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(月)

1 食品包装容器　巣ごもり需要　対応（上）

1 フェイスシールド　３Ｄ印刷で量産開始

2 石連　供給継続へ柔軟対応

2 シンガポール　マレーシア化学産業　通常稼働も見通し厳しく

6 カネカ　アビカン原薬を供給

6 台湾ＴＣＩ　1日900検体対応の新型コロナ検査装置を開発

（火）
1 中国は今　Ｖ字回復に暗雲

1 三菱ケミカルＨＤ　仏バイオ樹脂社に出資

1 食品包装容器　巣ごもり需要　対応（下）

4月20日 4月24日 2020/4/24

4月20日

　新型コロナウイルスの影響が食品の容器包装市場にも及んでいる。3月から全国で始まった小中
高校の休校やその後の外出自粛要請などにより自宅で過ごす人が増加し、食品や生活必需品を買い
込む”巣ごもり需要”が発生。食品スーパーではこれまでバラ売りされていた総菜やパン製品が個
包装に切り替わり、プラ容器や軟包装材の使用量が増えている。カップめんや冷凍食品などの加工
食品も売れており、容器包装材メーカーも対応を進めている。

　ＪＳＲでＤプリンター事業を行うカーボン事業推進部が、医療従事者の感染症防止などのために
用いられるフェイスシールドの量産を開始する。慶応義塾大学病院に向けて週500-1000個供給を今
後１主幹で始める。

　牛乳タンパク質のカゼインを原料とした生分解性ポリマーを製造・販売する仏ラクティプス社に
出資したと発表した。同ポリマーはバイオ由来で、低温水溶性のため海水でも分解するほか、ガス
バリア性、可食性などの多くの特徴を持ちながら、熱成形や押出成形などの加工が可能。

　食品サプリメント大手の台湾ＴＣＩは、従来より検査測度を約7倍高めた装置を開発した。台湾
疾病検査機関への納入を開始した。海外展開も本格化する。

　｢アビガン｣の原薬を7月から富士フィルムに供給する。政府備蓄や海外の提供要望に対応するた
め、今年9月から3月比約7倍の30万人分に増産する計画。また、別の原料であるマロン酸ジエチル
の国内唯一のメーカーであるデンカは休止設備を稼働し5月からアビカン向けに生産を開始する。

　石連月岡会長は定例会見で原油価格の動向や新型コロナウイルスの影響について、国民生活の安
定不可欠な石油製品の供給のため、サプライチェーンを維持するために万全を期す方針を改めて示
した。製油所などで感染者が発生しても各社で操業継続のための対策を講じている。安定供給は十
分可能。原油価格の暴落局面でもあるが需要自体が消えている。製油所での稼働率も70％を下回る
と分解装置を止める必要がでてくる。

　日系化学企業の工場が多く、化学製品の輸出拠点となっているマレーシアでは３月18日から全国
的に行動制限令が敷かれ、経済活動や移動が厳しく規制されている。首都クアラルンプールでは多
くの駐在員が在宅勤務となる一方、石油化学や合成樹脂のメーカーは各地でおおむね通常通りの操
業を続けている。現状、化学品の原料調達や出荷に大きな混乱はみられず、中国向けの輸出も堅調
だが、域内では自動車や家電の工場が軒並み停止しているため見通しは厳しい。

4月21日

　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための外出自粛で生じた食料品の”巣ごもり需要”
は、昨年落ち込んだ食品包装フィルム需要を押し戻し始めている。一方で、観光地の土産物向けの
包材や飲食店が使う業務用のプラ製袋などは需要が急減しており、手放しで特需とはいえない状況
だ。
　日本ポリプロピレンフィルム工業会によると、3月のＯＰＰ前年度同月比1-2％減だが例年より長
い連休に備えて出荷が多かった前年水準に近い。食品包装フィルムは流通小売りの食品ロス低減に
向けた店頭在庫の圧縮を受けて、昨年は出荷の落ち込みが顕著だった。足元では新型コロナウイル
ス対策で重要度が高い在宅勤務や休校の拡大、期間延長などの措置により、自宅での冷凍食品やレ
トルト、パン製品などの消費が増え、フィルム需要を下支えしている。
　フタムラ化学は在庫の積み増しを、グンゼは24時間体制でのフル稼働を実施。三井化学東セロは
稼働率が高く余力がない状態。

　中国の2020年第一四半期の経済成長率は前年同期比マイナス6.8％と四半期ベースで初のマイナ
ス成長に陥った。3月単月の主要経済統計は改善傾向にあるものの本格回復にはほど遠い。足元で
は日系化学企業の工場もフル操業が珍しくないが、「在庫積み増しのための仮需」との向きが多
い。自動車販売が振るわなず、外需の一段の落ち込みが予想されるなか、第二四半期以降のＶ時回
復に暗雲が漂う。



2 中国　エチレン生産1.3％増

3 酢酸エチル、アジア急落

4 藤森工業　点眼ボトルに参入

（水）

1 最適な原料ミックス探索

1 昭和電工　日立化成へのＴＯＢ成立

1 関西中堅企業、緊急事態宣言で対応強化

3 新型コロナワクチン　米中で相次いで治験入り　日本は今夏

　藤森工業は、内容物の非吸着性などを軸とする製品開発を強化する。これまでもシーラントフィ
ルムや薬液バッグなどを製品化してきたなかで、このほど新たに非吸着性、高防湿性を高めた点眼
ボトルを開発。食品・医薬印包装を手掛けるライフサイエンス事業の容器分野での新規参入分野と
する。
　点眼薬容器は、医療用ではポリエチレンまたはポリプロピレンの単一素材が用いれられることが
多い。保存期間は未開封で2-3年程度、開封後の使用期限は医療用で1ケ月、市販品で同ケ月が基
準。藤森工業は特殊樹脂の3層構成により非吸着・高防湿性を高めた点眼ボトルを開発。従来のＰ
Ｅ単体より成分残存率2倍以上、高温低湿度下での防湿性は約2倍に向上。

　21日、日立貝瀬のＴＯＢが成立したと発表した。今回のＴＯＢで日立化成への出資率は87.6％と
なった。28日付けで連結子会社となり、その後は完全子会社に向けた手続きに入る。

　「ポスト新型肺炎」の社会では、企業活動のあり方も大きく変わると言われている。例えばサプ
ライチェーンの見直しや、危機発生時に予想される大幅な活動規制への対応準備、中国依存の軽減
などが求められるそうだ。化学産業も無関係ではいられない。現地時間20日に米ＷＴＩ先物市場で
5月物価格が初めてマイナスとなるなど、原油価格は歴史的な安値水準で推移している。アジア太
平洋地域のエチレンセンター会社はいま、都市封鎖解除後の原油価格や製油所稼働率の変動をにら
み、中長期的に最適な原料ミックスのあり方を模索している。

　中国の第一四半期のエチレン生産は前年同期比1.3％増（515万ﾄﾝ）。新型コロナウイルスの感染
が拡大した1-2月もナフサクラッカーは安定稼働を継続。前年上期が高稼働だったことを考える
と、かなりの高水準を維持したことになる。恒力集団や浙江石化有限公司の大型新プラントも順調
に立ち上がってきている。

　酢酸エチルの市況が急落した。アジア価格の指標となる中国ＦＯＢは足元で680㌦/ﾄﾝ。2月下旬
から120㌦下落している。原料である酢酸と工業用エタノールの下落に加え、需要が鈍いことも下
げ圧力をかけている。中国が輸出しやすい環境になり、域内の余剰に拍車がかかる可能性がある。
2月以降、新型コロナウイルスの影響で中国で医療用エタノールの引き合いが強まり、工業用エタ
ノールの生産が減少し、一時国内価格は上昇したが、その後は下落の一途をたどった。今後も下げ
基調が続く公算が大きい。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、関西中堅化学企業の多くも在宅勤務や時差通勤といっ
た独自対策に踏み出している。政府の緊急事態宣言以降、より一層対応強化しており、企業活動へ
の影響の両立を目指している。ただ、大企業とは異なり限られた人員での社内調整の難しさや、製
品開発の遅れといった課題も浮き彫りになってきた。日々変化する状況に合わせ、非常事態への迅
速な対応が求められる中、柔軟な対策を展開している各社の取りくみを紹介する。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックを収束させ、社会・経済活動を正常化するには、有効
なワクチン開発が不可欠とされる。ＷＨＯによると、新型コロナウイルスに対するワクチンの研究
開発プロジェクトは４月11日時点で70件。完成までに最短でも1年かかるとされているが、国を挙
げた開発支援などにより、今秋にも医療従事者などを対象に提供できるとの見通しも出始めてい
る。従来の方法より短期間で開発が可能とされている遺伝子ワクチンを筆頭に、米国や中国などで
臨床試験が本格化している。日本でも大阪を拠点として協力体制が立ち上がり、7月にも最初の臨
床試験が始まる見込みだ。

4月22日



4 中国　恵州市　20年の重点プロ　石化計画目白押し

4 中国は今　コロナ収束は本物か

（木）
2 インドネシアの化学産業　都市封鎖の影響濃く

2 シンガポール　都市封鎖　強化・延長

2 新型コロナ対策支援

2 グンゼ　収縮フィルム　米・越拠点　フル稼働

　シンガポール政府は、都市封鎖の強化と6月1日まで延長を発表した。感染者は9115人と東南アジ
アで最多。外国人労働者の宿泊施設で無症状者が大半だが感染が拡大し、今週は新規感染が1000人
/日を超える日が続く。市中感染は減少したものの経路を追跡できない事例が残るため措置を強化
した。
　外出は1世帯1人に制限。外食は禁止で食事は持ち帰りか配達に限定。

　ＤＩＣ：備蓄していた高機能マスク1万枚を医療機関に寄贈。
　帝人フロンティア：医療用ガウンの型紙を公開
　日立製作所：フェイスシールド生産拡充、6月には週8000～1万個
　　　　　　　クリーンルームスペースを医療機器メーカーに提供
　　　　　　　経団連にマスク（医療用11万枚、一般用40万枚）を提供

　米・ベトナムの2拠点では、消毒剤などを含むトイレタリーのボトルのラベルが主力。今後の新
型コロナの状況によってはさらなる需要が見込まれる。国内の工場は飲料用ボトル用ラベルが中
心。フィルムは、非塩ビ系収縮フィルムで、トイレタリー用には耐薬品性の高いＰＥと収縮性が高
いＰＳとの複合したフィルムを用いる場合が多い。

4月23日

　中国7大石化産業基地の一つである恵州大亜湾経済技術開発区を抱える広東省恵州市が2020年の
重点建設プロジェクトを公表した。総数は252件。石化計画が目白押しとなり、総投資額は4828億
元（約7.2兆円）になる。

　インドネシアの化学品市場で都市封鎖の影響が顕在化し始めた。首都ジャカルタでの商業施設閉
鎖や、首都近郊での自動車、家電工場の操業停止などを受け、とくに合成樹脂や合成ゴム、コンパ
ウンドの荷動きが鈍化。生産設備も軒並み低下同を余儀なくされている。一方、同国化学最大手
チャンドラスリ・ペトロケミカルはナフサ分解炉のフル稼働を維持。ただ、第2エチレンセンター
新設の最終決定については先延ばしする方針を固めた。

　2ケ月半、実に77日間にわたって続いた湖北省武漢市の封鎖が8日、解除された。世界で最初に新
型コロナウイルスの感染が拡大したとされる同地の開放を、中国政府はウイルスとの戦いに勝利宣
言として世界に伝えた。しかし、地元メディアが演出する祝賀ムードとは裏腹に、現地ではいぜん
厳しい規制や自粛ムードが続く。自動車関連工場も足元ではフル稼働に達するが、現場は感染リス
クの恐怖に包まれている。
　封鎖は解除されたとはいえ、市内の行動規制が完全に解かれたわけではない。休校が続き、多く
の会社は休業したままだ。飲食店も店内の飲食が認められず、総経理は「遊ぶ場所もなく、従業員
のストレスがたまっている。心のケアが心配だ」と語る。居住区の多くは出入口を１つに絞り検温
などのチェックが厳しいため、「朝晩は渋滞ができる」（ホンダ関係者）。出退勤以外の外出制限
時間を設けているマンションもある。
　武漢の解除は感染「第2波」のリスクになるとの懸念もある。北京市はいぜんとして厳しい移動
制限をとり、武漢との航空便は直行便の再開を延期し、武漢市から北京市に入った場合は2週間の
隔離を義務付けた。解除後に多くの武漢市民が上海に流入したとの報道もあり、上海市の日系化学
企業においても、スタッフの公共交通機関の利用を再び禁止したり、解除された8日から起算して2
週間における在宅勤務を再び指示したケースもみられる。



5 医療用手袋　不足解消に課題

（金）
1 コロナ禍に立ち向かう　緊急インタビュー①　三菱ケミカルＨＤ：越智仁社長

1 メタノールのアジア市況　リーマン以来の低水準、コロナで需要減深刻

1 石化協・森川会長　経済見通し困難、新型コロナの影響懸念

◆これまで打った対策について。
　テレワークは、いざ実施してみると難しい面もあったが、がんばってやろうという事で進め、い
ま実施率は本社でおよそ９０％、研究所で８５％に達している。一方、本社などと違い、事業所で
はテレワークは難しい。プラント運転に携わる方には頑張ってもらっている。財務面では何が起こ
るかわからないので、数百億円単位で資金の余裕をつくった。
◆足元の課題、懸念材料は何ですか
　大きな課題の一つとしてはＲ＆Ｄの停滞がある。とくに医療関係では、治験のところがコロナの
影響で進まない。意思疎通の問題も大きい。社内外ともテレビ会議やメールなどで対応している
が、コミュニケーションの効率が悪い。とくにお客様の新しいニーズや課題について、直接対話で
きないのですり合わせが難しい。あとは、やはり人の問題だ。テレワークをやることによって活動
範囲が狭くなるので、パフォーマンスが落ちてしいまう。
◆２０年度の経営環境をどうみますか。
　素材産業の化学はどうしても遅れて回復するため、今年度いっぱいくらいは厳しいと覚悟する必
要がある。０２年のＳＡＲＳ、１２年のＭＥＲＳをみても、新たな感染症が１０年に一度くらいは
起こるようになってきた。それを考慮してビジネスをどう組み立てるか、ＢＣＰを少し考えていか
なくてはならない。
◆コロナ禍で変わることは何ですか。
　国の経済の基盤をどう強くするか。サプライチェーンのあり方、そしてデジタル化がさらに重要
になるだろう。
◆世界のサプライチェーンの変化にどう対応しますか。
　米中の対立など国と国との問題はシビアになっていく。今までのグローバリゼーションのあり方
は、やはり成り立たなくなっていくと思う。それぞれのリージョンの中で事業を行う必要が出てく
る。日本から輸出すれば良いという時代ではなく、中国は中国で、米国は米国でそれぞれ地産地消
するようなリージョンでマネジメントする方向にどんどん進み多極化していく。これは世の中の新
しい流れだ。
◆いま、社内に発したいメッセージは何ですか。
　こういう時こそ考えることが大事。日頃はいろいろな仕事に忙殺されている。それがテレワーク
になり、違う環境で仕事をすることで、新しい観点でものごとを見ることができる。研究者も実験
はできないが自分の時間を持つことができる。その時間でどういう発想ができるのか。チャンスに
してほしい。

4月24日

　２３日に、新型コロナウイルスなどの影響で「国内外の経済情勢は厳しさを増している」と現状
の認識を示した。今後については「新型コロナ禍の収束のタイミングや低迷する石油動向、世界の
景気動向などマイナスの不確定要素が多く、先を見通せないのが現状」と先行きに対する懸念を示
した。

　新型コロナウイルスの猛威と直接相対する医療現場で医療物資の不足が課題となっている。マス
クとガウンなどと並んで懸念されているのが、天然ゴムのラテックスから作られる医療用手袋。ほ
とんどを輸入に頼っている。世界的に需要が急増する一方で、工場が集積するマレーシアではロッ
クダウンが続き、工場従業員が集まらず出荷を増やせないことがひっ迫の原因。国内には合成ゴム
を供給するメーカーはあるものの医療用手袋の生産には設備面などでハードルがあり、手を挙げる
企業が出ていない状況だ。

　メタノールのアジア市況が暴落している。足元のアジア価格は今年２月と比べると１トン当たり
１００ドル以上下落し、１７０ドル前後で推移。リーマンショックが発生した２００８年以来の価
格水準となった。深刻な玉余りに見舞われていることが背景にある。需要側はコロナウイルスを背
景に誘導品の荷動きが悪化しているほか、中国のＭＴＯの２社が４月から稼働停止に入っており、
メタノール消費は急激に細っている。また、今年２月から稼働を再開した複数のイラン供給元が中
国に安値で玉を押し込んでおり、価格に下げ圧力をかけている。



2 ３月の４大樹脂出荷　需要低迷の影響ジワリ、ＰＳには巣ごもり需要

【２０２０年３月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

101 106 99 106 111

98 103

ＰＳ
数量 65.3 57.4 3.9 61.3 103.8
前月比 119 117 100 116 104
前年同月比

219.3 636.2
前月比 88 111 126 112 96ＰＰ
数量 191 206.7 12.6

前年同月比 88 98 99

64 97 81 95 88

90 100

ＨＤＰＥ
数量 51.9 61.4 9.3 70.7 228.8
前月比 84 115 164 120 92
前年同月比

120.7 403.3
前月比 85 107 144 110 94ＬＤＰＥ
数量 98.2 107.6 13.1

前年同月比 81 93 70

生産
出荷

在庫
国内 輸出 計

　ＬＤＰＥなど４大樹脂の国内出荷は新型コロナウイルスの感染拡大による個人消費の落ち込みや
需要家の工場停止などの影響を受けて、ＬＤＰＥとＨＤＰＥ、ＰＰが前年割れとなった。エチレン
の生産量は前年同月比１９．３％減の４５万３６００トン。国内エチレン設備の稼働率は８８．
７％で、１３年１１月以来６年４ヶ月ぶりに好不況の目安となる９０％を下回った。
　ＬＤＰＥとＨＤＰＥはそれぞれ７％、３％減となった。食品包装資材やレジ袋などのフィルム用
途の出荷が低調で、新型コロナの感染拡大にともなう個人消費の落ち込みが響いたとみられる。Ｐ
Ｐも２％減で、自動車部品などに使われる射出成形用途で需要家の操業停止といった影響が表れは
じめたようだ。一方、ＰＳは６％増。外出自粛にともなう「巣ごもり需要」による食品包装向けの
伸びなどがあって前年を上回った。
　４大樹脂の生産量は、ＬＤＰＥが１９％減、ＨＤＰＥが３６％減、ＰＰが１２％減、ＰＳは１％
減だった。ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＰＰが２ケタ減に沈んだのは定期修理もあるが、高水準の在庫と
需要低迷によ各社が在庫を切り崩すために生産調整を行った影響もあるようだ。
　１９年度のエチレン生産量は前年度比１．６％増の６２８万２３００トンだった。


