大量廃棄時代の到来に備え今回の措置をとることにした。

　８月１０日（金）
２ 社説　スタートアップとの協業に期待する

　化学企業がスタートアップなどの新興企業と協業し、非連続的なテクノロジーを確保したり、画期的な
イノベーションを取り込もうとする動きが加速している。保有技術をベースに新製品開発するような従来
型の成長戦略に限界がみえるなかで、ゲームチェンジを狙うスタートアップとの補完関係により、新たな
成長を目指そうというものだ。異文化との遭遇を機に、化学企業が新たな課題解決のソリューションを
生み出すことを期待したい。
　積水化学工業や三井化学など化学大手は、振興企業との協業や出資を目的とする募集イベント、いわゆ
るアクセラレータープログラムを通じ、新規事業を開発しようとしてる。スタートアップなどが持つ技術
やアイデアと、大手企業が持つ経営リソースとを掛け合わせるオープンイノベーションを通じて、次世代
のビジネスモデル創出を目指している。社会そのものが大きな変動期に突入しつつあるなかで「従来型の
成長戦略だけでは生き残っていけない」という危機感が、化学大手各社のなかにあるためだ。
　この危機感の背景には、いくつかの流れがある。一つは「コネクト」をキーワードとする新たな社会
への対応だ。IoTやＡＩによるビッグデータ活用など、急速に進むＩＣＴ（情報通信技術）の革新を早期
に取り込む必要がある。もう一つは、モノが溢れ、顧客ニーズが細分化している現代においては、大企業
の成長に十分に貢献するような新規事業の創出が難しくなっていることがある。「作れば売れる」という



状況は一部の新興地域に限られてきている。
　さらに近年、国連のＳＤＧｓやパリ協定における温室効果ガス大幅削減の国際合意などを受け、循環型
社会の構築が強く意識されるようになったことがある。化学産業は「化石資源を原料に大量のエネルギー
を消費してモノを製造するスタイルがいつまで続くのか」「大量に廃棄されるプラスチックなどの問題を
どう解決するのか」といった重い課題に直面している。
　化学産業はそもそも人類の課題を解決するような新技術、新製品を生み出すことで発展してきた。一方
で、スタートアップなどの新興企業は、斬新なアイデアや非連続的なテクノロジーを世に問い、さまざま
な分野でゲームチェンジを起こそうという意欲に溢れている。化学企業が振興企業と協業することにより、
新時代を切り拓くような重要なイノベーションを創出し、社会や産業の閉塞を打ち破る動きとなるか、
注目したい。

２ 新社長に聞く　三井化学東セロ：貝出 健 氏・・・シーラント軸に海外開拓
◆足元の状況は。
　国内向けのＣＰＰ、ＯＰＰは堅調だ。今後国内が大きく伸びることはないが、設備更新によって安定
供給体制を強化していく。ＣＰＰは少し能力が足りていなかったため、１０％能力を引き上げる。ＯＰＰ
も効率化を図る。ともに２０２０年までに完了させる予定だ。
◆シーラントフィルムは。
　当社はシーラントの国内トップ。戦略製品はグループのプライムポリマーが手がけるメタロセンポリエ
チレン「エボリュー」を原料とする高機能シーラントフィルム「Ｔ．Ｕ．Ｋ．」。これは国内でも拡大が
期待できる。市場が頭打ちのなか、包装材料の高機能化が進んでおり、他のシーラントの置き換えが進む。
　将来的な成長市場はアジアだ。タイに拠点を立ち上げたが、今のところは汎用のニーズが高く、足元は
タイで生産した一部を高機能ニーズが高い日本に振り向けている状態だ。ここをテコ入れしていく。また、
中国市場も見極めていきたい。市場調査を進めており、市場性ありと判断すれば、現地に拠点を設けたい。
設備増強はタイの第２期が基本線だが、日本の高機能市場をターゲットに浜松工場の増強もあり得る。
１９年に判断し、２１年頃の稼働をイメージしている。
◆産業用途はいかがですか。
　包装用途の海外展開はこれからだが、産業用途は十分に進んでいる。産業用途の海外売上高比率は５割
以上を占める。代表格は半導体シリコンウエハー用保護テープ「イクロステープ」。また積層セラミック
コンデンサ用のシリコンコート離型フィルムも好調だ。
◆抱負を聞かせて下さい。
　これからのグローバルを意識した活動が事業拡大のカギを握る。２５年に営業利益を現状比５割増やす
計画を掲げており、産業用やＴ．Ｕ．Ｘ．を中心にグローバル市場を取り込んでいく。
◆三井グループとしての強みは。
　ポリマーの需給が引き締まるなか、三井グループから原料ポリマーを安定調達できるのが強みだ。
グループとして一体感を持った事業運営に取り組み、樹脂とフィルムの連携を強めてゆきたい。海外を
志向するなか、三井化学の海外拠点も活用していく。

８ ユニチカ　包装用フィルム９月１１日出荷分から値上げ
　ユニチカは９月１１日出荷分から包装用フィルムを値上げする。１連（５００ｍ2）当たりの値上げ幅
は、ナイロンフィルムが３００円、ポリエステルフィルムが２００円、バリアＯＰＰフィルムが３００円。
原料価格、用役、物流費の上昇に対して、安定供給を継続するため価格改訂を決めた。

１２ ブラジル　ブラスケム　ＰＰ製カップリサイクル開始
　ブラジルの化学大手ブラスケムは、ＰＰ製カップのリサイクルプログラムを開始した。複数のパート
ナー企業と共同で廃棄プラスチックの再利用を進めていく。一般的に廃プラリサイクルでは回収などに
課題を抱えているが、サプライチェーン全体を対象に価値を広くアピールしていく。
　今回ブラスケムが立ち上げたプログラムは、同社が推進するリサイクルのイニシアチブ「WeCycle」の
一環。消費者から生産者にモノが流れるリバースロジスティクスの確立を視野に入れ、関連の地場企業と
パートナーを組織。企業や商業店舗で廃棄されたＰＰ製カップを回収し、樹脂にリサイクルする。リサイ
クルＰＰは、化粧品の蓋や家庭用品などの原材料として供給する。


