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　２月２５日（月）
１ ＪａＩＭＥ　海プラ問題解決に向けて・・・アジアで人材育成

　海洋プラスチック問題対応協議会（ＪａＩＭＥ）の淡輪敏会長は２２日、原田義昭環境大臣
を訪問し、海洋プラスチック問題に関して意見交換を行った。
　原田大臣は「Ｇ２０で初めて環境大臣会合が開催される。最大のテーマがプラスチックによ
る海洋汚染の問題だ。先進国と途上国が協力して、これ以上は新しいごみを出さないという
気迫で臨まなければならない」と語った。
　淡輪会長は化学産業のレスポンシブル・ケアやこれまでのＪａＩＭＥの取り組み等を紹介し

「発足以来、国際的な場で日本の事例を発信してきた。今年はアジアの働きかけを人材育成と

して具体化していく」と述べた。

２ 石連　月岡会長会見、米イラン制裁で要望・・・禁輸提供除外　継続を
　石油連盟の月岡隆会長は２２日、会見を開き、自然災害に対応し安定供給体制の強化に努め
る姿勢を示した。また、米国のイラン制裁に関し「禁輸適用除外が５月に期限を迎える。継続
を求めて米政府と協議するよう政府に要請」する一方、元売り各社による調達先多様化の努力
によって中東依存度は減少しており「リスクヘッジ体制が整いつつある。総量確保の点では
安心している」とした。
　月岡会長は安倍総理が１月２８日の施政方針演説で国土強靭化対策を強調した事に触れ「３
年間集中して８０００カ所のガソリンスタンドに非常用自家発電装置の設置を進めることに
謝意を表する。元売り業界も製油所・油槽所などへの耐震設備の導入などを通じ協力いていく」
と述べた。市況見通しについては、ドバイ原油が１バレル当たり６０㌦台後半を回復したこと
を受けて「石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国の減産順守が続いており、年明けから上昇局面
に転じた」との認識を示した。米中貿易摩擦や中東諸国の政情不安などがくすぶる中で、米国
を含む産油国の出方を見極めるとした。

４ 資源循環戦略　中環審まとめ・・・リユース・リサイクル率　プラ容器包装３０年目標６割
　再生素材利用は倍増　「海洋生分解」の開発追記

　環境省は２２日、中央環境審議会の専門委員会で「プラスチック資源循環戦略」の最終取り
まとめを行った。６月のＧ２０に向けて、プラスチック対策で世界をリードするとの明確な
意志の下、「海洋プラスチック憲章」を上回る野心的な数値目標を盛り込んだ。パブコメを
踏まえ、熱回収に優先してリユース・リサイクルに取り組む姿勢を明記。海洋プラスチック
対策として海で分解される紙や海洋分解性プラスチックの開発・利用の推進を追加した。
　３月中に環境大臣に答申する。
　資源制約や気候変動との同時解決も目指しており、戦略では、プラ製使い捨て容器を３０年
までに２５％削減する。このためレジ袋の有償義務化も決めた。次いでリユース・リサイクル
を推進する。３０年までにプラ製容器包装の製品のリユース・リサイクル率を６割に引上げる。
３５年までには全ての使用済みプラスチックを熱回収も含め１００％有効利用する。
　野心的である一方、積み上げ式で設定した目標ではないだけに、どう具体的な施策に落とし
込んでいくのかが重要になる。レジ袋有料化も価格次第では使用削減につながらない場合もあ
る。熱回収を極力回避していく中で、ごみ焼却施設の構成はどうあるべきか等、戦略を展開し
ていくなかで検討するべき課題は多い。

　【プラスチック資源循環戦略】

１３ 中国ビジネス特集
　逆境乗り越え商機掴め・・・問われる変化への対応力

　過去数年好調を維持してきた日系化学企業の中国ビジネスが変調をきたしている。中国景気
の不透明感を強めている要素の一つが、覇権争いに発展した米中の対立だ。消費マインドの
落ち込みにより、高額消費を抑える動きが顕著になり、減税政策の終了と相まって新車販売の
減速を招いた。日系企業が得意とするスマートフォン市場も低迷し、昨年は年末にかけて中国
からの輸出も急ブレーキ。エレクトロニクス分野でも米国の「中国外し」が浸透し、華為技術
（ファーウェイ）をはじめ半導体市場などでも急速な落ち込みが目立っている。
　化学工業日報社が昨年末から今年初めにかけて行ったアンケート調査では、過半数の在中
日系化学企業が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んでいる。１９年は多くの企業が上期の景気減速を予想し、「成長の踊り
場」「我慢の年」とみている。もっとも、中長期的にみて中国市場の重要性は変わらず、
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　（難しい場合でも熱回収可能性は確実に担保）
・３０年までに再生素材の利用を倍増
・３０年までにバイオマスプラスチックを最大限（約２００万トン）導入

・３０年までにワンウェイプラ（容器包装等）をこれまでの努力も含め累積で２５％削減
・２５年までにデザインを分別容易且つリユース可能又はリサイクル可能なものに
　（難しい場合でも熱回収可能性は確実に担保）
・３０年までにプラ製容器包装の６割をリユース・リサイクル
・３５年までに使用済みプラをリユース・リサイクル



「市場としても魅力はむしろ高まっている」との声もある。中国政府は今年も大規模な減税や
民間中小企業の支援策を準備しており、急速な景気の腰折れは避けられるのではないか。
　原材料価格の上昇や急速な為替変動は専門商社や物流企業には逆風だが、目まぐるしく変わ
る市場には商機も無数に転がっている。荒波を乗る越え、１９年は中長期視点で成長事業の
構築に努める年だ。

１４ 中国：石油・化学工業、利益率が過去６年で最高、投資も拡大基調継ぐ・・不確実性高まる１９年
　２０１８年の中国の石油・化学工業は、米中貿易摩擦の影響や新車販売の低迷などで下期に
かけて減速局面に入ったものの、通年でみれば安定的に推移したといえるだろう。
　中国石油・化学工業連合会（ＣＰＣＩＦ）によると、１８年の石油・化学工業全体の売上
総額は前年比１３．６％増の１２兆４０００億元（約１９８兆４０００億円）、利益総額は
同３２．１％増の８３９３億元（約１３兆４３００億円）となり、利益率は６．８％と過去６
年で最高を記録した。１９年も上期は低迷が続くと予想されているが、政府は大型の景気刺激
策を準備しており、化学産業についても年後半にかけて盛り返してくるとの見方が多い。

　１８年の中国の国内総生産（ＧＤＰ）成長率は実質ベースで前年比６．６％となった。
前年から０．２ポイントのマイナスと２年連続の縮小。天安門事件以来２８年ぶりの低水準。
政府目標の６．５％前後は達成した格好で、当局は「全体的に安定している」とアピールする
が、１８年の第４四半期は６．４％となり、およそ１０年ぶりの低水準となった。
　こうした中、化学工業の１８年の利益総額は前年比１６．３％増の５００６億５０００万元
（約８兆円）、売上総額は同８．６％増の７兆２７００億元（約１１６兆３２００億円）を
確保した。売上高利益率は６．９％と過去最高となり、収益力は着実に高まっているように
映る。また、石油・化学工業の輸出入総額は同２９．３％増の７５４３億㌦だった。
環境規制等の影響を受けて、過去数年の化学工業の投資は抑制気味で推移してきたが、１８年
の化学原料及び化学品製造業の投資額は前年のマイナスから６．０％のプラスに転じた。
　ＣＰＣＩＦは１９年の化学工業の売上総額が前年比６％増の７兆７０００億元（約１２３兆
円）程度になるとみている。伸び率は２．６ポイント鈍化する。石油・化学工業全体の売上総
額は同８％程度の伸びを予想し、１３兆３０００億元（約２１３兆円）超。長期化する米中貿
易摩擦やグローバル経済の変調を前に、例年より固めの成長予想を打ち出した。
　１９年は経済の不透明感が強まるなか、製品の高付加価値シフトや安全・環境に配慮した
生産体制構築が従来以上に求められる年となりそうだ。

　一層の内需深耕を・・・米中摩擦の影響はこれから
　米中摩擦については「直接的な影響はこれから」との意見が多い。新車販売の減速や半導体
市場の投資減速などの余波が春節明けから降りかかってくるのではないかとの危機感も強まる。
ファクトリーオートメーション（ＦＡ）関連もその一つ。製造現場の自動化、省エネ化のニー
ズは高まっているものの、「不要不急の投資を抑えているのが実情」との声が目立つ。
　足元では、トイレタリーや化粧品等日用品の需要は旺盛。「１９年は車がへこんでも日用品
市場は活況。一層の内需深耕、個人消費を狙っていきたい」のは各社共通の意見だ。
　中国政府が進める産業振興策「中国製造２０２５」に合致した分野も多くの企業がターゲッ
トとする。新エネルギー車や次世代デイスプレイ、半導体関連、バイオ医薬等競争も激しいが
確実に伸びるマーケットとして各社の陣取り合戦が熱を帯びてきている。

　２月２６日（火）
３ １２月のＯＰＰフィルム出荷・・・７．８％減少

　日本ポリプロピレンフィルム工業会の統計によると、２０１８年１２月のＯＰＰフィルムの
出荷は前年同月比７．８％減の１万８４２５㌧だった。
　生産は同１．８％減の１万８４１３㌧、在庫は同１９．２％増の３万６３５７㌧となった。
　ＣＰＰフィルムの出荷は同０．６％減の１万３０８７㌧、生産は同１７．４％増の１万３７
６３㌧、在庫は同１０．８％増の２万５５７１㌧だった。

【２０１８年１２月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

在庫 在庫

４ エチレン、アジアで急騰・・・在庫積み増し、トラブルも
　アジアのエチレン市況が１月下旬から４週間にわたり上昇している。足元は１㌧当たり１１
７０㌦で、この間に２割弱上昇した。強含む原油・ナフサの動きと旧正月休暇明けで活発と
なった在庫調達等需要側の要因に対し、域内外のトラブルが重なり供給引き締まりへの警戒感
が強まったことが要因とみられる。

　２月２７日（水）
４ エチレン用輸入ナフサ・・・１月は８６９５円安の３万９５９６円

　経産省がまとめた１月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は２カ月連続で下落
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し、ドル建てで１㌧当たり前月比８７．２㌦安の５２９．５㌦、円建てで１キロリットル当た
り８６９５円安の３万９５９６円だった。為替レートは１㌦＝１０９．５円、前月比３．６円
の円高。

　２月２８日（木）
１ 経産省　海洋生分解性プラ技術ロードマップ

　経産省は今春をめどに海洋生分解性プラスチックの技術ロードマップを策定する。２０５０年を見据え
て技術課題を整理し、達成時期や普及導入目標、支援策などを示す。政府として６月のＧ２０開催までに
まとめる「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」に反映させる。
　プラスチックごみ問題への対応が地球規模で広がっている。適切な回収・処分が大前提だが、それでも
なおプラスチックごみが海へ流出するリスクへの対策として、海水で分解するプラスチックへの期待が
高まっており、一部で実用化が進んでいる。
　海洋生分解性を客観的に示すものとしては、ベルギーの認証機関が発行している規格があるばかり。
３０℃の海水中で６ヶ月以内に生分解度が９０％以上に達したことを証明するものだ。ただ海域によって
海温など条件はさまざま。ＩＳＯが海域に応じた規格づくりを進めており、製品開発のハードルは高い。
ロードマップで取り上げる技術課題には、海水中での生分解メカニズムの解析や、生分解性機能の高度化
と新たな樹脂開発、安定的な量産化に向けた製造コスト削減などが想定されている。
　「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」は、２６日に初会合が開かれた「海洋プラスチック
ごみ対策の推進に関する関係府省会議」で策定が決まった。新たな汚染を生み出さないことに焦点を定め
各省庁の施策を盛り込む。８つのテーマのなかには、プラスチックごみの回収の徹底や海洋流出の防止に
加え、イノベーションによる代替材の転換も掲げられている。
　経産省ではロードマップを策定する一方で、１９年度から新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
を通じて海洋生分解性プラスチック開発の支援を開始する方針。国際標準化にも積極的に取組む。１月に
立ち上がった官民連携組織「クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス」（CLOMA）でも、海洋
生分解プラスチックの開発が重要テーマとなりそうだ。

　３月１日（金）
１ 海洋プラ問題：日中連携がスタート　プラ工連やＣＰＣＩＦ、北京で懇談会

　海洋プラスチック問題の対応に向けた日中の協力が緒に就いた。プラ工連と中国石油・化学工業協会
（CPCIF）、中国プラスチック加工工業協会の３者は２月２７日、北京において両国の取組みや知見を
共有するための懇談会を催した。政府や関係業界団体に加え、三菱ケミカルやエフピコなど企業代表から
の活動報告もなされた。中国側からは日本の豊富な経験や技術への期待の声が相次いだ。
　３者は昨年１１月、海洋プラ問題の解決に向けた技術協力や情報共有を進めることで覚書を結んでおり、
今回はその取組みの第１弾。政府や関係業界団体の関係者に加え、企業や現地メディアなども議論の場に
招き、出席者は約９０人に上った。
◆循環利用を推進
　司会を務めたCPCIFの龐広廉副秘書長は冒頭、プラスチックが耐候性や安全性、快適性など多くの機能
を生み出し、生活に欠かせない素材となったと言及。そのうえで、「２０世紀の最も偉大な発明の一つ
だが、分解しにくく、地下に埋めても焼却しても環境負荷は大きい。限られたエネルギーの効率利用と
いう経済合理性からも循環利用の促進が重要だ」と述べた。
◆抜本的な基準を
　懇談会では政府部門やサプライサイドの企業担当者が現状認識や対策を披露した。中国の国務院開発研
究センター資源循環政策研究所の常紀文副所長はマイクロプラ汚染防止のための立法の必要性を説き、
「議論の多くが使用制限に始終しているが、まずは抜本的な基準や法律の整備が急務。法律制定には年単
位の時を要するため、国務院として関連条例を策定したり、各省庁が連動して基準を策定する手もある。
国際条約の整備に参加するのも有益だ」と指摘した。
　プラ工連の岸村専務理事は同連盟の海洋プラ問題への取組みを紹介し、１９９０年代から続けている
樹脂ペレットの漏出防止活動については「会員外の小規模事業者にも広げていきたい」と意欲を述べた。
日本化学工業協会など５団体と設立した「海洋プラスチック問題対応協議会（JaIME）」や、「プラス
チック海洋ごみ問題の解決に向けた宣言活動」などの事例も紹介した。
　企業代表では、中国の樹脂コンパウンド大手の金発科技の胡志華博士が「廃プラの高度循環利用」の
テーマで登壇。ダウや中国のネット通販大手、京東集団と組んだクローズドループリサイクルの構築や、
飲料出前サービスの美団集団の弁当容器を再生してシェア自転車大手の摩拝単単（モバイク）の泥よけに
供給するなどの例を挙げた。
◆消費者の理解も
　日本側からはエフピコの富樫英治環境対策室ゼネラルマネージャーが、食品トレーや容器リサイクルの
歴史やその仕組みを紹介。マクドナルドにおけるプラ容器を契機とした米国の消費者不買運動や日本の
ゴミ処分場の不足など事例を交えつつ、「リサイクルシステムの構築には消費者の理解が何よりも重要」
とし、小売りなども巻き込むことの重要性を語った。
　三菱ケミカルの高機能ポリマー企画部の佐野浩氏もプラスチックがサーキュラーエコノミーの重要な
要素であることや、クローズドループリサイクルの観点からプラスチック産業の動向を推察。「産官学
一体の取組みを推進し、企業も上手くビジネスにつなげながら事業のサスティナビリティを追求しなけ
ればならない」と述べた。
　官民双方の発表を受け、経産省素材産業課の池田課長補佐は「海洋ごみにともなう環境問題は各国固有
の立場を越えて対処すべき課題。日中両国が手を携えて真摯に取り組む姿勢が不可欠で、今日はその
スタートラインだ」と力を込めた。

２ 社説　研究開発のスピードアップに向けて
　関西の化学各社が研究開発のスピードアップを目指し、さまざまな試みを進めている。事業環境が厳し
さを増す中￥なか、開発活動の効率化や開発成果の最大化は重要課題の一つ。オープンイノベーション
なお、社内外の技術やアイデアを積極的に活用する動きが広がっているほか、新組織の立ち上げや開発



テーマの再構築に取り組んでいる。
　三洋化成工業は、既存事業の研究開発において、各素材が最終的にどのような使われ方をするのかを
描きながら能動的に提案する「ａｃｔ活動」を始動した。例えば紙おむつ向けに、高吸水性樹脂や不織布
用表面処理剤といった素材を一括して紹介するなど、異なる研究部が保有する技術・製品をひとまとめに
してソリューションを提供している。また成長が期待される化粧品関連では、全社横断型社長直轄組織
「Sanyo Skin Coffet」を立ち上げており、感性を重視しながら研究開発を進めている。
　日本触媒は外部の技術を積極的に取り入れている。健康医療関連では糖鎖工学研究所（京都市）や核酸
医薬関連技術を有するTAK-Circulator（東京都）、レナセラピューティクス（東京都）と、それぞれ提携。
化粧品関連ではさまざまな物質をナノ分散させる技術を有するナノ・キューブ・ジャパン（岡山市）との
連携に続いて、植物などから抽出する化粧品エキスの世界的メーカー、仏グリーンテックグループと包括
的な事業提携に関する覚書を締結した。
　新研研究棟（兵庫県尼崎市）完成を機にオープンイノベーションを加速しているのが大阪ソーダ。複数
の企業や大学と協業、共同研究を積極的に推進するなど、新たな発見や成果を早く出すよう取り組んでい
る。さらに新規ニーズの収集、新製品の市場開拓と技術開発、工業化まで一元的に統括する「新規事業推
進本部」を設けた。同本部内に開発営業部を置き、既存事業分野とは異なる新製品専任の営業担当を置く
ことで、販売先開拓を充実させると同時に製・販・開の連携強化を図っている。
　田岡化学工業も工業化を専門に担う分析・工業化グループを発足。顧客ニーズに合った化合物の提案と
新規合成ルートの開拓を行う開発部門との分業制を確立している。この組織体制がうまく機能し、新製品
の継続的投入につながっている。
　企業の持続的成長には新規事業の創出が欠かせない。限られた経営資源の有効活用や外部技術の探索・
評価が、より重要となる。今後、各社の研究開発活動がどう変わっていくのか注目したい。

１０ エンジ各社　海外案件リスク低減急ぐ、多様な試み
　ここ数年、日本のエンジニアリング、プラント各社は北米案件などで工事の遅延により相次いで巨額の
損失を発生させており、経営基盤を揺るがすほどの影響を被っている。そのため、エンジニアリング各社
が、海外の大型プロジェクトにおける建設業務のリスク低減に本腰を入れて取り組む。
　案件によって設計・調達業務に絞ることや、モジュール工法の適用でプラント建設地での工事量を減ら
すなどの手法だ。さらにデジタルツールの活用で、工事の進捗状況、作業員一人ひとりの状況を把握し、
建設の遅れを極力防ぐ試みも始まっている。海外でプラントの設計・調達・建設（EPC）事業を継続して
いくには、建設段階でのリスクを可能な限りなくしていくことが不可欠だ。

１０ 新日鉄住金エンジ　フィンランドで廃棄物発電受注
　 　新日鉄住金エンジニアリングは２８日、ドイツ廃棄物発電プラント子会社であるシュタインミュラー・

バブコック・エンバイロメント（SBE）を通じ、フィンランド・サロ志におけるストーカ炉式廃棄物発電
施設工事を受注したと発表した。
　受注案件は、同市の公営廃棄物処理事業者向け廃棄物発電施設の新設工事。同市周辺地域で発生する
廃棄物からエネルギーを回収し、地域に熱および電力を供給する熱電併給型の施設で、年間で１８０～
１９０ギガワット／時の熱（同市温熱需要の約９０％に相当）および７２ギガワット／時の電力を供給
する計画となっている。
　施設（１炉）の定格処理量は日量３６０トン。契約した役務範囲はストーカ炉とボイラーの設計・調達・
据え付けおよび試運転。ＳＢＥは北欧諸国において数多くの廃棄物発電施設の建設実績があり、技術面で
の信頼性で客先からの評価を得ている。


