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　１０月２２日（月）
１ 経産省　２２年までの世界石化需給予測・・・エチレン系、年３．７％成長　

　アジアの存在感高まる
　経産省は１９日、石化製品の中長期的な需給予測を公表した。エチレン系誘導品は需要の
２０１６～２２年の年平均成長率が３．７％、生産能力は３．４％になると予測。前回公表の
２１年までの受給予測から０．７、０，１ポイントそれぞれ上方修正した。
　また、２５年、３０年までに需給予測も初めて公表し、エチレン誘導品の需要は２０～３０
年の年平均成長率が３％程度になると示した。
　石化需要を牽引するのはアジア市場。中国やＡＳＥＡＮ、インドといった国・地域の需要が
拡大するとみて、エチレン系誘導品のアジア需要の１６～２２年の年間成長率を５．１％と
前回公表時に比べ１ポイント上方修正した。
　各国・地域の需給予測を積み上げるとエチレン系誘導品の総需要量は、２２年末に１億
７７３０万㌧となり、１６年比で３５００万㌧増える計算だ。世界総需要に占めるアジアの
割合は２２年に初めて５０％を超えると予測する。
　エチレン系誘導品の生産能力は、２２年末に２億１２９０万㌧と１６年比３８３０万㌧増え
るとみる。北米で安価なシェールガスを原料に化学品を生産するプラントの新増設計画が進展。
１６年時点で世界全体の２４％だった北中南米地域の生産能力シェアは２２年末に２５％まで
上昇する見通しだ。
　中国のエチレン生産能力は２２年に１６年比４０％増の３１９０万㌧、北中南米地域は３２
％増の５５３０万㌧のそれぞれ拡大。ＡＳＥＡＮやインドでも新増設計画があり、世界全体で
は２２年に２億６８０万㌧と１６年比４１６０万㌧増える見込みだ。
　各国・地域の需要と生産能力を基にはじき出したエチレン系誘導品の受給バランスでは、
中国は１６年時点で１６００万㌧の需要超過が、２２年に２４６０万㌧まで拡大する予測。
インドも需要超過の状態が続く。反対に、北米は供給の超過幅が２２年に１１１４万㌧と
１６年比で倍増し、中東も２０７４万㌧と約２割増える見通しで、需要の受け皿としてアジア
の存在感が一層鮮明になる。

　プロピレン系誘導品は需要の１６～２２年の年平均成長率が３．３％と予測する。前回公表
から０．１ポイント下方修正したが、アジア需要が全体を牽引する。生産能力面の年平均成長
率は３．４％で、中国やサウジアラビア、ＡＳＥＡＮ等の新増設計画の進行により２２年末の
生産能力は１億３７００万㌧と１６年比２５１０万㌧増える見通しだ。

　２５年、３０年予測の需要は各国の国内総生産（ＧＤＰ）、生産能力は有識者へのヒアリン
グ等を踏まえて試算した。エチレン系誘導品の需要は３０年まで中国、米国、インド、中東の
主要地域で着実な拡大が記もめるとして、２０～３０年の年平均成長率を３％程度と予測。
プロピレン系誘導品も同様に３％程度とした。

　国内石化各社が石化需要の拡大予測と世界景気の先行き不透明感が入り混じる中で、どの
ような成長針路をとっていくのか注目される。

１ プラ資源循環戦略　環境省が素案・・・有効利用率１００％
　環境省は１９日、「プラスチック資源循環戦略」の素案を提示した。①資源循環②海洋プラ
対策③国際展開④基盤整備―の４つを重点項目に設定。３Ｒの徹底を通じ、２０３０年までに
使い捨てプラ製品を累積で２５％排出抑制するほか、３５年までに廃プラ有効利用率を熱回収
を含め１００％にする目標を掲げた。
　使い捨て製品等回避可能なプラ使用を合理化、無駄を省くことが基本方針。
　持続可能性が高まることを前提に、プラ製容器包装・製品の原料を再生材、紙やバイオプラ
等再生可能資源への切り替えを促す。可燃ごみ袋のような焼却が避けられない製品はバイオプ
ラを最大限に使用し、確実に熱回収する。用途や素材などにきめ細かく対応した「バイオプラ
導入ロードマップ」も策定し、使いやすい環境を整える。
　海洋プラ対策については、“ゼロエミッション”を目指すことを明記し、マイクロプラスチ
ックの流出抑制や海洋ごみの回収・処理などを進める。
　国際展開では、途上国への資源循環システム導入支援と地球規模でのモニタリング・研究
ネットワークの構築の２つが柱。
　基盤整備では、社会システムの確立や資源循環関連産業の振興等７項目で構成し、順次政策
に落とし込んでく。
　Ｇ７の「海洋プラ憲章」よりも期限を前倒しした複数の数値目標も盛り込んだ。また、３０
年までにプラの再生利用料を倍増するとともに、バイオプラの導入量を約２００万㌧にまで
引き上げる。

２ 住友化学　ＧＨＧ削減目標・・・ＳＢＴ認定取得
　住友化学はこのほど、グループ会社を含む温室効果ガス（ＧＨＧ）排出削減目標がＳＢＴイ
ニシアテイブによる認定を取得したと発表した。総合化学企業では世界初としている。
　認定された目標は、①２０３０年までにＧＨＧ排出量（スコープ１「工場からの直接排出」、
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スコープ２「工場外からの電力・熱の購入などによる間接的な排出」）を１３年度比３０％
削減②５０年度までにバリューチェーンにおけるＧＨＧ大幅削減のためのソリューションを
提供しつつ、グループのＧＨＧ排出量を１３年度比５７％削減③スコープ３「購入する原料の
製造・輸送段階等での排出」に関し、同社の主要サプライヤー（購入原料等の重量ベースで
９０％を占める）が２４年度までに科学に基づくＧＨＧ削減目標を設定するようエンゲージメ
ント（目的を持った対話）を実施―の３つ。
　ＳＢＴイニシアテイブはパリ協定の採択を機に、同協定の２℃目標に整合した意欲的な目
標を設定している企業を認定する国際的イニシアテイブ。

６ ＮＩＴＥ　微生物の鉄腐食を解明・・・増殖時に電子奪う
　製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）は、石油コンビナートの備蓄タンクやタンカー等に使わ
れている鉄を微生物が腐食させるメカニズムを解明した。タンク等に付着した微生物の作り出
す酵素が水素を産生し、水中の二酸化炭素もかかわり激しい腐食を引き起こしていた。
　腐食事例は頻繁にあり、腐食対策コストが全世界で年間１００兆円に上るという。今回の
成果を基に予防・防止技術が開発されれば経済的損害を大幅に低減できる可能性がある。
　成果は英電子科学誌「Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｒｅｐｏｒｔｓ」に掲載された。
　ＮＩＴＥの研究グループは、鉄の腐食を引き起こす性質を有するメタン生成菌を石油備蓄
タンクの石油スラッジから分離。この菌のゲノム配列を解析。生成菌は水素と二酸化炭素があ
ればすることは分かっており、この特徴を重視しつつ、鉄腐食に関連する遺伝子を探索した。
　元のＯＳ７株とＮＩＴＥが作った遺伝子領域の欠損した変異株とのゲノム比較解析等を行っ
たところ、鉄腐食に「ＭＩＣアイランド」と呼ばれる特定の遺伝子領域がかかわっていること
が判明した。この遺伝子領域には、水素を生成するヒドロゲナーゼ「ＭＩＣヒドロゲナーゼ」
産生遺伝子が含まれており、同菌が作ったヒドロゲナーゼを菌体外に排出。鉄に付着すると
同酵素が鉄から電子を抜き取り、水素イオンから水素を生成していた。
　同菌は水素と水中の二酸化炭素で増殖しやすくなり、鉄を炭酸鉄へ変化させる反応により
鉄腐食が急速に進行することを突き止めた。石油タンクやパイプライン等は、特にメタン
生成菌が増殖しやすい。
　微生物の解析を通じ、原因菌の検出技術や微生物による被害を未然に防ぐ技術の発展に向け、
ＮＩＴＥは鉄腐食能を持つ微生物の分譲を行い、日本のバイオ産業の支援促進を目指す。

７ ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ　増田武氏による市場分析
　生分解性プラ・・・規制追い風に包装需要拡大

　海洋プラスチック汚染の問題に世界が直面するなか、海洋プラごみ対策は持続可能な開発
目標（ＳＤＧｓ）にも直結しており、持続可能な社会に関係が深い生分解性プラスチックの
市場についてまとめた。
　生分解性プラの市場は、２０１８年で１億㌦を越え、２３年までに急激に上昇し１７億㌦
に達する見込み。世界的需要は３６万㌧、今後５年間の平均伸長率は９％見込みで、２３年に
は５５万㌧に増加すると予想される。
　世界の地域別消費量は１７年で欧州は世界市場の５１．６％を占め、次いで米国２１．８％
アジア１７．４％と続く。
　生分解性プラの主な用途は食品包装、使い捨て食器（カップ、プレート、食卓食器類）、袋
等であり、これらはプラスチック製レジ袋の規制とともに２ケタ成長が期待される。
コンポスト袋（堆肥用）は、第２の主要用途で堆肥化の関心の高まりやインフラの拡大により、
高い成長が見込まれる。
　環境問題に関する消費者意識の高まりとともに、生分解性プラは需要拡大の可能性があるが、
低価格化及び回収と堆肥化のインフラが必要であり、いぜんとして需要拡大の障害となってい
る。
　海洋プラごみの９０％以上は陸域で投棄されたものが、河川を下り海洋に流出されたもので、
多くは中国、インド、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ等から流出しているといわ
れている。生分解性プラは解決策の１つと考えられているが、海洋分解性については、現時点
ではカネカのＰＨＢＨが認証されるにとどまっている。

８ ９月　エチレン用輸入ナフサ・・・３９４円安
　経産省がまとめた９月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は５カ月ぶりに低下
し、ドル建てで１トン当たり前月比１．５㌦安の６６２．０㌦。円建てで１キロリットル当り
３９４円安の５万１０３円となった。為替レートは１㌦＝１１１．１円で前月比０．２円円高。

１２ ダウ・ケミカル・・・河辺・河川のクリーンアップに参加　世界５０カ国以上で
　日本では、神奈川県藤沢市で活動

　ダウ・ケミカルの従業員等の関係者が現地の協力団体及びオーシャン・コンサーバンシーと
協力し、世界５０カ国以上で浜辺や河川のクリーンアップに参加、海洋プラスチック問題に
対する関心の喚起に取り組んでいる。９月に４５００人以上のダウの従業員、家族及び友人が
顧客等と共に活動に参加した。同社にとって最大の参加人数となり、日本では神奈川県藤沢市
で活動した。
　活動は、参加者が１人当たり最低１．８キログラム（４ポンド）の廃棄物を回収することに
挑戦するもので、＃Ｐｕｌｌｉｎｇ　Ｏｕｒ　Ｗｅｉｇｈｔ（自身の責任を果たすの意）と
呼ばれている。４ポンドは世界の人々が毎日排出しているといわれる廃棄物の平均量。
　ダウのフィッタリング最高経営責任者（ＣＥＯ）は「プラスチックであれ何であれ、廃棄物
は海あるいはわれわれの環境に存在すべきものではない。ダウは政府、ＮＧＯ、その他の業界
リーダーと世界規模及び地域レベルで協力することにより、廃棄物のリサイクル技術を開発し、
既存の廃棄物を除去することを通じ、廃棄物から環境を守ることに取り組んでいる」と話して
いる。



　１０月２３日（火）
２ 社説・・・円滑な価格改定で市場の不安払拭を

　原油・ナフサ価格の上昇を受けて、化学メーカーが主要な石化製品の価格改定に乗り出して
いる。7－9月期のナフサ価格（国産基準ナフサ価格）は、4－6月期の1キロリットル当たり４
万８７００円に対して1万円程度値上がりし、6万円に近づくと予想されている。
　足元で原油市況は反転下落したものの、ナフサ価格との連動性の高いブレント原油の先物
価格は、いぜん春先の安値水準に対して２５％程度高い１バレル当たり80㌦前後の高値を付け
ている。先行きについては、原油市場や国際情勢を巡る変動要因が多いことから予測が困難だ
が、80㌦程度の水準が今後も続けば石化セグメントは大幅なコストアップとなり、減益が免れ
ない情勢だ。
　アジアスポット市場におけるナフサと基礎原料エチレンとのスプレッドは、足元で1㌧当たり
500㌦を下回っており、13～14年頃の水準にまで縮小してきた。これは需給環境をマクロで捉え
た場合、15年以降続いた石化の好況期が終焉した―と市場関係者が判断する材料になり得る。
　一方で、国内価格の上昇は、為替レートの円安シフト等によって沈静化していた輸入品との
競合を再び激化させる可能性がある。7－9月の国産ナフサ価格に見合う水準まで国内価格の改
定が進んだ場合、汎用樹脂等一部の製品では輸入圧力が強まるとの声もある。
　日本へ製品を輸出する場合に発生する各種のコストを勘案しても、その他の市場で販売する
より有利となるラインに達する可能性があるためだ。さらなる高付加価値製品の販売比率の拡
大など、輸入品の増加に備えた対策も必要といえよう。

１２ ユニチカ　ナイロンフィルム・・・２０年増産契機に食品包装向け等欧米市場を本格開拓
　ユニチカは２０２０年末に予定するインドネシアでの軟包装用ナイロンフィルム増産を機に
欧米市場を本格開拓する。インドネシア工場では６０億円を投じて４系列目となる大型生産ラ
インを導入し、現地生産能力を６割引き上げる計画。同国やタイ等東南アジア域内でシェア
トップの地位を固めるとともに、欧米ユーザーからの引き合いに応え、チーズや畜産製品向け
で伸びる需要を取り込む。
　同社がナイロンフィルムでターゲットとする軟包装材市場の規模は北米が約２万㌧、欧州が
約３万㌧強。用途はチーズや畜肉製品の包装材、バッグインボックスで、特徴的用途では、
北米ではブックカバー、欧州では医薬品用ＰＴＰシート等がある。
　独自の同時２軸延伸技術で製造するため、寸法安定性や印刷精度に優れる。東南アジアでも
スタンデイングパウチ等の素材として年５％以上の勢いで需要が伸び、市場規模は約４．５万
㌧まで拡大している。同社が域内シェアを３割握る。新系列導入後は、タイやベトナムで高品
位品を拡販する。

　１０月２４日（水）
２ 社説・・・環境への取り組み　積極的に発信を

　環境省が１９日に「プラスチック資源循環戦略」の素案を公表した。これに加え日本プラス
チック工業連盟が策定を進める「プラ工連版プラスチック資源循環戦略」がある。環境省素案
に先駆けて今月１７日に「基本的な考え方」を発表している。
　化学業界は環境問題に積極的に取り組んでいるものの、社会が問題視した時には、往々にし
て広報に消極的だったように思う。化学業界団体はそれぞれが自らの取り組みを積極的にアピ
ールして欲しい。
　政府の「プラスチック資源循環戦略」は「第４次循環型社会形成推進基本法を踏まえ『海洋
プラスチック憲章』に掲げられた事項や数値目標も含め、プラスチックの資源循環を総合的に
推進するための戦略」と位置づける。憲章が今年６月のＧ７サミットで提示された際に政府は
署名しなかった。理由の１つとして「経済界、産業界との未調整」を挙げた。
　実際、プラスチック業界は、ここにきて世論が関心を持つ以前から、海洋ごみ問題の重要性
を認識し、対応を進めていた。１９９０年代初頭から「樹脂ペレット漏出防止対策」の推進に
努めてきたし、２０１１年には「海洋ごみ問題解決の為の世界プラスチック業界団体による
宣言」に署名し、実態調査や啓発活動なども行ってきた。プラスチック資源循環戦略の策定も
２０１７年５月の定時総会で決定したもので、国よりも先だ。
　海洋プラスチック憲章については「２０３０年までに１００％のプラスチックが再使用可能、
リサイクル可能又は、実行可能な代替品が存在しない場合には、熱回収可能となるよう産業界
と協力する」といった数値目標が盛り込まれている。「産業界との調整が必要」された訳は、
既に日本のリサイクル率は８４％にまで高まっている。また、「憲章」の掲げた理念にプラ
工連が今回示した戦略の方向性は整合している。
　環境問題に取り組んでいる化学関連の業界団体は、プラ工連ばかりではない。目立たぬよう
粛々と進めるのではなく、堂々と広報すればよいのではないか。
世論の逆風は、おとなしくしていれば過ぎ去るようなものではない。

　１０月２５日（木）
２ パーソン　カネカ常務執行役員新規事業開発部長　武岡慶樹氏　生分解性ポリマー

生分解性ポリマー量産化へ体制作りを推進・・・ターゲットは食品包材
　地球規模の社会問題へのソリューションの一つとして生分解性ポリマーの開発、普及を進めているカネ
カ。新規事業開発部長の武岡常務執行役員は「一番のターゲットは食品包装材料分野となる」と話す。
大きなマーケットが目の前に広がるなか、８月には高砂工業所（兵庫県）の増強を決定。年産２万トン
規模のプラント建設も本格的に検討しており、量産化へ向けた体制作りに積極的だ。
　「カネカ生分解性ポリマーＰＨＢＨ」は土壌だけでなく海洋でも生分解することで注目を集めている。
植物油を摂取し、体内で３－ヒドロキシブタン酸と３－ヒドロキシヘキサン酸を効率的に生み出す微生物
の選別や培養には、これまでの酵母菌研究などで蓄積した知見が生かされた。



　原料となる植物油の多様化が重要なテーマの一つ。使用している菌は「いろいろな植物油をポリマーに
変えられる」ことから、植物油の精製途中で副生的に得られる食用とされない油分の活用に向けた研究開
発を行っている。ラボレベルでは使用可能な油が複数種類分っている。安定的に調達できる方法を確立
した上で、増強を前に早期の実用化につなげる。
　高砂工業所の増強は従来の５倍の年産５０００トン規模、来年１２月の稼働を予定する。さらに、国内
外いずれかで同２万トン設備の増設を検討している。現段階では「コストがミニマムで、生産量を最大に
する効率的な設備投資のサイズが２万トンとみている」という。需要を見極めながら次の一手を打つ考え。

３ ９月ＯＰＰ出荷５％減、ＣＰＰは１．２％増
　日本ＰＰフィルム工業会の統計によると、９月のＯＰＰの出荷は前年同月比４．９％減の１万９２５２
トンとなった。前年割れは３ヶ月ぶり。主力の食品用途が減少に転じ、同３．４％減の１万４８５０トン
だった。生産は同２．９％増の２万１１６３トンで３ヶ月ぶりの増加。
　ＣＰＰの出荷は総１．２％増の１万３５２０トン。食品包装用途が同２．４％増の１万８４５トンと
増加計こうおを維持。生産は同６．５％増の１万４８２７トンであった。

【２０１８年９月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

３ ８月粘着テープ・シート類出荷４％増
日本粘着テープ工業会がまとめた８月の出荷実績では、合計出荷量が前年同月比４．３％増の８１４８万
５３８ｍ2となった。紙粘着テープ類を除いて全種類で前年実績を上回り、フィルム粘着テープ類は２ケ
タの伸びを見せた。合計出荷額は同６．５％増の１０９億３４９７万円だった。
　粘着テープ類の合計出荷量は同４．４％増の７４８９万２５９７ｍ2だった。同２．３％減の３０６８
万３４８５ｍ2となった紙粘着テープ類を除き、前年実績超えとなった。とくにフィルム粘着テープ類は
同１１．９％増の２９７４万６０９７ｍ2と伸長した。このほか布粘着テープ類は同４．７％増の1115万
4405ｍ2、特殊粘着テープ類は同６．１％増の690万8609ｍ2となった。粘着テープ類の合計出荷額は同
５．７％増の１０４億７２９０万円だった。

１０ 丸紅ケミックス　酢酸エチルを１０年値上げ
　丸紅ケミックスは１１月１日出荷分から酢酸エチルを値上げする。改定幅は１ｋｇ当たり１０円。原料
の需給タイト化と価格高騰を受けた海外市況の上昇、円安傾向の傾向が価格改訂の理由。

１１ 稲畑産業　生分解性プラ事業強化・・・米社に出資・来春めどタイ生産
　稲畑産業は、生分解性プラ事業を強化する。９月にベンチャー企業の米バイロジック社（アイダホ州）
に出資。同社が開発した生分解性プラ「ＮｕＰｌａｓｔｉＱ」（ヌープラスチック）を使用した樹脂コン
パウンドをアジアなど７ヶ国の８拠点で製造することを計画している。第１弾として２０１９年春をめど
にＳＩＫ（タイランド）で生産を始め、販売動向を見ながら各製造拠点での生産を検討する。
　バイオロジック社は１１年設立のバイオプラスチックベンチャー。アイダホのポテト加工工場の廃棄
ポテトからでんぷんを取り出し独自技術でNuPlastiQを開発しており、１６年頃から市場開発に着手して
いる。
　NuPlastiQは、でんぷんとグリセリンからなる熱可塑性プラスチックで、他の樹脂とブレンドすること
で性能を発揮する。例えばＬＬＤＰＥとブレンドすることによって石油由来樹脂の使用量を４５％削減
可能で、フィルム強度を５０％向上できる。温暖化ガスも４４％削減、リサイクル性にも優れており、
実験では７回のリサイクル後も性能を維持するという。石油系汎用樹脂に近い価格も実現している。アイ
ダホ工場の供給能力は年間２４００トンとなっている。
　米国ではＬＬＤＰＥとのブレンドによってスーパーマーケットのポリ袋に採用されており、袋の薄肉化
とトータルコストでのコストダウンに貢献している。また、ＰＢＡＴやポリ乳酸（ＰＬＡ）などの生分解
性樹脂とブレンドした農業用生分解性マルチフィルムにも採用されている。
　稲畑産業は、バイオロジック社への出資を機に、生分解性プラスチック事業への取組みを強めていく
考え。バイオロジック社は自社でも樹脂コンパウンドを製造しているが、稲畑産業が世界各地域に保有
する製造拠点（８か所）において樹脂コンパウンドの生産を計画している。まずはは１９年からタイで
生産開始する予定。一方NuPlastiQの製造に関しては、バイオロジック社がアイダホ工場での設備増強や
消費地として期待されているアジア地域での製造拠点確保を早急に検討していく。

１２ 経産省　ＨＦＣ削減基準値設定
　経産省は、２０１９年１月から段階的に削減義務が生じるハイドロフルオルカーボン（ＨＦＣ）１８種
の削減基準値を決めた。来年以降、これを基に、事業者へ生産量と輸入量を割り当て、計画的に削減を
進めていく。
　ＨＦＣは、１６年にモントリオール議定書の改正（キガリ改正）が採択されたことで新たに削減の対象
となった。日本は先進国として３６年には基準値から８５％の削減が義務づけられており、１９年から
段階的に進めなければならない。
　事業者への実態調査から基準値を定め、削減基準値を設定した。生産量は１９年が約４５０４万ＧＷＰ
トン（ＣＯ2換算トン）で、３６年が約７５１万ＧＷＰトン。消費量は１９年が約６４３４万ＧＷＰトン
で、３６年は約１０７２万ＧＷＰトンとなっている。

９月 前年同月比 ９月 前年同月比

Ｏ
Ｐ
Ｐ

食品 14,850 96.6

Ｃ
Ｐ
Ｐ

食品

工業用・他 2,920 94.5 繊維・雑貨・他

10,845 102.4
繊維・雑貨 1,146 93.0 工業用 733 123.0

1,548 97.3
内需計 18,916 96.0 内需計 13,126 102.7
輸出 336 61.2 輸出 394 67.9
合計 19,252 95.1 合計 13,520 101.2
在庫 36,727 119.2 在庫 25,999 106.7



１２ 環境省　プラごみ削減へキャンペーン　個人・企業などの取組み共有
　プラスチックとの”賢い”付き合い方を一緒に考えませんか－。環境省はこのほど、「プラスチック・
スマート」キャンペーンを開始すると発表した。海洋プラごみ問題解決につながるような個人や自治体、
企業、研究機関などの取組みをインターネットで紹介。優れた事例を共有し、不必要な使い捨てプラの
使用削減などに結びつく取組みを後押ししていく。
　専用サイトを立ち上げ、個人や企業などからの受付を開始した。生産から消費、処理までの幅広い活動
を対象し、プラごみ削減につながる取組みを広く募集する。写真やイラストも交えつつ、サイト上に取組
み内容を分りやすく登録してもらい、国内外に向けて発信していく。
　企業の場合、バイオプラスチックや代替素材の研究開発、製品薄肉化、再生プラスチックの活用などを
想定。大学や研究機関に関しては生物への影響予測、マイクロプラスチック（ＭＰ）の計測技術などが
対象となる。
　同キャンペーン参加者を中心に、情報交換を行う場として「プラスチック・スマートフォーラム」も
近く設置する。プラ問題に関する正しい理解を深めてもらうことが目的で、事例紹介などを推進する。
優れた取組みに対しては、来年６月に日本で開くＧ２０のタイミングに合わせて表彰することも計画して
いる。

　１０月２６日（金）
１ タイＳＣＧ　環境変化・成長投資見直し・・・越石化計画に集中

　タイのサイアムセメントグループ（ＳＣＧ）は、成長投資を見直す。原燃料コストの上昇や国際経済の
不確実性が高まるなど事業環境が急速に変化しているため、投資計画の採算性を再考。ベトナムの大型
石油化学計画とタイ国内のナフサ分解炉増強以外の全案件で収益力を精査する。投資額の抑制や一部の
計画の仕切り直しも選択肢として投融資枠を縮小する。独資で進めるベトナム石化計画に経営資源を集中
する姿勢がより一層強まる。
　「原油、ナフサをはじめ原料、エネルギー価格の上昇で収益確保が難しくなっている。加えて、米中
貿易戦争などで先行きは不透明だ。取り巻く環境が急変しており、計画している投資案件を再考察する」
ＳＣＧのルーンロート・ランシヨパート社長は２４日に開いた決算会見でこう明言した。計画をテコ入れ
して投融資の予算を減らすという。
　化学事業はインドネシアの石化拡張計画も再考の対象。ＳＣＧケミカルズが３０％出資するインドネシ
ア石化最大手チェンドラアスリ・ペトロケミカルは、同国で年１００万トン規模の第２エチレンセンター
建設の事業化調査（ＦＳ）を進めているが「あらゆる面でコスト削減を検討する」。さらに、ＦＳ後
「出資比率を見直しを議論する可能性はある」との考えも示した。
　一方、ベトナム南部でのロンソン石化プロジェクトと、米ダウ・ケミカルとの合弁会社マプラプット・
オレフィンのナフサ分解炉増強（ラヨン県）は計画通り進める。ルーンロート社長は「成長投資はロン
ソン計画に集中する」と強調した。
　ロンソン計画はオレフィン１６０万トン規模のナフサ分解炉、ポリオレフィンなどの誘導品設備のほか
港湾や付帯設備も自前で建設する大型プロジェクトで、総投資額は約５４億ドルとされる。今年６月、
ＳＣＧがペトロベトナムの保有していた合弁会社の全株式を買い取り１００％出資とした。今回の成長
投資再検討によって、全社を挙げてロンソン計画に完遂へまい進することがより鮮明になった。
　ＳＣＧの１８年１～９月期業績は売上高が前年同期比７％増の３６１２億１５００万バーツ（約１兆
２３７０億円）と増収を確保。しかし、原材料費、エネルギー費用の上昇が響き、純利益は同１９％減
の３４２億８１００万バーツ（約１１７０億円）だった。

１ 蒸留塔　研究成果への目利き力
　２年あまりベンチャーの取材に携わっている。取材した企業は１５０社に近い。最も印象に残ったのが
東北大学のベンチャー育成施設の企業群だ。さすが東北大学と思わせる尖った企業が少なくない。Ｃ＆Ａ
はその一つ。コア技術のシンチレーターはがん診断用画像装置や資源探査、環境放射線測定などの分野で
従来の課題を解決している。同社の技術力は海外で高く評価されており、欧州原子核研究機構（CERN）の
ヒッグス粒子に続く「存在を理論予測されているが、まだ検出されていない物質の検出を目指す」プロ
ジェクト「Intelum」にアジアから唯一参画している。ＥＵ各国の研究機関が参画するプロジェクトにシ
ンチレーターを提供する。ノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑・京都大学特別教授が「日本の企業



は見る目がない」と手厳しい批判をしている。日本の大学などの論文がどこで特許に結びついているかを
調べると米国の比率が４割だという。本庶氏の不満は製薬産業に対して語られたものだが、素材産業も
我が身に当てはめて考えてみることも悪くはない。実際ベンチャーの取材をしていて、海外企業の方が
高い評価を寄せ、実用化もそうした企業と組んだ方が早そうなケースも多々ある。目利き力の育成は急務
だ。それもまたイノベーションなのだろう。


