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　新たな社会　化学の力で挑戦・・・課題解決　変わらぬ使命
　化学産業は、競争力ある自社技術をベースに社会課題の解決に貢献し、顧客ニーズに応える
ソリューションの提供に日々邁進している。近年は国連の持続可能な開発目標（SDGｓ）に代
表される社会課題の解決を事業活動の中核に据える動きが定着してきた。世界の政治経済情勢
が変化する一方で、社会課題の解決は普遍なテーマであり化学産業の使命そのものといえよう。
　自動車分野では最先端の電池材料の開発・供給のほか最先端素材、材料を組み合わせた複合
材料による軽量化が進む。自動運転技術やロボテイクス等も複合材料にとってビジネスチャン
スだ。半導体、通信、デイスプレイ等の情報通信技術関連では、IoT、AI時代における半導体
の更なる微細化、５G（5世代通信）への移行、仮想現実（VR）技術の進歩等を背景に、素材の
転換競争が激しい。ライフサイエンス分野においては、早期診断・予防、健康寿命増大といっ
たニーズを取り込む動きがあるほか、再生医療関連事業も本格化が近い。情報通信技術の進歩
を、開発、製造、マーケテイング、販売といったサプライチェーンの各段階で取り込み、第4
次産業革命に対応する動きも出てきた。一方で、更なる成長に向けた新技術・新市場の獲得、
少子高齢化時代に対応した人材確保、プラスチックごみ問題等化学産業の対応が求められる社
会課題への対応といった課題も少なくない。各社はグローバルなM&Aの活用、ダイバーシテイ
や働き方改革の推進、循環型経済への貢献等を通じ、これらの課題に挑戦していくことだろう。

５ 持続可能な社会へ　化学攻めの姿勢・・・ESG・SDGｓ時代の要請
　「脱プラ」各者思惑交錯も、植物由来生分解に強み

　グローバル市場で急速に進む“脱プラ・プラ削減”の動き。包装材料分野ではビジネスチャ
ンスと捉える製紙業界に対し、フィルムメーカーは薄膜化やバリア化といった従来の環境対応
と異なる潮流に、少なからず戸惑いをみせる。イメージ先行で動き始めた脱プラの流れに対し、
ビジネスとして捉えたプラごみ問題、社会的要請に対応したプラごみ問題が入交じる現状は、
各者各様の思惑が交錯しているように見える。
　環境に対して本当に役立つ脱プラ、プラ削減の仕組みとは何か。2018年9月に日本化学工業
協会等が化学関連業界5団体が「海洋プラスチック問題対応協議会（JaIME）」を発足、11月に
は経産省の後押しを受け、川上から川下までのサプライチェーンを構成する企業が参画する
「クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス」（仮称）が設立された・環境省も7月か
ら「プラスチック資源循環戦略」の策定を開始し、10月に素案を発表。30年までに使い捨て
プラ製品を累積で２５％排出抑制し、35年までに廃プラ有効利用率を熱回収を含めて１００％
にする目標を掲げた。このように民や官、官民連携組織等の各方面から日本が進むべき脱プラ
プラ削減の指針が導き出されようとしている。
　生分解性樹脂を活用できるコンポスト施設が普及していない日本が進むべき道は、やはりリ
サイクルが軸になろう。
　ストローを紙製に切り替える場合、プラ製も紙製もリサイクルは可能だが、紙製の内側に
樹脂コートが施されれば、リサイクルはし難い。紙と樹脂の複合材料はリサイクルに有効な
単一素材から外れ、素材を分ける為のエネルギーが余分に掛かるからだ。マテリアルリサイク
ルし難い複合材料はサーマルリサイクルで熱回収する手があるが、それであれば製造時のエネ
ルギー消費量が一番低いプラ製ストローが優位になる。一方でCO2排出量の観点では、カーボン
ニュートラルの紙製品も貢献度は高いと言える。このようにマテリアルリサイクル、サーマル
リサイクルのどちらに出口を置くかによって各素材の使い方が変わってくる。
　また、植物由来のバイオマスプラスチックを用いれば、熱回収とリサイクルの両方に運用す
ることができる。更にバイオマスプラスチックが生分解性の特徴を持ち合わせていれば、使い
方の幅はより広がる。
　環境省は多層フィルム等複合プラ製品のリサイクル技術の確立を目指す事業者に補助を行う
方針を固めた。汎用プラと生分解性樹脂を組み合わせた多層フィルムのリサイクルを後押し
する考えだ。

９ エコ社会へアジアモデル創出を・・・対応問われる東南アジア化学産業
　東南アジアで持続可能な社会の形成に向けた取り組みが活発になっている。東南アジアの
化学品のリサイクルや循環利用システムを構築する動きが広がりつつある。
　ホテルや繁華街のコーヒーチェーン等観光客が多い店舗には紙製ストローが導入される。
国連の持続可能な開発目標（SDGｓ）がこうした流れを加速させ、環境規制の厳格化も進む。
化学企業にとってはバイオプラの本格普及など商機が生まれる一方、コスト増や生産者責任の
拡大にいかに対応するかが課題となる。
■タイ、マレーシア両国政府は2018年7月、それぞれ中国の輸入禁止措置以降急増していた廃
プラスチックの輸入を原則禁止した。リサイクル業者等を対象にした輸入ライセンスの新規
発行を停止したうえで、ペレット化から輸出まで適正に手掛け、転売を行わない企業のみに
廃プラの輸入を認めることとした。
■マレーシアには、世界的な包装材料メーカーが工場を置く。最終顧客には日用品のグロー
バルブランドが顔を揃え、こうした顧客からリサイクル網の構築や素材選択等環境課題への
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対応を迫られている。18年12月に同国フィルムメーカー最大手がコンバータを買収したのも、
サプライチェン全体で対処する必要が生じたためだ。海洋プラや使い捨てプラ等の諸問題の
解決には、企業個々の対応では不十分だということの理解が東南アジアでも深まりつつある。
　中国や東南アジア市場から締め出された廃プラは今、インドやバングラデイッシュに流入。
　マテリアルリサイクルと並行して、サーマルリサイクルも現実的な選択肢として浮上して
いる。インドネシアでは、当局が埋立処理削減に向け、ごみ焼却発電設備の導入を検討し始め
た。サーマルリサイクルは効率が高く、設備技術でリードする日系企業の商機になる。
■タイでもプラスチック廃棄物に対する問題意識が高まり、循環型経済の実現に向けた取組み
が本格化している。18年6月、タイ工業連盟（FTI）等が先導し、１７７の民間企業、行政機関、
市民団体が参画するプラスチック廃棄物管理プロジェクトのMOUが締結。化学メーカーは廃プ
ラリサイクルをはじめ様々な活動に乗り出している。
　ダウ・ケミカル・タイランドとサイアムセメントグループ（SCG）が手を組み、18年10月、
タイ・ラヨン県のSCG工場内に使用済みプラスチックを用いた道路を完成させた。
　更に両社はタイの工業団地開発大手アマタ・コーポレーションと提携。東部チョンブリ県の
アマタシテーチョンブリ工業団地の2カ所に廃プラ道路を建設した。
　PTTグローバルケミカルケミカル（GC）も循環型経済の実現をキーワードに取組みを積極化。
HDPEとPETのリサイクル事業に参入、再生工場を新設する。ラヨン県マプタプットに年３万～
４万㌧規模のプラントを建設し、20年に稼働開始する予定。GCは5年以内に使い捨てプラスチ
ックバッグ用製品の製造停止を計画している。
　こうした企業の取組みに対して、行政支援と消費者意識・行動の改善が課題となる。行政
機関はプラスチックバッグ使用の有料化等廃棄物削減を促す法規制を整備する方針だが、リサ
イクル可能な廃棄物を収集するシステムを構築することが求められる。

１１ コークス炉化学原料化法・・・ＣＯ２削減　累計９６０万トン
　新日鉄住金がＣＯ２排出削減及び資源リサイクルへの貢献を目的に推進するコークス炉化学
原料化法によるプラスチックリサイクル。ほぼ１００％の有効利用率を実現するとともに、有
害物質の残留が無く既存の設備・プロセスを活用することで効率性・質・安全性に優れたリサ
イクル手法として認められている。昨年１１月には累計リサイクル量３００万㌧を達成。
２０００年の事業化からこれまでに約９６０万㌧のＣＯ２排出削減と約１２００万立方㍍の
埋立処分回避の環境負荷低減を実現している。
　同社では製鉄所内に異物除去、破砕機、減容成形機等の事前処理設備とコークス炉への装入
設備を導入し、００年から名古屋製鉄所で年間５万㌧能力で廃プラリサイクルを開始、現在、
全国７カ所の製鉄所で処理体制を構築し、自治体から容器包装リサイクル協会に委託される
容器包装プラスチックのほか、店頭回収されたトレー類や衣料等の繊維類、自動車製造過程で
発生する塗料滓等をリサイクルしている。累計リサイクル量も０８年５月１００万㌧、１３年
１１月２００万㌧と着実に拡大している。

２－３ ２０１９新春座談会
　2018年の世界経済は自由貿易体制の大きな揺らぎに直面した。他方で、急速に進むデジタ
ル革命により従来型の事業モデルでは勝ち残れない時代に入りつつある。だが歴史を振り返
れば幾多の難局を、日本の化学産業は英知を絞り、自らを変革することで乗り切ってきた。
　まもなく迎えるポスト平成の新時代に、今度はどのような成長の姿を示すか。化学業界を
代表する5人の経営者に展望を語ってもらった。

＜座談会出席者＞
・三菱ケミカルHD　越智　仁　社長 ・旭化成　　小堀秀毅　社長
・住友化学　　　　十倉雅和　社長 ・昭和電工　森川宏平　社長
・三井化学　　　　淡輪　敏　社長

■世界経済・・・18年の世界は米国と中国の対立が深まるなど「不確実性」が高まった1年
　 越智：19年も世界の混沌は続き、新たなデマンドが牽引役に

十倉：世界は地殻変動の間只中、ここ１～２年でターニングポイントを迎えたよう
淡輪：世界は融合と分裂を繰り返す、米中経済摩擦の影響は限定的　裾野の広さこそ潜在能力
小堀：所有から使用へ価値変化の波は、インターネットの発達で一気に加速
森川：サービスを重視した消費性向は製造業には受難の時代

■石油化学・・・好況が続いた石化は市況のピークアウトが懸念される
淡輪：取り組んできた事業のボラテイリテイ（変動率）を下げる構造改革は底堅い、
　　　市況のダウントレンドは読み切れないが、ある程度まで対応できる体制を整えた
小堀：汎用石化ではピークアウト、一方でリーマンショック以降視界不良だった次の成長の
　　　ネタが見通せる環境に、同時多発的に変化の流れが

■平成の化学産業・・・19年で平成という時代が終わります。この30年、日本の化学産業は
　　　　　　　　　　　何を目指してきたのでしょうか

越智：絶えず変化迫られた30年
十倉：規模よりイノベーション
小堀：多業種集合体の強み発揮
森川：独自技術で市況影響回避

■化学産業の未来・・・10、20年後の化学産業は今とどのように変わっていくでしょうか
越智：現実・非現実が融合し最適解を、化学産業は単なるモノづくりではなくソリューション
　　　プロバイダーとして生きていける
十倉：良いモノを生み安く提供する企業が利益を得る従来モデルとは異なる、新たな価値を
　　　創造した企業が勝つ社会になる
淡輪：時に「化学会社」という自己規定を取り払わないと、イノベーションに関与することが
　　　難しい時代になる



■海洋プラ問題・・・ここ１～２年で海洋プラスチック問題への国際的関心が高まってます。
淡輪：情報発信し冷静な議論を
十倉：日本が循環社会の手本に
森川：すべての製品で当事者意識を

　１月７日（月）
１ 循環経済元年　日本モデルを世界に・・・プラ資源　適正管理で持続利用

　サーキュラーエコノミー（循環経済）－。資源循環を廃棄物対策ばかりでなく成長の契機と
する新しい経済の仕組みであり、新しい生産と消費のあり方を目指す動きと言い換えることも
できる。２０１９年はG20サミットが大阪市で開催されるが、循環経済の加速が主要テーマの
１つであり、G20の歴史で初めて環境大臣まで集めた関係閣僚会合も予定されている。これま
で３Rに取り組んできた経験と高い技術は日本企業に共通する強み。日本のモデルが世界に広
がり、大量生産・大量消費の一方通行の経済からの転換を牽引することを期待したい。
　政府はG20開催に先立ち、プラスチックを含む循環経済に関する包括的な方向性を18年度中に
まとめる。資源の効率的な利用から最大限の付加価値を生み出していく上での課題を洗い出し
資源制約から脱却した強く安定した産業構造への転換に向けて、わが国産業の強みを踏まえた
将来像を示す。19年は日本にとって“循環経済元年”ともいえる年になる。
　わが国の廃プラ有効利用率は８４％と世界でも高水準だが、それを支えているのが管理・
回収・リサイクルの仕組み。「ジャパンモデル」として、欧米の化学企業や廃棄物問題に直面
するアジア各国も注目している。ESG（環境、社会、企業統治）投資が主流化し、SDGｓ（持続
可能な開発目標）が経営の重要なキーワードとなる中、循環経済への対応は企業にとってチャ
ンスでもあり、生き残りを賭けた課題でもある。

１ 年頭所感
　経済産業大臣　世耕弘成　・・・　つながる産業を実現

変革する競争環境のなかで勝ち残り、世界をリードしていく企業を後押ししていく。そのため
に重要なことが４点ある。まずは「コネクテッド・インダストリーズ」の実現だ。データを介
して様々なつながりが生まれることで、新たな産業や付加価値の創出、社会課題の解決につな
げていくものだ。例えば、人手不足の現場に、AI、IoT等の技術を導入することで、人材育成
や技能の伝承を実現していく。次にIT人材の育成やサイバーセキュリテイーの確保といった、
データの利活用を進めるうえでの基盤の整備がある。サプライチェーン全体でサイバーセキュ
リテイーを確保するための指針を策定し、産業への実装を進める。世界で活躍するスタートア
ップを生み出すことも不可欠だ。有望なスタートアップをJ-Startup企業として選定した上で
大企業との連携や国内外へのイベント出典を支援する等グローバル展開を後押しする。最後は
知的財産権制度の強化だ。新しい技術や市場のサービス化に対応し、スタートアップをはじめ
とするイノベーションの促進にこれまで以上に貢献できるよう知財訴訟制度の充実を図って
いく。

１ 年頭所感
　日本化学工業協会会長　淡輪　敏　・・・　持続可能な社会に貢献

　国内景気は安定的に推移してきたが、米中貿易摩擦、英国のEU離脱、中東問題等地政学上リ
スクの高まりは激化の一途だ。世界的に様々な影響が出始めており、需要の先行きに陰りが見
え始めている。これら変調の兆しを注意深く見守りつつ、日本の化学業界はこれまで以上に迅
速で柔軟な対応を図り、持続的な成長を維持したい。
　産業構造も劇的な変化が起きている。１００年に一度の大変革と言われる自動車産業、IoT、
EC（電子商取引）の発展、地球温暖化、海洋プラスチック問題等だ。化学産業にとって、
この変化をいかにピンチではなくチャンスにしていくか、それが問われていると考える。
　海洋プラスチック問題は業界を挙げて対応していく必要がある。政府や国内外の関連団体と
も連携しながら、科学的知見を蓄積するとともに、海外への積極的な発信を継続していく。
　化学産業にとって最重要課題である安全確保についても、IoT・ビッグデータ等の新たな技術
の活用による保安の高度化にも取り組んでいく。

１ 年頭所感
　石油化学工業協会会長　森川宏平　・・・　保安・安全の確保が重要

　国内の石油化学業界は、底堅い内需に支えられ比較的堅調に推移している。エチレン設備の
稼働率は2013年12月以降60カ月連続で９０％超を維持している。これまで以上に保安・安全の
確保が重要となっており、エチレン装置の高経年化が確実に進展する中で国際競争力を維持・
向上していくために、これまで以上に様々な努力を傾注していく。経営層の強い関与、安全文
化の醸成、IoT、AIの活用に務めていく。例えば、国の実証事業として17年から検討してきた
「保温材下配管腐食（CUI）の予測精度向上」の取り組みが自走段階に入る。予測モデルの更
なる精度向上と活用実証を図っていく。
　事業環境の基盤整備では、法人実効税率引き下げ等税制・規制のイコールフッテイング、
定修工事の課題等に関する検討に取り組む。廃プラ問題については、「海洋プラスチック問題
対応協議会」の共同事務局の一員として、アジア石油化学工業会議（APIC）の場などを通じて
新興国各国でのインフラ整備等積極的な働きかけを行っていく。

２ 社説・・・大きな変化の時代　機敏に対応せよ
　2019年がスタートした。08年のリーマンショックから立ち直った世界経済は、グローバルな
協調体制の中約１０年に亘り堅調な成長を続け、構造改善を経た化学産業の業績を下支えした。
特に、ここ数年は為替レートの超円高の修正、原油価格の沈静化、中国の環境規制強化等が追
い風となり、化学企業の収益を押し上げた。しかし、昨年終盤から、こうした潮目は大きく変
化しており、不透明感が強まっている。



　経済規模で世界1位・2位を占める米国と中国は対決姿勢を強めており、関税を巡り期限を切
った攻防を繰り広げている。3月に英国が離脱するEUは、その一方で2月に日本と経済連携協定
（EPA）を締結する。世界は音を立てて過去の枠組から抜け出し、新たな成り立ちを求めて変
貌しようとしている。平成の30年間を潜り抜けてきた日本もまた、5月に元号が変わり、新た
な時代の幕が開ける。
　産業界では、情報通信技術（ICT）や計算機科学といった技術の急激な進歩を背景に、新た
な時代に突入しようとしている。研究開発、生産、マーケテイング、物流といった各段階の
プロセスや技術が刷新され、エネルギー供給の仕組みも変化し、シェリングエコノミー等新た
な生活スタイルが定着しようとしている。こうした非連続、大掛かり、且つ急激な変化に対応
して存続・成長するために、企業もまた、これまでにないスピードで変化に対応することが求
められている。
　一方でSDGｓに代表される社会の抱える課題への貢献や、環境・社会・企業統治（ESG）への
適切な対応が求められている。企業にとって地域・社会への貢献は、どちらかと言えばコスト
負担を伴う奉仕と捉えてきた。しかし今日では、SDGｓを達成する製品やサービスそのものが
リターンを生み、SDGｓへの対応こそが企業存続の源泉であると考えられるようになった。
企業は短期間での収益変動のみに一喜一憂するのではなく、社会課題の解決に役立つ製品や
サービスを生み出すための長期的な視点が求められているといえよう。
　地球規模の課題に立ち向かうには、国家や業界を越えた広範な連携・協力も不可欠となる。
19年はこうした新たな時代を生き抜くため、世界の変化を敏感にとらえ、迅速に行動すべき年
といえる。そして社会課題の解決のため、化学が大きな力を発揮し得る点を再確認する年とな
るよう期待する。

３ 年頭所感
　環境大臣　原田義昭　・・・　脱炭素・持続可能な社会に

　これからの環境政策は、世の中を脱炭素型かつ持続可能な形へと転換させていくことでイノ
ベーションを引き起こし、それによって環境保全と経済・社会的課題との同時解決を図りなが
ら新たなマーケットを創出していくことが重要だ。
　まず国内外での気候変動対策を強力に推進する。環境インフラの海外展開、地球観測衛星
「いぶき２号」による科学的知見の向上等による国際貢献のほか、国内では企業の脱炭素経営の
加速化、再生可能エネルギーの最大限の導入、徹底した省エネの推進、「ネット・ゼロ・エネ
ルギーハウス」の普及、ESG金融の推進、廃棄時回収率の向上に向けた法的措置の検討を含む
フロン類対策の強化等に取り組む。また、削減目標達成への深刻な影響が懸念される石炭火力
発電には、引き続き厳しく対応していく。
　本年6月開催の大阪G20を念頭に、パリ協定に基づく2050年８０％削減に向けた長期的戦略策
定に取り組む他、脱炭素化への戦略的資源配分を促すカーボン・プライシングの可能性につい
ても検討していく。
　マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみに関しては、国際的な議論等を踏まえて、
本年のG20までに「プラスチック資源循環戦略」を策定するとともに、昨年改正された海洋漂
着物処理推進法に基づき、政府の基本方針を改正する。G20では途上国を巻き込んだ実効性の
ある取り組みを打ち出すべく国際的な議論をリードしていく。

３ 年頭所感
　経済産業省資源エネルギー庁長官　高橋泰三　・・・　強靭なエネインフラ実現

　東日本大震災から8年。今なお4万人を超える福島の方々が避難生活を送っている。引き続き
廃炉・汚染水対策と福島の復興に全力で取り組む。これがエネルギー政策に臨むにあたっての
出発点だ。
　昨年7月に第5次エネルギー基本計画が閣議決定された。2030年に向けて完璧なエネルギー源
は存在しないという現状を直視し、15年に策定されたエネルギーミックスを着実に実現してい
く。また、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた課題の解決等を進める。50年に向けては
脱炭素化への世界的なモメンタムを踏まえ、非連続な脱炭素化のイノベーションを視野にあら
ゆる選択肢を追及し、世界の脱炭素化をリードしていく。
　今年6月のG20では、イノベーションの創出やグリーン・ファイナンスの活性化、環境性能に
優れた製品・技術の海外展開といった議論をリードし、世界規模での環境と成長の好循環の
実現や、エネルギー転換・脱炭素化に貢献する。
　昨年、日本は多くの災害に見舞われ、エネルギーの安定供給が脅かされた。対策として、
地域間連系線の増強や系統運用の改善、災害に強い再生可能エネルギーの導入推進、燃料供給
インフラへの自家発電設備の導入等を進め、強靭なエネルギーインフラを実現していく。

６ 年頭所感
　日本石鹸洗剤工業会会長　小林明治　・・・　時代の変化に適応し安全・安心確保

　１９５０年の設立より清潔の大切さに関する啓発活動をはじめ、河川の継続的な水質モニタ
リング、プラスチック資源の有効利用等社会的な要請に対して自主的に取り組んできており、
SDGｓの１７ゴールの一部である、人の健康、安全な水、作る責任に重点を置いた３C（清潔、
快適、便利）、３S（安全、節約、持続可能）の活動を継続していく。具体的な重点活動は
以下の3点。
　第1は人及び環境に関する製品の安全性の確認。新しい製品形態の普及など時代の変化に適
応した「安全・安心」の確保、情報提供を進める。
　第2は持続可能な社会の形成への貢献。容器包装プラスチック削減については90年代より取
組んでおり、今後も自主行動計画を推進していく。
　第3は広報・教育活動の強化。国際活動では世界の石鹸洗剤工業会との交流強化、化学物質
管理・安全情報等のグローバルな情報収集、日本からの情報発信を行い、製品・原料基準等の
共通化を目指す。（日油会長）



　　１月８日（火）
１ 化学業界合同　新年賀詞交換会

　日本化学工業協会等化学業界52団体は7日、パレスホテル東京で新年賀詞交換会を開いた。
業界首脳や政府関係者ら約１３００人が参集した。
　冒頭、日化協の淡輪敏会長が挨拶に立ち、「昨年は自然災害が相次いだ年だったが、日本
経済は緩やかな回復を維持でき、化学産業もナフサクラッカーが3年近くフル稼働する等比較
的堅調な需要に支えられた年だった」と振り返った。ただ今年は「地政学的要因等多くのリス
クが表面化してくることも想定され、覚悟が必要になる」と強調。特に「米中の覇権争いは
単なる貿易紛争ではなく、一朝一夕に解決できないのではないか」と述べ、化学産業にも需要
減退等の影響が懸念されると指摘した。
　海洋プラスチック問題については「真正面から取り組まなければならない」とし、日本とし
ての立ち位置をはっきりとさせ、裏付けとなる科学的根拠の追求等を行っていく考えを示した。
　また、平成の30年を振り返り、バブル崩壊による産業構造改革、リーマン・ショックによる
更なる構造改革などを経て、より付加価値の高い製品にシフトした結果、化学産業は全製造業
の付加価値額で2位を占めるに至っているとした。そのうえで今後、SDGｓに代表されるような
持続的成長に向けて「各社がどう目標に取り組むのか重要な年になる」と述べた。
　来賓を代表して世耕弘成経産大臣が登壇。「化学産業は雇用８７万人、出荷額４４兆円、
付加価値額１６兆円と日本を支える柱の産業」と述べ、エネルギー多消費型ながら環境調和を
続けていると指摘。「経産省としても地球環境や温暖化問題に先頭に立って取り組んでいく」
考えを示した。
　二酸化炭素の排出を抑えるだけでなく、CO2を原料に用いる人工光合成等のイノベーション
に期待を示し、「化学業界との二人三脚で地球課題に取り組む元年にしたい」と強調した。

　　１月９日（水）
１ 精留塔　今年の景気はどうなるか

　今年の景気はどうなるか。１０月に消費増税を控えているだけに不透明感が強いが政府の見
通しは強気だ。２０１９年度の実質国内総生産（GDP）の成長率は前年度比１．３％で、今年度
見通しの０．９％を上回る。消費増税はマイナス要因になるが、数々の経済対策によって雇用・
所得環境の改善が続くとしている▼これに対し日本経済研究センターの調査では０．６８％に
留まる。消費、設備投資の増勢鈍化を公共投資が下支えする構図に変わりはない▼企業の意識
はどうか。帝国データバンクの調査によると、悪化局面を見込む企業が２９．４％と前年の
１２．３％に比べて大幅に増加。その一方、回復局面を見込む企業は９．１％と前年の２０．
３％から半分以下になった▼景気に悪影響を及ぼす懸念材料の上位５項目は消費税制、人手不
足、原油・素材価格上昇、中国経済、米国経済の順。今年は内憂外患の様相を呈するだろうか
▼増税対策の効果はいかばかりか。軽減税率や教育無償化、プレミアム商品券、ポイント還元
等など。考えさせられるのは飲食を巡る軽減税率。外食は１０％だが、持ち帰りは８％。イー
トインコーナーを設けるコンビニが多くなったが、いちいち客に意思を確認するのだろうか。
行列が長くなって殺伐な雰囲気になるのは勘弁してほしい。

１ どうなる！？　２０１９年の中国：在中日系化学企業アンケート
　事業に変調「環境悪化」5割　「上期予想堅め」「市場なお魅力」

　好調を維持してきた日系化学メーカーの中国ビジネスが踊り場を迎えている。
化学工業日報社が行ったアンケート結果によると、過半数の企業が２０１９年の事業環境は
前年より厳しいと予想し、業績予想も7割の企業が悪化や横ばいを見込む。長期化する米中の
貿易摩擦や新車販売の減速が影を落とし始めた。中長期的に中国市場の重要性は変わらないが
１９年は調整局面との見方が大勢。

１２ 　ビジネス「我慢の年」に・・米中摩擦、影響懸念　先読めない　環境規制いぜん大リスク
　　注力分野は車・エレクトロニクス、戦略再考も

　中国経済は調整局面に入り、今年上期は多くの在日日系化学企業がビジネスの減速期に入り
そうだ。「我慢の年」として大型投資も控えられるだろう。他方で、巨大市場の攻略に向け、
マーケテイングやR&D体制の拡充が急務との認識も一致している。強まる環境規制や貿易摩擦
の影響を注視しつつ、自動車やエレクトロニクス分野に引き続き注力する姿勢が鮮明となった。

・米中摩擦について、対立は高関税をかけあう貿易戦争から、技術覇権、軍事覇権をめぐる長
期戦の様相を呈し、「不透明感が強まっている」トランプ政権は中国製品に対する制裁関税の
引き上げを今年３月１日まで猶予したが、通信機器大手ファーウェイの幹部逮捕の問題で雪解
けムードは一変。「今後は世界シェトップの監視カメラやドローン等も制裁対象になる可能性
が高く、日系部材メーカーへの影響も計り知れない」
・R&D機能の不足について、多くの日系化学企業は欧米勢に比べてR&D投資が遅れていると指摘
されており、「中国でのR&Dが脆弱なため、マーケテイング活動にも支障が出始めている」
１９年は多くの企業がR&D体制の梃入れに注力する年になりそうだ。
・環境規制について、生態環境部が今年から中央査察の第２弾を開始する計画だ。第１弾の２
年間で行った査察の改善状況をチェックし、今回は国有企業や地方政府も厳しく取り締まると
いう。昨年末には一部で、「中国経済の減速懸念が強まっており、中央政府は景気を冷やさな
いために環境規制を緩めている」と報道されたが、アンケートでは「今後より一層規制は強ま
る」「同水準の規制が続く」との回答。全体の８割以上の企業は政府は環境規制を緩めないと
みている。
・１９年の注力事業領域について、「自動車」「エレクトロニクス（電気・電子・半導体）」
両分野に引き続き多くの企業が商機を見出そうとしているが、事業環境は厳しい。
１８年の新車販売は１９９０年以来２８年ぶりに前年割れの見込み。「景気の不透明感が強ま



るなか、高額消費を避ける傾向にある」
エレクトロニクス分野では、半導体分野への期待が大きいが、貿易摩擦に加え、（半導体需要
の拡大サイクルが長期化する）スーパーサイクルに踊り場感が出ており、半導体部材メーカー
も「顧客の半導体メーカーが急速に減産しており、戦略の見直しを迫られている」と苦戦を
予想。

　１月１０日（木）
１ 道標　２０１９トップインタビュー　住友化学　十倉雅和社長

◆現中計の３カ年（２０１６～１８年度）を総括して下さい。
　財務体質改善や、技術で勝負できるスペシャリティケミカルを中心とした事業ポートフォリオの高度化
が進んだのが大きい。投資をスピードアップし、Ｍ＆Ａ枠３０００億円および通常枠４０００億円の最大
合計７０００億円を目標に掲げてきた。最終的に６６００億円くらいに落ち付く見通しで、７割以上を
スペシャリティケミカルが占める。石油化学とスペシャリティケミカルの利益比率が１対３くらいと良い
バランスになった。
◆１９年度は次期中計が始動します。
　技術革新のスピードが速く、バリューチェーンも大きく変わってくるなかで、イノベーションやエコシ
ステムを加速させるような基盤整備を進める必要がある。そのためデジタル技術を積極的に取り込み、新
たな価値創造につなげる。社会課題の解決はチェンスでもある。イノベーションにより経済的価値と社会
的価値の双方を高めていく。
◆デジタルトランスフォーメーションの取組みがカギを握ります。
　有機ＥＬなど、すでにマテリアルズ・インフォマティクス（ＭＩ）などの取組みを始めているが、たと
えば最先端のバイオ技術をフォローするにはデジタル技術を駆使した解析を行えるデータサイエンティス
トやデータエンジニアを多数育成する必要があり、次期中計で力を入れていく。そのためプロセスシステ
ムグループの新しい組織も作る。
◆ヘルスケア領域はどのように拡大しますか。
　住友化学と大日本住友製薬で昨年１月に設立したバイオサイエンス研究所や、放射性医薬品などを手掛
ける日本メジフィジックスなど、グループでバイオ関連を拡大していく。ｉＰＳ細胞やＥＳ細胞など
グループで集積する多様な技術を生かせる。農薬事業は農薬を作るのが使命ではなく、食料の増産に貢献
することが使命。データ解析による精密農業や、保有する生体メカニズム解明技術とデジタル技術を組み
合わせた展開などを視野に入れていく。
◆ディスプレイ部材や半導体材料、電池材料はいかがですか。
　ディスプレイ部材は有機ＥＬ市場が拡大し、塗工タイプの発光材料がいよいよ開花する。半導体は、化
合物半導体のＧａＡｓ（ガリウムヒ素）ウエハーを１００～２００億円事業に伸ばすほか、シリコン半導
体材料はＥＵＶ（極紫外線）向けの伸びが期待できる。リチウムイオン２次電池では、セパレーターの
最終ユーザーを複数社へ増やすのが課題。正極材は高ニッケルを狙う。コバルトフリーの技術を持ってい
るほか、前駆体で世界トップの田中化学研究所がグループ内にあり、１００億円事業に育てたい。

３ サカタインクス　バングラにインキ工場・・・パケージ用伸び
　サカタインクスは９日、バングラデッシュに印刷用インキの新工場を建設すると発表した。現地での
パッケージ用インキ需要の高まりに対応するため、ダッカ市郊外に新工場用地を確保、２０２０年内の
完工を予定する。バングラデッシュ市場向けについては、これまでインド子会社からパッケージ用インキ
を輸出してきた。加工食品などの包装材向け需要の増加を背景に出荷数量が順調に伸びており、現在年間
１０００トン程度を出荷している。
　同社はアジア、北米、欧州などグローバルに印刷インキ事業を展開する。アジアではインドネシア、
インド、マレーシア、ベトナム、中国、フィリピン、台湾、タイの８ヵ国・地域で製造販売拠点を有して　
いる。既存拠点への設備投資を積極的に実施する一方、未進出エリアへのビジネス拡大を重点施策に掲げ
ており、成長市場のバングラデッシュに拠点を築くことでグローバル展開の更なる拡充を図る。

３ 企業トップ　年頭あいさつ
◆大日本印刷　北島義斉社長・・・第三の創業めざす

　現在は戦後の混乱期を超える大きな時代の変化に直面している。大日本印刷（ＤＮＰ）グループは、
「Ｐ＆Ｉ（印刷と情報）」という独自の強みを生かし、「第３の創業」を目指す。施策としては成長領域
を中心とした事業拡大による新しい価値の創出、グローバル市場に向けた価値の提供、利益拡大化に向け
た価値の拡大を３本柱とする。変革への挑戦を企業文化として根付くなかで、社会課題を解決する新しい
価値の創出に取り組んでいく。

◆凸版印刷　金子眞吾社長・・・次代の市場を開拓
　デジタルトランスフォーメーションが世界を席巻する現在は、まさに「第４次産業革命の真っ直中」と
いえる。この潮流は２０１９年も続き、さらなるスピードで社会に大きな変革を起こすだろう。１９年の
経営スローガンは「デジタル変革をチャンスと捉え、次代のマーケットを開拓し、新たな価値を生み出す」
を掲げる。中計では今年からの３カ年を「トッパン・デジタルトランスフォーメーション（Ｔ－ＤＸ）」
を徹底的に推進する期間として設定。デジタル変革を支援するなどして顧客の競争力を向上させる。デジ
タルビジネスが早く収益の柱となるよう取り組んでいく。

５ ◆東洋アルミニウム　山本博社長・・・全社員で猪突猛進
　今年の干支は己亥（つちのとい）。己は草木が生い茂り勢いが社会へ貢献する状態、亥は草木の種が
発芽に備えて内部エネルギーを貯める時期を表す。当社では創立１００周年に向け、内部に貯めたエネル
ギーを成長戦略の実行に力強く踏み出す年としてほしい。今年の四字熟語は「猪突猛進」を選んだ。当社
グループ全員が取り巻く環境変化に対応しながら、中期経営計画の完遂にトップスピードで前進すること
を強く念じている。



１１ 日立造船　世界最大規模ごみ焼却発電、中国・長沙で１期完成
　日立造船は、中国・長沙市向けに、世界最大規模のごみ焼却発電プラントの第１期工事を完成させた。
同プラントの総処理能力は日量５１００トンで、商業運転中のごみ焼却発電プラントで世界最大。同時に
第２期プラントの建設工事を受注している。
　日立造船が１１月に完工した長沙市ごみ焼却発電プラントの業務範囲は、焼却炉設備に関する設計、主
要機器供給、据え付け・試運転時の技術指導サービス。ストーカー式焼却炉は日量５１００トン（８５０
トン×６炉）。受注した第２期プラントのストーカー式焼却炉は日量３４００トン（８５０トン×４炉）。
２１年末の完工を予定。日立造船の中国向け案件の受注は合計２０件となった。

　１月１１日（金）
１ 道標　２０１９トップインタビュー　三井化学　淡輪敏社長

◆２０１８年度は過去最高の営業利益１０６０億円を見込んでいますが、手応えは？
　強くなければ生き残れないことを痛感してきた。まず安定して営業利益１０００億円以上の成長軌道を
つくり、市況に左右されにくい構造やソリューションプロバイダーを目指して着実にポートフォリオを
転換し、成長への布石も打ってきた。まだまだ強い会社とは思っていないが、しっかり歩みを進めている。
◆成長３領域のうち、モビリティで積極投資が目立ちます。
　供給が追いついていない製品が多く、今後も増強投資が続くだろう。世界オンリーワンの炭化水素系合
成油『ルーカント』は市原工場での新設、世界トップシェアの機能性エラストマー『タフマー』はシンガ
ポールでの増強、ＰＰコンパウンドは欧州新工場を決めたほか、金属樹脂一体化技術『ポリメタック』な
ど新規採用案件も増えている。
◆フード＆パッケージングは。
　三井化学東セロが手掛ける半導体製造工程用樹脂テープ『イクロステープ』で台湾に生産進出を決める
など、新たな手を打っているところだ。食品包装では、鮮度保持フィルムなどのラインアップ拡充を進め
ているが、汎用品は国内の競争が厳しく、三井化学東セロ単独でやっていくのか、他社と組むのか、
Ｍ＆Ａなのか模索を続けている。農薬は新剤の開発力に強みがあり、新規原体候補が４つほどある。提携
する欧州大手の力も借り、いかに早く市場に流すかが重要。耐性も出てくるので、研究開発費を含め規模
感も必要だ。
◆ヘルスケアは。
　レンズモノマーは成長力がある。高屈折品にシフトしており、他素材からの置き換えも進んでいる。
次世代メガネ『タッチフォーカス』も手応えがある。増産検討を進めないと間に合わない。衛生材料向け
のＰＰスパンボンド不織布は、汎用分野の競争が激しい。名古屋工場と子会社のサンレックス工業に新設
備を設置し、高機能品にシフトしている。とくに薄肉中空構造の『エアリファ』は評価が高い。中空の径
を大きくするなど技術改良の余地もあり、成長するアジアで戦っていく。
◆ＩＣＴ（情報通信技術）で横串を通す取り組みを始めました。
　半導体関連部材、センシング材料、製造工程材料、ワニス、圧電フィルムなど、成長力の高い部材が多
く、顧客情報の共有など進めてさらに伸ばすのが狙い。営業利益の合計は現在１５０億円だが、２００億
円がみえており、全社の数割を占める柱にしたい。
◆強い会社の先に何を目指しますか。
　強くて良い会社にしたい。透明性や公平性、モラル、ガバナンス、環境調和など、数字だけでは表せな
い価値を持つのが『良い会社』。この両方を目指していく。

２ 社説　米中は摩擦緩和へ現実的な道筋を
　貿易摩擦の解消に向けて米中両政府はこのほど、北京で次官級貿易協議を開いた。直接交渉は昨年１２
月の首脳会談以降初めてで、中国経済の構造改革や両国の貿易不均衡の改善策を探ったとみられる。両経
済大国の衝突が世界経済に暗い影を落としていることを認識し、対立回避の道筋を早期に示してもらいた
い。まずは輸入拡大など歩み寄りやすい分野で協議を深め、知財侵害など構造的課題については長期的視
点で話し合うのが現実的な流れだろう。
　次官級協議は米国から通商代表部（ＵＳＴＲ）のゲリッシュ次席代表、中国から商務部の王受文次官が
参加した。現地メディアによると、中国の劉鶴副首相が米代表団を出迎えるなど、事態の打開に向けた
中国側の積極姿勢が目立ったという。
　ＵＳＴＲは、農業やエネルギー、製造業、サービスの分野で中国が輸入を大幅に増やすとの誓約を中心
に議論したとの声明を発表。中国側は、米国による追加関税の税率引き上げ猶予期間が３月初めに迫るな
か、交渉期限をにらみ、貿易不均衡の是正や知的財産権の保護などに向けた改善策を示した模様だ。
　具体的な合意の有無などは明らかにされていないが、協議は予定を１日延長して終了しており、中国に
よる米国からの輸入拡大などで議論が深まったとみられている。もっとも、知財侵害や産業振興策「中国
製造２０２５」の見直しなど、構造的な問題についてはいぜん対立が深く、今後開く閣僚級以上の会談に
委ねられるようだ。
　トランプ大統領は、これまで中国に課した制裁関税２５００億ドルのうち、２０００億ドル分の関税率
を今月以降、１０％から２５％に引き上げる予定だったが、昨年１２月１日のブエノスアイレスでの会談
で９０日間猶予することで合意。知財保護やサイバー攻撃などの問題を話し合い、解決策が見出せなけれ
ば関税を引き上げるとした。
　中国は、貿易不均衡是正のため農産品やエネルギー、工業製品などの輸入を拡大するとし、米国からの
輸入車に対する報復関税についても今月から３ヶ月間の停止を決めた。また国有企業が米国産大豆を購入
するなど一定の譲歩姿勢を示している。
　知財保護や技術移転の強要、国有企業への補助金政策など構造的課題は、なお残る。そのなか米中の
対立は、円高や株安といった形で日本経済にも影響を及ぼしはじめた。「米中が膝を突き合わせて議論を
していること自体が市場に安心感を与える」（日本貿易振興機構）との声もある。米側も世界経済への
影響を考え、段階的な対立改善の道筋を早急に示してほしい。

３ プラ循環協　１７年のプラ有効利用率８６％、マテリアルリサイクル２．５％増
　プラスチック循環利用協会は、プラスチック製品の再資源化状況などをまとめた２０１７年版フロー図
を公開した。１７年は廃プラ総排出量は前年に比べ３．３％増加したが、有効利用率は２ポイント増の



８６％になった。主にサーマルリサイクル量の拡大による。
　廃プラ総排出量は９０３万トン（使用済製品８２８万
トン、生産・加工ロス７５万トン）で、うち７７５万トン
が有効利用された。有効利用法別ではマテリアルリサイ
クルが２１１万トン（２．５％増）、ケミカルリサイク
ルが４０万トン（２．２％増）、サーマルリサイクルが
５２４万トン（１．４％増）。有効利用率の増加は、
一般系廃棄物における発電焼却比率の増加と産業系廃棄
物における固形燃料・セメント原燃料利用量の増加によ
るところが大きい。
　一方、樹脂生産量は２．５％増の１１０２万トンで、
国内樹脂製品消費量も１０１２万トンと３．３％増加し
た。樹脂の輸入量が輸出量を大きく上回ったうえ、前年
に生産されたマテリアルリサイクル品の国内流通量が
輸出の減少により増加した。
　廃プラ排出先の内訳は一般系廃棄物が４１８万トンと
２．６％増、産業系廃棄物が４８５万トンで１．３％減。
人口減少により一般系廃棄物全体が減少傾向にあるなかでプラスチックの排出量は増えた。
　廃プラスチックの輸出量は１２９万トンで６．２％減と前年に引き続き減少した。１８年は中国の
廃プラ輸入禁止などの影響で１００万トン程度まで縮小する見通し。

１１ フレキシブルコンテナ　１８年輸入量過去最高更新へ・・・６０００万袋に迫る勢い
合成樹脂向けなど需要堅調

　２０１８年のフレキシブルコンテナ輸入量が過去最高を更新する可能性が高まってきた。合成樹脂や
化学工業品などの堅調な需要を背景に中国、ベトナムをはじめとしたアジア諸国からの輸入が高い水準で
推移している。財務省の貿易統計によると、１～１１月の累計輸入数量は５４８０万袋超となり、過去最
高の１４年実績（５６７９万５４４０袋）まで２００万袋に迫った。１２月の輸入量が通常の水準であれ
ば６０００万袋に近い水準に達する状況にある。
　１月～１１月の輸入数量は前年同期比７．４％増の
５４８１万３９２２袋（速報値）だった。１７年の年
間実績（５５９５万９８１４袋）まで１１５万袋弱で、
通年で３年連続の増加は確実となった。金額ベースで
は６．９％増の３６４億１６４４万円。
　主要ソースの輸入量をみると、中国が４．６％増の
４４５６万９１５８袋で、全輸入量に占める比率は
８０％超を占める。最近とくに顕著な伸びを示してい
るのがベトナムで、１８年１～１１月累計は２８．５
％増の７４４万４１５３袋。中国とはいぜん開きがあ
るものの、シェアは１３．５％まで拡大し、第２の輸
入ソースとしての地位を不動のものにしている。続い
てインドネシアは５．８％増の１５７万８９３８袋と
なり、タイが１５．７％増の７１万３９２４袋、カン
ボジアが１７．０％増の３１万８７７０袋と、それぞれ大幅に増加した。
　フレコンには繰り返し使用するランニング用と、１～数回あるいは１年間の使用を限定とするクロス用
がある。このうち日本に輸入されるのはＰＰ、ＰＥなどを素材とするクロスコンテナがほとんど。価格競
争力で優位に立つアジア諸国からの輸入品が長期にわたって国産品を凌駕してきた。コスト削減を目的に
進出した日本のメーカーのアジア拠点からの製品も市場に浸透している。
　東日本大震災以降は除染用の需要が拡大したこともあり輸入量が一段と増大。１４年には過去最高の
５６７９万５４４０袋に達した。１５年は除染用の需要が一段落したことも少なからず影響し減少したが、
１６年には増加に転じ、１７年は同１．１％増の５５９５万９８１４袋と微増ながら２年連続で前年を
上回った。

１２ どうなる！？２０１９年の中国・・・景気減速も６％成長維持、全産業が調整局面に
　米国との貿易摩擦などを背景に中国経済の減速感が強まっている。新車販売やスマートフォン市場の
停滞、不動産市況の低迷なども相まって好調を維持してきた日系企業のビジネスにも暗い影を落とし始め
た。２０１９年の事業環境をどうみるか。日本貿易振興機構（ジェトロ）上海事務所の小栗道明所長に、
昨秋に実施した在中日系企業へのアンケート結果を基に分析してもらった。
◆回復基調にあった日系企業の中国事業ですが、昨秋以降、変調をきたしています。
　ジェトロが昨年１０月から１１月にかけて実施したアンケートでは、１８年の営業利益見通しについて、
在中国の日系企業の約７２％が黒字と答えるなど、アジア全体でみても悪くない方だ。内販型、輸出型
企業の利益見通しもそれぞれ７２．１％、７３％が黒字を見込むなど、通年で見るとまずまずの年だった
といえるだろうお。
　もっとも昨年末に商工クラブや華東地区の方々の意見を聞いてまわったが、夏場から変調の兆しが出て、
秋以降、減速が鮮明になってきたとの声が多かった。製造業では特に自動車とアップルを中心とした
スマートフォンが売れていない。米中摩擦の影響で産業振興策『中国製造２０２５』が注目され、該当産
業の投資も強気から一気に弱気へと転じた格好だ。半導体も弱含み、住宅投資も冷え込むなど全産業が
調整局面を迎えているように映る。
◆米中摩擦の影響がじわじわと広がってきました。
　摩擦から覇権争いに発展し、対立が長期化するとみられるようになった。消費マインドが冷え込み、
このムードに市場が慣れるまでに時間がかかるだろう。中国は建国７０周年の節目を迎え、安定成長を
維持したいところ。１９年は減税や内需拡大策を積極的に採るだろう。大規模なインフラ投資ではなくて
も、都市の民生改善につながる投資を拡大する余地は十分ある。今年も６％前半の成長は固いのではない
か。企業運営上は大幅減税がポイントで、政府としては減税と民間中小企業への支援策で下支えするだろ



う。内需は以前旺盛で、よほどのことがない限り急速な腰折れはないと思う。
◆企業の動向は。
　先のアンケートでは１９年の営業利益見通しを前年より改善すると答えた企業は１８年より２．８ポイ
ント減の３９．５％に落ちたが、横ばいが増え、悪化すると答えた企業の割合は増えていない。比較的強
気には見ているようだ。他方、今後１～２年の事業展開の方向性については、１年前の調査では『拡大』
が４０．１％から４８．３％へと大きく増えたが、今回は４８．７％とわずか０．４ポイントの伸びに
とどまった。業種毎に異なり、卸売・小売や化学・医薬・輸送機械器具は『拡大』との回答が５割を超え
たが、輸送機械、つまり自動車産業については私はもう少し悲観的に見ている。
◆内需は堅調に推移するでしょうか。
　私がそう考える論拠は２つある。１つは内陸の都市が元気になってきていることだ。従来の輸出主導型
経済のときは沿岸部が中心だったが、産業が内陸に移転し、内陸部の人たちが地元で就職できるように
なってきた。成都、武漢、合肥などは２次産業が堅調で、杭州や南京は２次産業から３次産業へのシフト
が進むなど、活性化してきている。また、若い世代が元気だ。９０年や００年代生まれの若者は感性豊か
な消費活動を行い、ＩＴ関連やゲームなどで新たな需要を生み出しているのが力強い。
◆環境規制も引き続き大きな課題です。
　毎年実施している経営上の問題点という質問で、１８年は『環境規制の厳格化』が初めてトップ５に
ランクインした。直近１年間で半数の日系企業が行政指導を受けており、６割の企業が自主的な取組を
行っている。また、規制については６４％の企業が『十分厳しいが対応可能である』と回答し、１割の
企業は『厳しすぎて事業継続が困難』ち答えた。今後もトレンドとして規制が緩むことはないと見ている。
特に、中国から移転・撤退しなくても、中国国内での移転についての相談はこの１年間で非常に増えた。


