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1 化学大手８社３月期、コロナの影響重く　下期回復予想も不透明感

【化学大手８社の２０２０年３月期業績（上段）と２１年３月期予想（下段）】
（単位：億円、％）

1 日化協　新会長に森川氏

1 日化協・淡輪会長　安全操業に万全期す　マスクなど需要増に対応
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　化学大手８社の２０２０年３月期決算は、信越化学工業を除く７社が減収減益だった。米中貿易摩擦
などで世界経済が停滞し自動車や半導体など主要顧客産業が低迷するなか、年明けには新型コロナウイ
ルスの感染が拡大し、業績への下押し圧力が強まっている。今期も上期（４～９月）はコロナの影響が
続き、下期（１０～３月）から回復を予想する企業が多いが、先行きが不透明として信越化学、旭化
成、住友化学、東ソーの４社が今期業績予想を見送った。
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　日本化学工業協会は、昭和電工の森川宏平社長を次期会長に内定したと発表した。5月就任予定
で任期は2年。副会長には三菱ケミカルホールディングスの越智社長、宇部興産の泉原社長、ＤＩ
Ｃの猪野社長、ダイセルの小河社長が就く。
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　日本化学工業協会の淡輪敏会長（三井化学会長）は１５日、オンラインで記者会見した。新型コ
ロナウイルスの感染拡大に関して「化学産業として現時点で最も重要な課題は、工場の安全な操業
を維持すること」と語り、製造、保安に携わる人員の安全確保に最大限努め、「防護服、マスク、
消毒薬の需要増にも対応できるよう、化学製品の安全・安定提供を継続していく」と述べた。
　経済停滞による化学産業への影響について、事態は刻々と変化しているとしたうえで、「一番ダ
メージが大きいのは自動車関係。ＩＣＴ関係に大きな落ち込みはみられない。生活関連物資は包装
フィルムなどの需要が堅調。現時点では２０２０年度のポリオレフィンの需要を、自動車関連が多
いポリプロピレンは１５～２０％減、ポリエチレンは生活関連の需要があるので５～１０％減とみ
ている」と語った。

【社説】水素内燃機関に生かす部材の知恵

　百年に一度の変革期を迎えたと言われる自動車産業。二酸化炭素（ＣＯ２）排出の削減に向け
て、電気自動車（ＥＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）などの環境対応車への取り組みを加速させて
いる。激変する自動車産業で、最も危機感を抱いているのが自動車部品メーカー、とくに内燃機関
（エンジン）系部品メーカーだ。ＥＶやＦＣＶによって動力源がエンジンから電気モーターに変わ
れば、ビジネス自体がなくなるからだ。これは部品メーカーにとどまらず、素材を含めたサプライ
チェーン全体に影響が及ぶだろう。
　こうしたなか、ガソリンの代わりに水素を直接燃やすエンジンである水素内燃機関に注目が集
まっている。水素は燃焼にともない、空気中の酸素と結びついて水になるためＣＯ２を排出しな
い。内燃機関の技術がそのまま生かせるため、国内関連産業の空洞化を防げるというメリットがあ
る。
　昨年１１月には元東京都市大学准教授の山根公高氏が中心となり、水素内燃機関の事業化を推進
するスタートアップ「ｉＬａｂｏ」（アイラボ、東京都中央区）が設立された。米半導体製造装置
大手アプライド・マテリアルズの日本法人トップを務めた岩崎哲夫氏が会長に就任するなど、錚々
たる顔ぶれが経営陣として名を連ねた。



2 帝人フロンティア　使用済みＰＥＴボトル　地産地消でリサイクル

3 ２０年度医薬品市場　コロナ禍で最大３０００億円減　ＩＱＶＩＡ予測

（火）
1 海プラ問題解決へ　５０年めど１００％リサイクル　ＣＬＯＭＡが行動計画

1 東レ　ＯＰＰ　土浦で増強

　海洋プラスチックごみ問題に取り組む企業の連携組織「クリーン・オーシャン・マテリアル・ア
ライアンス」（ＣＬＯＭＡ）が、２０５０年までにプラスチック製品を１００％リサイクルするた
めの行動計画を公表した。使用量削減、リサイクル、代替素材開発など５つのキーアクションごと
に３０年目標を設定。コンビナートでのケミカルリサイクルなど実証試験により課題を洗い出し、
制度への要望や社会システムの提案を通じ社会実装を推し進める。日本モデルを世界へ発信し地球
規模の課題解決に貢献する。

　スタジアムやテーマパクなど、特定のイベントで消費されるＰＥＴボトルをリサイクルし、排出
元で再商品化する「地産地消型マテリアルリサイクル」を推奨中だ。ポリエステル繊維に再生し、
イベント内で使用するグッズなどとして商品化する。具体的には、野外音楽フェスのオフィシャル
グッズ、Ｊリーグでエコバックやのぼり旗への取組がなされている。

　水素内燃機関は、とくにパワーハングリーな大型トラックやバスなど商用車のほか、船舶、重
機、発電機などで大きなメリットを発揮するといわれる。これらのＣＯ２排出量は自家用自動車よ
り多く、水素内燃機関が普及すれば、それだけＣＯ２削減効果も大きくなる。
　ｉＬａｂｏは水素内燃機関の事業化に向け、大学などのアカデミアのほか、部品・素材メー
カー、車両開発会社、ガス供給会社などや幅広い業種の企業とコラボレーションを進める方針だ。
志を同じくする企業などから優れたアイデアや情報を集め開発、生産、販売などで水平分業体制を
構築するための場を提供する「プラットフォーム型企業」を目指している。
　日本における自動車関連産業の就労人口は約５５０万人と国全体の約１割を占める。そのなかで
内燃機関に携わってきた部材メーカーの比重は決して小さくない。このまま、すべて電気モーター
に置き換わるなら、内燃機関にかかわる多くの雇用だけでなく、モノづくりの技術・知見も失われ
るだろう。それら部材メーカーにとって、水素内燃機関なら自分たちの技術がそのまま生かせる可
能性がある。水素内燃機関が日本のモノづくり技術の維持、雇用確保の救世主になることを期待し
たい。

　医療情報サービス大手のＩＱＶＩＡソリューションズ・ジャパンは新型コロナウイルスの影響を
反映した２０２０年度以降の国内医薬品市場について予測データをまとめた。今年度（２０年４月
～２１年３月）は新型コロナの影響で市場規模が最大３０３０億円減少すると予想。４～６月期の
落ち込みを底に回復するが、４年後もコロナ禍の減収分を完全に取り戻すことはできないとみてい
る。
　７～９月期から徐々に回復し、２１年度は今年度の反動で最大１０兆７８１０億円まで増加。だ
がコロナ以前からの縮小基調は変わらず、２４年度は１０兆３９３０億～１０兆５９３０億円に減
少すると予想。同年度の基準値（１０兆４５８０億～１０兆６５８０億円）も下回り、４年経って
もコロナの影響を完全に回復するのは難しい見通しだ。

5月19日

　東レは、千浦工場で車載コンデンサー向けのＯＰＰの生産能力を1.6倍に増強する。2022年稼働
予定。電動化車両が拡大するなか、同車に必須となる車載コンデンサーの需要拡大に対応してい
く。



1 カーボンリサイクルファンド　助成公募を開始

1 中国化学品に底打ち感　塩ビ、アセトンが上昇
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2 新エチレン計画浮上　中国石化、新疆で１００万トン

2 中海油-シェル　エチレン３期プロ締結

2

3 経産省　エチレン稼働率91.4％

4

　カーボンリサイクルファンドの公募を15日に開始した。助成対象は①CO2リサイクル利用分野②
カーボンリサイクルに関連する高効率H2生産・高効率CO2分離回収③医療や農林水産分野における
CO2利用④CO2削減・カーボンリサイクル社会実現のための社会科学分野⑤その他カーボンリサイク
ルに資する研究。最大1000万円を助成する。

　建材や配管に使う塩ビは5月上旬、建設工事の再開や苛性ソーダ安にともなう電解設備の稼働率
低下を背景に市況が反転。メタクリル樹脂の引き合いも強まり原料のＭＭＡの設備稼働率も上昇。
それに伴いアセトン市況が急速に上昇している。建設業は新型コロナウイルスの感染拡大と都市封
鎖で最も影響を受けた産業の一つであり、中国でこれに関する化学品の需要が持ち直してきたのは
明るい材料。

社説　コロナ後見据え仕事を進化させよう

　中国の生態環境部は「新化学物質環境管理登記弁法」を公布した。級弁法から17年経過し、一部
規定が現下の環境管理業務にそぐわないことから改正した。環境リスク管理を明確にし、申請要求
を改善することで企業負担の軽減を図ったことなどが特徴。2021年1月1日に施行される。

　中国で新たなエチレン生産設備の建設計画が浮上した。中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）は、新疆ウ
イグル自治区に位置するグループ会社が同区タリム盆地の油田の原油を利用して１００万トンのナ
フサクラッカーを起点にポリエチレン（ＰＥ）やポリプロピレン（ＰＰ）などを生産する構想を掲
げる。中国石油（ＣＮＰＣ）も現地のガス田のエタンを活用したエタンクラッカーの建設計画を進
めるなど、輸入原料依存から脱却し、国産原料での優位性を得たい考え。

　エチレンの4月生産量は、前年同月比9.8％減（46万ﾄﾝ）。前年に比べて定修中の設備数が多く、
新型コロナウイルスの影響で石化製品の需要がや市況が落ち込み生産を押し下げた。国内稼働率は
91.4％、3月の88.7％よりは持ち直した。

新型コロナ　建材にも影

　建設資材の需要動向にコロナ禍が影を落とし始めている。中国での流行が騒がれだした当初から
住宅設備の供給遅延で「家が建てられない」といった課題が持ち上がったが、今はほぼ改善してお
り、４月下旬から現場を閉所していたゼネコンも一部で工事再開の方針が打ち出されている。しか
し、戸建て住宅では年間を通して一番の集客時であったはずのゴールデンウィークが“ステイホー
ム週間”となるなど、新規の受注は厳しい。「住宅ローンを組むのも難しくなる」（建材メーカー
首脳）との意見もある。

　新型コロナウイルスは、さまざまな制限を課し、多くの不便を強いており、われわれの働き方や
生活にも大きな影響が出ている。今後事態がある程度収束したとしても、１月以前とまったく同じ
状況に戻るとは考えにくい。しかし、これは、より進化したかたちで仕事をする大きなチャンスで
もあり、新たな市場の立ち上がりも期待される。
　アフターコロナの時代は、急速なテレワークの導入を経て、われわれの働き方も大きく変わる。
これまで多くの人が集まり仕事するための空間だったオフィスを保有すること自体に厳しい目が向
けられる。本社ビルの規模は縮小しつつ、在宅勤務の環境をより充実させたり、社会的距離が保た
れた環境を整備したサテライトオフィスを設置したりする企業が増えるだろう。本社を置かず、１
００％リモートワークで事業を行う企業が増えることも考えられる。
　仕事上のコミュニケーションの概念も変わる。リアルに人と人が対面して話すことが少なくなる
半面、それ自体の貴重さや重要性が増す。基本的なコミュニケーションはウェブ会議やウェビナー
などオンラインで行われるようになり、その頻度は増大していくことになる。今春商用サービスが
始まった５Ｇ（第５世代通信）の普及がこれを後押しし、オンラインでのコミュニケーションは、
さらに臨場感を増し、よりリアルな体験に近づいてくる。
　ＶＲ／ＡＲ／ＭＲ（仮想／拡張／複合現実）技術は一段進化する。ＡＩ（人工知能）とあいまっ
て高度化し、自分自身の分身であるアバター同士でやり取りや会議の機会も増えてくる。仮想空間
に作られたオフィスにアバターが出社して仕事することも普通になる。
　成長市場のキーワードとして「遠隔・非接触」が加わり、新たなビジネスが立ち上がるだろう。
ＩｏＴ（モノのインターネット）やロボットを使った遠隔での監視や機器・設備の操作、自動化の
ニーズが高まる。どうしても人が手を触れて行う操作は最小限にとどめることなどが求められ、設
備・機器のデザインそのものや使われる素材も大幅に見直す必要がある。
　結果的にこれまで海外諸国に比べ遅れが指摘されていた日本のデジタル化が急速に進み、日本の
労働生産性が大幅に改善すると予想されている。今からアフターコロナを見据え、自分自身の働き
方や仕事のやり方を進化させ、新たな時代に立ち向かっていこう。

　広東省惠州市におけるエチレン第３期プロジェクトについて戦略的協定を締結した。新たに150
万ﾄﾝのエチレン生産設備を建設する。総投資額は約6000億円。華南地区の旺盛な石化製品需要に応
えるため。

中国　新化学物質環境管理登記弁法を公布



5 ＣＭＣ　ＬiＢ向け需要　期待高まる

（水）

1 【中国は今】コロナ収束は本物か　４月の主要統計　経済回復が鮮明に

2 社説　“使い捨て”の有用性　正当に評価を

2 中国　汚染管理責任を明確化
　個体廃棄物に関する汚染防止法が改正され、今年9月に施行される。新たに建設廃棄物や農業個
体廃棄物などを管理対象に加え、生活ごみの分類も積極化する。分解できない使い捨てプラ袋の生
産や使用制限も盛り込んだ。違法行為は厳格に処罰する。

　中国の４月の主要経済統計は経済活動の本格回復を印象づけるものとなった。生産の動向を示す
工業生産は前年同月比３．９％増となり、３月のマイナス１．１％からプラスに転じた。半導体な
ど好調業種に加え、車や電気機械、紡績などが軒並み改善傾向を示し、化学原料および化学品製造
業の付加価値額も３．２％に拡大した。今後、中国の生産が世界経済を牽引できるか、内外の需要
動向に注目が集まる。
　１４日に発表された中国の主要統計はこれを裏付けるものとなった。３月に０・７％にとどまっ
ていた化学原料および化学品製造業の付加価値額は４月は３％台に回復。ゴム・プラスチック
（５・２％増）もプラスに転じた。主要製品ではスマートフォンの生産は４月も２％のマイナスと
苦戦が続くが、対象的に好調を維持するのが半導体産業。集積回路の生産量は３月、４月と前年対
比で２割以上の伸びを示す。半導体受託生産の中国最大手、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）は
第２四半期の売上高が前期比５％程度増えるとの見通しだ。新車販売にも回復の兆しがみえ始め
た。中国自動車工業協会（ＣＡＡＭ）が発表した４月の新車販売台数は４・４％増の２０７万台
と、２２カ月ぶりの前年越えとなった。
　回復しつつある中国経済だが、当面の懸念は伸び悩む内外の消費だ。
　内外需ともに足元では本格回復とは言い難い。４月の小売売上高は７・５％のマイナス。「生活
必需品は売れているが、全体としてはまだ買い控えがみられる」（東レ）。

　新型コロナウイルスが猛威を振るうなかで、プラスチックが各所で活躍している。目に見えない
ウイルスから人々を守るため、ウイルスとの接触をシャットダウンする術としてマスクやフェイス
シールド、ガウンなどが医療従事者にとって（マスクは一般消費者にも）必須のアイテムとなって
いるが、これらはすべてプラスチック（あるいはプラスチックをもとにした合成繊維）でできてい
る。そしてウイルスが付着している可能性がある以上、多くは使い捨てられることが求められる。
　スーパーマーケットを見てもプラスチックが大いに役立っていることが分かる。一般的な包装材
料だけではない。コロナ騒動以降、剥き出しで商品を並べるわけにいかず、パンについても一つひ
とつポリエチレン袋に入れて販売する店舗が一気に広がった。各店舗で手袋を装着する従業員も増
えている。顧客と店員の間にプラスチックシートや板の仕切りを設ける動きも浸透した。食堂、居
酒屋などがテイクアウトや宅配に力を入れていることもプラスチック需要増につながる。
　コロナ禍の吹きすさぶなか、これまで大きな話題となっていた“脱プラ”から世間の意識が遠の
いているといえそうだ。街中では４月からレジ袋を有料化した店舗も多数みられ、着々と歩みは進
めているものの、巣ごもり消費でトレーや食品包装フィルムの需要がかえって大きく増加し、家庭
ごみの量が増えていることも報じられている。
　これらプラスチックごみに、どれだけウイルスが付着している可能性があるかは分からないが、
リサイクルに回すために必要となる分別をはじめとした各種作業が、現状では消費者にも作業者に
も心理的な負担になることもあり得る。
　ウイルスからの保護の役割を果たす以上、ウイルス付着の恐れのある医療用具は、人が触れない
よう万全の注意を払って処分することが求められる。この点に異論はないだろう。元来、感染症の
恐れのある患者に使用するような医療用具は、密閉容器に入れて焼却処分するのが正規のルート
だ。新型コロナとの戦いが続く現状、使い捨てから焼却処分に回されるプラスチックが増加するの
は、ある意味仕方のないことといえそう。
　そもそも昨今“脱プラ”が強く言われだした契機は海洋マイクロプラスチックごみ問題。しかし
消費者がみな回収ルートにしっかり乗せるようにすれば、消費財ルートでの海ごみ問題は起こらな
い。安価でありながら人々の安心・安全に貢献する使い捨てプラスチックの有用性を改めて評価し
てもよいはずだ。

5月20日

　カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）は、木材由来の高純度パルプなどを原料に製造され、医
薬、化粧品、土木、飼料、製紙、食品など幅広い分野で使われている。需要に成熟感のある用途も
あるが、ＬｉＢ向け需要は着実に成長している。
　日本では、第一工業製薬、ダイセルフィルム、日本製紙、ニチリン化学工業が製造している。最
大の用途は医薬、化粧品（Ｘ線造影剤、パップ剤、歯磨き、乳液、保水材など）。食品用途では食
品添加物として認可（増粘、分散安定。ジャム、セリー保存安定性、調味料、ハム、ソーセージ、
漬物、缶詰、冷凍食品等）。その他の分野では、洗剤、建材、土木、窯業、製紙、ゴム、農薬、飼
料。



4 新型コロナ感染症の拡大防止　ＡＩ技術活用広がる

（木）
1 昭和電工　森川宏平社長（コロナ禍に立ち向かう・緊急インタビュー４）

3 中堅コンバーター　食品包装で明暗

5月21日

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ＡＩ（人工知能）を用いたサービスの現場導入が始
まっている。さまざまな経済活動の本格的再開には、感染予防対策が不可欠。収束への明確な道筋
が見通せないなか、ＡＩ搭載カメラでの発熱者の迅速な検知や、人と人との距離を保つシステムを
取り入れる動きがさらに加速しそうだ
　ソフトバンク子会社の日本コンピュータビジョンは、ＡＩ顔認識技術を活用した高速体温測定シ
ステムを開発。農林水産省や文部科学省、総務省、北関東循環器病院（群馬県）に導入されてい
る。入退館と体温測定を同時に管理可能な「顔認証・体温測定ソリューション」の体温測定とマス
ク検知・通知機能を活用した。
　アイリスオーヤマは、４月に最大２０人を同時に体温測定できるドーム型と、軽量で持ち運び可
能なハンディ型のＡＩサーマルカメラ２機種を発売。駅舎や病院、オフィスなど入場セキュリティ
確認が必要な場所への設置を想定しており、問い合わせが相次いでいるようだ。

　社会に役立つ製品を開発・製造することで社会生活の基盤を支える、あるいは従業員や協力企業
の方々にやりがいのある舞台を提供する、これは決して変わらない。ただ効果的な治療薬やワクチ
ンが開発されて克服しない限り、新型コロナウイルスと共存する世界が続く。そのなかで、われわ
れが本来やるべきことがどうすれば継続できるか。そうした観点でみると、やはり大きな変化があ
るだろう。在宅勤務は分かりやすい例だが、これまでの当たり前が一変して新たな状態が出現し、
違った仕組み、やり方が必要になる。これをどう想定し、備えるかが重要だ。
　今回のように災害に近い状況が起こると必ず問題になるのがサプライチェーン（供給網）の分断
だ。拠点の分散化で分断を防ぐ考えが普通かもしれないが、それだと際限なく対応を迫られる可能
性がある。非常に個人的な見解だが、サプライチェーンの『見える化』や『単純化』によってコン
トロールしやすくし、分断された際の立ち直りが早くできないか。あらゆるモノがネットにつなが
るＩｏＴや人工知能（ＡＩ）の活用によるプラント管理、在宅勤務なども『見える化』『単純化』
で理解できる。サプライチェーン全体にメリットがあるかたちで進める必要はあるが、『見える
化』『単純化』が今後のキーワードの一つになるだろう。
　働き方改革が進んで毎日の通勤、印鑑の押印などが当たり前でなくなると、確かに企業もインフ
ラや制度の大胆な変更が求められる。ただ、今言ったようにサプライチェーンの『見える化』『単
純化』のような変化が起こると中長期的な戦略の立て方や目標、目指す方向まで変える必要があ
る。私自身はこうした変化が相当起こると思っている。
　日々状況が変わるなかで正しい判断をするために大事なことは優先順位をしっかり決めておくこ
とだ。昭和電工グループにとっての最優先事項は従業員、協力企業の方々全員の健康を守ること。
その次に社会生活に不可欠な素材・部材を製造・供給して社会的責任を果たす、３番目が新型コロ
ナ克服後の成長に備えることだ。とくに最初の２つの両立は非常に難しいバランスが求められる
が、これを達成している事業所や事業部、協力企業の方々には心から感謝しており、誇りに思う。
　この様な困難かつ前例がない状況を克服するには前向きな気持ちを持ち続けることが大事だ。わ
れわれが社会にとって必要不可欠な存在であるという誇りがあれば、目の前の困難は克服しなけれ
ばならないと考えられる。それと、こうした状況はいつか終わる。その時に困難を克服したわれわ
れはさらに強くなっているという気持ちを持つことだ。

　食品包装・電子関連事業を手掛けるフィルムコンバーター２社の2020年3月決算は食品包装の主
力分野の違いから明暗が分かれる結果となった。電材、ディスプレイ分野は両社ともマイナス要因
で、米中貿易摩擦の長期化が響いた。
　藤森工業は、子会社の減損損失計上による純減益を除き増益となった。ライフサイエンス事業で
は複数回数詰め替え袋の拡販が進展。バイオ医薬品では住宅・土木の両事業領域で需要が堅調。ま
た海外では軟包装製造などを担う米社などを除き収支が改善。増益要因となった。マイナス要因と
なったのは情電事業。ディスプレイ産業の不振にともない、主力のプロテクトフィルムの販売が落
ち込んだ。18年度に駆け込み需要が発生したこともあり反動減となったもよう。
　サンエー化研は、上半期の不振が通期業績に響いた。軽包装材料事業で清涼飲料水用パウチなど
季節商品が天候不順で受注減となったほか、近年の贈答品需要の低迷がゼリー容器向け蓋剤などに
影響。電子レンジ対応包材やトイレタリー包材は横ばい、もしくは増収を確保したが、補うにはい
たらなかった。機能性材料事業では、ディスプレイ向け保護フィルムが下半期から液晶パネルメー
カーの生産調整で受注減。またペン先製造や電材関連事業を担うグループ会社を中心に収益評価の
見直しによる株式評価損などが発生。



10 経産・環境省　環境整備に着手～ＥＳＧ投資を循環経済に～

（金）
1 石化協　森川会長　コロナで需要に厳しさ、安定供給が重要課題

1 三井化学　国連環境計画で廃プラＶＢ支援

2 国内４大樹脂４月出荷　いずれも前年割れ

【２０２０年４月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

　石化協が２１日に発表した４月の生産・出荷実績では、ＬＤＰＥなど４大樹脂の国内出荷はいず
れも前年同月割れであった。新型コロナウイルスの感染拡大で国内では４月６日に緊急事態宣言が
発令され、外出自粛により個人消費が落ち込んだことが響いた。自動車などの工場で操業停止や減
産が続いたことも石化需要を押し下げた。
　基礎原料であるエチレンの生産量は前年同月比９．７％減の４６万５４００トン、国内設備稼働
率は９１．４％で、好不調の目安となる９０％台を２ヶ月ぶりに回復。ただ、世界経済の停滞や新
型コロナウイルスのまん延が石化製品の生産にも影響を与えており、石化協の主な石化製品の生産
実績は全製品が前年同月割れ。石化需要は弱含みが続く。
　ＬＤＰＥとＨＤＰＥは主力のフィルム分野が伸びずにそれぞれ３％減、１％減、ＰＰは自動車部
品などに使われる産業用途向け射出成形分野の出荷が落ち込み１７％減だった。食品包装資材など
で「巣ごもり需要」が増えたとの指摘もあるが、総じて４月はマイナスの影響が強い逆風となった
ようだ。生産量は、ＬＤＰＥが１２％減、ＨＤＰＥが２６％減、ｐｐが７％減といずれも大幅減と
なった。

　石化協の森川会長は２１日、新型コロナウイルスの影響による石油化学製品の需要動向について
「容器・包装、医療、ヘルスケア関連分野で堅調さがみられるが、国内自動車生産の本格的な減産
が実施されるなど、工業分野ではさらなる低下が見込まれる」とのコメントを発表した。新型コロ
ナの影響で石化製品の需要は厳しい状況が続くとの見方を示した。緊急事態宣言が徐々に解除さ
れ、国内経済活動の再開が期待されるとしながら「いぜん、第２波リスクは残ろなど、新型コロナ
との共存が求められる時期がしばらく続くと予想される」と述べた。また、「安全で安定した国民
生活を支えるためにも、当業界における製品の安定供給は引き続き極めて重要」と締めくくった。
　石化協は２１日、次期会長に三菱ケミカルの和賀昌之社長を推薦することを公表した。７月２日
開催予定の定時総会で正式決定する。任期は２年。日化協会長に就く森川会長からのバトンを引き
継ぐ。

5月22日

　三井化学は２１日、国連環境計画（UNEP）が主催するスタートアップ支援プログラムに参画し、
プラスチック廃棄物削減に貢献するアジアのスタートアップ企業３社への支援を開始すると発表し
た。各社に対して１万ドル、計３万ドルを助成金として提供するとともに、UNEPと共同で技術指
導・運営支援などにも取り組む。
　支援先は、リユース可能なカップの利用を推進するＡＹＡカップ（ベトナム）、廃棄された漁網
を回収しサングラスフレームなどリサイクル製品を提供するREMAKE HUB（中国）、廃プラスチック
を道路のアスファルト代替として利用するThe Green Road（ブータン）。

　経産省と環境省は、プラスチック・リサイクルなど循環経済に取り組む日本企業に資金を呼び込
む環境整備を進める。有識者会議を立上げ、企業が投資家から適切に評価される情報開示や対話の
あり方の検討を開始した。循環経済に関してはすでに国際的なルールづくりが始まっている。日本
企業の強みが伝わる評価項目や指標を含む考え方を打ち出し、国際的に発信していく。
　循環経済は、気候変動に続く重要なテーマとなりつつある。しかし、企業と投資家の間で十分な
共通認識が醸成されていないのが現状。有識者会議では、循環経済の定義を固めたうえで循環経済
型ビジネスやプラスチック資源循環の機会やリスクを把握し、それらを客観的に評価・発信する方
法を検討する。日本企業は、世界トップレベルの３Ｒを推進してきた。ＥＳＧ投資を呼び込み循環
経済への移行を加速させるには、日本企業の取組みが適切に評価される考え方を国際的に発信して
くことが需要になる。

生産
出荷

在庫
国内 輸出 計

ＬＤＰＥ
数量 97.3 109.6 10.7 120.4 379.6
前月比 99 102 82 100 94
前年同月比 88 97 126 99 97

ＨＤＰＥ
数量 52.6 60.7 7.7 68.2 212.0
前月比 101 99 83 97 93
前年同月比 74 99 108 100 81

ＰＰ
数量 179.4 175.2 10.0 185 633.0
前月比 94 85 79 84 100
前年同月比 93 83 107 84 106


