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2 中国　バイオマス複合材料基地　来年末稼働

2 【社説】循環型経済で先頭走るフィンランド

2 ポストコロナのタイ　新常態移行に時間　キャトアナン・ルアンギャオ氏に聞く

4 新型コロナ　世界の化学企業に影

 東南アジアではベトナムに次いで、新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）抑止に成功したと
いえるタイ。６月初頭までに都市封鎖解除は第３段階にいたり、ほぼすべての経済活動が再開され
る予定。しかし都市封鎖で経済は大きな打撃を受け、失業者も多い。タイ国家経済社会開発委員会
（経済社会政策の立案を担う首相府直属組織）は先日、今年のＧＤＰ成長率をマイナス５～６％と
する予測を発表した。観光客や民間投資の減少が主因だが、最も懸念されるのは内需の大幅な減少
だ。この２カ月間で多くの人々が収入源を失い購買力は落ちた。製造業の非技能労働者の多くが一
時解雇され、全国の失業者数は７００万人（労働人口の約２割）といわれる。少なくとも、あと２
～３カ月は再就職が難しい。タイには約３００万の中小企業があるが、中小企業の労働コストは全
コストの５～６割にも達する。景気回復には時間を要するため、中小企業は人員整理を進めるだろ
う.タイは政治的に欧米に強く依存しており、時にそれが過剰になる。中国との良好な関係はカウ
ンターバランス戦略という意味で重要だ。また両国は太いサプライチェーンで結ばれ、中国人観光
客も多い。そこから生まれる利益は大きく、現在の経済モデルは維持されなければならない。製造
業のコスト削減の観点からも中国は重要だ。ただ中国企業によるインフラ投資には懸念が残る。イ
ンフラ投資はタイ経済を支える柱の一つだが、プロジェクト完了後も多くの中国企業がタイにとど
まり事業活動を続けているため、地元企業のビジネス機会が失われると心配されている。

　世界の化学企業に新型コロナウイルスの感染拡大の影響が広がっている。多くの企業が第２四半
期（４～６月期）以降、一段と業績が落ち込むと予想、厳しい経営環境に対応するためコスト管理
を徹底する方針を打ち出している。その一つが設備投資の見直しで、欧米や東南アジアなどの企業
では大型プロジェクトを延期したり、投資額を削減するケースが目立つ。中国は４月以降、着実に
生産が回復している。半導体市場は好調を持続、自動車市場にも回復の兆しがみえ始めた。ただ、
内需は本格的な回復にはいたらず、いぜんとして不透明感が漂う。
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5月25日

サーキュラーエコノミー（循環型経済）で世界の先頭を走るフィンランド。サーキュラーエコノ
ミーのなかでもバイオエコノミー分野でスタートアップが次々生まれ、イノベーションを牽引して
いる。世界のオピニオンリーダーが集まる「世界循環経済フォーラム」（ＷＣＥＦ）を主導し、地
球規模でサーキュラーエコノミーのコンセプト、価値観を広めようとしている。
　フィンランドは「２０２５年までにサーキュラーエコノミーで世界のリーダーになる」という国
家的な目標を掲げている。面積は日本とほぼ同じだが、人口は５５０万人と日本の２０分の１。そ
の国がなぜサーキュラーエコノミーの先頭を走れるまでになったのか。そこには「豊富な森林資
源」「ノキア凋落をきっかけとした産業構造の転換」という２つの要因がある。
　フィンランドは国土の約７０％が森林。森林資源も潤沢で、年間に東京ドーム１００個分の森林
が増えている。国内の製造業で製紙・パルプ・木材などの森林産業が第２位の規模を誇るのも、そ
うした理由からだ。
　ただデジタル化の波を受けて紙の需要は減り続けてきた。フィンランドの森林産業は強い危機感
を持ち、森林資源を新たな分野で活用するべくイノベーション創出に取り組んでいる。森林産業は
長らく同国の主要産業であったため、アカデミア、企業に基礎研究の成果が豊富に蓄積されてい
る。それらを活用して木質バイオマスを生かしたパッケージング、木質ファイバーを使った繊維な
どを中心に革新的なスタートアップが次々生まれている。同時に公的ファンディング機関であるビ
ジネスフィンランドが、スタートアップの事業を軌道に乗せるために積極的に支援している。
　現在は通信インフラベンダーとして復活したノキアの００年代後半から１０年代前半までの低迷
も、同国でバイオエコノミー分野のスタートアップを生み出す要因となっている。若者の労働観が
変わり、産業構造が大企業依存型からスタートアップ型に大きく転換したのだ。
　ただフィンランドは小国であり国内市場は限られる。スタートアップの生み出したビジネスをよ
り大きく育てるには、海外企業との協業が欠かせない。フィンランドは歴史的にも親日家が多い。
日本との時差も６～７時間と欧米の中では比較的小さく、日本からの直行便が週４０便以上あるな
ど距離的には近い。日本がサーキュラーエコノミー分野で、より存在感を発揮していくには、こう
した利点を生かして、日本企業とフィンランド企業の協業を加速させることも一つの手ではないだ
ろうか。

　農作物を原料とした生分解性樹脂を用いた30万ﾄﾝの複合材料基地を構築する。投資額は26億元。
ＰＬＡをメインに42の生産ラインを設ける。食品包装容器や宅配包装資材向けなどで高まる環境配
慮系樹脂のニーズに応える。



（火）
1 旭化成、ヘルスケアに資源優先　小堀社長「コロナ変化に柔軟対応」

 旭化成は２５日、経営説明会をウェブ会議方式で開き、新型コロナウイルスの感染拡大など取り
巻く環境の変化を踏まえてヘルスケア領域に経営資源を優先投入する方針を示した。小堀秀毅社長
は「新型コロナによって人の『いのち』『健康』が持続可能な社会の実現に極めて重要と再認識さ
せられた」として、「市場の成長性とニーズが高い分野に重点的に対応することで環境変化への対
応力を高める」と述べた。
「ヘルスケア領域に優先的にリソースを投入して成長を加速させる」。小堀社長が短中期的な成長
ドライバーと位置付けたのがヘルスケア領域だ。素材事業を束ねるマテリアル領域が新型コロナの
影響もあって厳しい中、多角化経営の強みを最大限生かして荒波に立ち向かう構えだ。

　◆欧米　業績悪化　２Ｑ以降さらに
　新型コロナウイルスの感染拡大は欧米化学企業の第１四半期（１～３月期）の業績に大きな影響
を与えた。多くが減収減益を計上、難局に対応するために流動資産をより手厚くする方針を打ち出
している。第２四半期以降の業績が落ち込むのは、自動車や建設などの重要な顧客産業の不振が原
因の一つだ。第２四半期の具体的な業績の落ち込み幅を見通すことは困難な状況にある。　第３四
半期以降も不透明感は強い。
　◆中国　１Ｑ減速顕著　生産は回復へ
　中国の２０２０年第１四半期（１～３月）の国内総生産（ＧＤＰ）は物価の変動を除いた実質で
前年同期比６・８％のマイナスとなった。四半期成長率としては記録がある１９９２年以降で初の
マイナス。新型コロナウイルスの感染拡大で、１月下旬から２月上旬にかけて経済活動を全面的に
停止した影響が出た。３月以降は自動車や化学産業にも改善の兆しがみられるが、消費減退などが
本格回復の重荷となっている。業種別にみて好調を維持するのが半導体市場だ。液晶パネル市場は
失速気味だ。自動車市場には回復の兆しがみえる。６月以降の景気浮揚のカギは消費市場の回復が
握りそうだ。外需の先行きも不透明だ。
　◆東南アジア　成長ロードマップに打撃
　新型コロナウイルスの感染拡大は東南アジア化学産業の新規投資案件にも影響を及ぼしている。
成長が見込まれる合成樹脂などの内需に対応するため域内各国で計画が打ち出されてきたが、景気
の長期低迷への懸念から財務の安定を優先し一部案件で最終意志決定を先延ばす動きが出ている。
　タイ石油公社（ＰＴＴ）グループ：香族製造設備建設検討を延長する
　チャンドラアスリ：第２エチレンセンター１～２年遅れる
　ＰＴＴグローバルケミカル：試運転などを担当する技術者を受け入れられず、立ち上げが遅れる
可能性はある。

5月26日



1 日化協　森川会長就任会見　化学産業の重要性発信

2 アセトン　アジアで急騰　コロナ関連で誘導品拡大

10 新型コロナワクチン開発進む　中国で安全性確認　英では後期試験入り

10 コロナ重症化因子解明へ　慶大など８者が新プロジェクト

10 アボットのコロナ簡易検査キット　精度「他社品と同等」　検証試験の中間結果

（水）

1 日本化学会　小林新会長が会見

1 東南アの製油所・化学企業　需要減や人手不足　生産に影響
　経済封鎖にともなう需要減少や人手不足が、東南アジアの製油所、化学品生産設備の操業に影響
を及ぼしている。エクソンモービルは、製油所の定修期間を延長する。理由は石油製品の需要減。
他では化学プラントの稼働を大幅に落としたり一時停止する企業もある。

　25日、日本化学会の新会長に経済同友会代表幹事などを歴任した三菱ケミカルホールディングス
の小林喜光会長が就任した。任期は２年。化学・化学技術は新型コロナウイルス感染対策に起因す
る新たな生活様式への移行をはじめ、気候変動問題、海洋プラごみ問題といった環境問題、食料問
題など正解が直面する課題を「必ずや解決策を見出すことができると確信」、「新たなイノベー
ションを生み出す場を提供する化学会の活動を推進していく」と決意を述べた。

　慶応義塾大学をはじめとする８大学・機関は、新型コロナウイルス感染症の重症化に関わる因子
を解明するプロジェクトを立ち上げた。海外に比べ、日本では死者数が少ないことに着目。日本人
から収集した検体の解析を行い、特徴的な遺伝子の探索を進める。９月にも成果を公表する予定
だ。得た知見は診断・治療への展開を図るとともに、新たなワクチンの開発も目指す。

　化学産業が社会に必要とされる製品を安定的に供給し、発展していくには製造時、製品自体、使
用後の3段階で安全と環境への配慮を高めることが重要。日化協として各段階に対応する重要テー
マを設定し、成果を発信する考えを表明した。
　化学製品の製造時では引き続き、事故情報から得られる教訓やベストプラクティスの共有に取り
組むほか、設備の老朽化や熟練作業者の高齢化に対応するスマート保安も支援。
　化学製品自体では、サプライチェーンを考慮したリスク管理、レスポンシブルケア活動に継続し
て取り組むほか、グローバル化の急速な進展により顕在化する課題に対しては海外業界団体との交
流を深めて国際連携を強化する。
　化学製品使用後については、JaIMEの活動を発展させていくことを含めて「力強く推進する」。
品質を劣化することなく化学原料が得られて繰り返し利用の面でも有用性の高いケミカルリサイク
ルを「社会的意義がある」とし、一方で「技術的、制度的課題も多い」と指摘。循環型社会に向け
てケミカルリサイクルを成立させるための技術開発、社会実装を積極的に進める。

5月27日

　新型コロナウイルスに対するワクチン開発が各国で進展している。先ごろ米国で第１相臨床試験
の中間データが報告されたのに続き、中国でも同時期に開始された第１相試験の結果が発表。試験
の主目的である安全性について問題ないと評価し、ウイルスに対する免疫反応も認められた。欧米
では、英アストラゼネカ（ＡＺ）と英オックスフォード大学のワクチンが、１万人規模の第２／３
相試験を英国で開始。日本では、７月の治験入りを目指すアンジェスが、非臨床試験の順調な経過
を報告した。

　米アボットは、新型コロナウイルス簡易検査キット「ＩＤ　ＮＯＷ」の精度を評価する臨床研究
３件の中間結果を発表した。米国の診療所からの臨床データでは、既存のラボ向けＰＣＲ検査と比
較して、陽性一致率（感度）は９４・７％以上、陰性一致率（特異度）は９８・６％以上。他社の
ＰＣＲ検査と同等の精度があるとした。感染から早期であるほど検出率が高いことも確認した。Ｉ
Ｄ　ＮＯＷの精度をめぐっては、半数近くの検体が偽陰性になったとする論文が先ごろ発表され、
アボットによる検証試験が行われている。

 アセトンのアジア市況が急騰している。足元は３月から１トン当たり４００ドル高の９３０ドル
前後。指標となるプロピレン価格も上昇しているが、上げ幅は倍となっている。新型コロナウイル
スの感染拡大で誘導品のイソプロピルアルコール（ＩＰＡ）の需要が好調なほか、メチルメタクリ
レート（ＭＭＡ）の荷動きも底堅い。一方、供給はフェノールの副生とあって、フェノールの稼働
が需要鈍化で高くないため絞られている。また、中東大手の定修明けが遅れ、その分、中国に玉が
流入していないことも影響している。

　会社全体としては財務規律を重視して投資案件は厳選し、従来以上に投資効率の管理も徹底す
る。小堀社長は「不測の事態が起こるサイクルや頻度、地政学的リスクも高まる可能性がある中
で、キャッシュ重視で投資効率を高め、収益を上げる方向に向かわざるを得ない」と語る。
　自動車の電動化や自動運転などの「ＣＡＳＥ」対応でも、新型コロナを受けて抗菌・殺菌効果の
あるシートがシェアリングカーに標準搭載される可能性もある。小堀社長は「大きな変化の中には
ビジネスチャンスがある。ここに経営資源を集中し、いち早く成果を出していく」と語った。
　マテリアル領域の中でも、安定的な収益性の面で課題が残るのが石油化学製品などの基盤マテリ
アル事業だ。世界的な景気拡大を追い風に１７～１８年度は利益を伸ばしたが、米中貿易摩擦や新
型コロナの影響が重なり１９年度は１６年度並みに逆戻りした。小堀社長は「厳しい環境での利益
規模、それに見合うリソース配分かどうか精査する」として、エチレン設備を共同運営する水島コ
ンビナート（岡山県倉敷市）で用役やプラント保全、物流といった機能まで含めて他社との連携を
検討する考えも示した。



3 萩原工業　合成樹脂　防災関連に力

5 経産省　革新的マテリアル開発　全国にプロセスイノベーション拠点

（木）
1 アジア太平洋のエネ・化学大手　業績低迷　事業再編の動き加速

1 【社説】資源循環の新たなビジネスモデルを

2 東洋紡　飲料用ＰＥＴボトル由来フィルム　シリーズ化

　萩原工業は主力の合成樹脂部門の拡大を目指す。国内シェアが高いフラットヤーンは、シート製
品の品質の高さが災害現場を中心に評価されていることから、自治体などでの備蓄向けの開拓を積
極的に行う。災害時の供給支援に関する協定の拡大も進める。生活資材分野では一般消費者からの
認知が高まっている粘着テープを拡販。コンクリート補強繊維は生産体制を強化する。これに新開
発素材の貢献も見越し、現中期経営計画で同事業の売り上げ規模を現状より１割以上増やしたい考
えだ。

　東南アジアやインド、中東の化学・エネルギー大手が発表した2020年1-3月期業績は、原油安や
化学品のマージン縮小、新型コロナウイルス感染拡大にともなう経済活動の縮小を受け、各社減収
減益を余儀なくされた。多くの企業が投資支出の減額やプロジェクトの一時停止を決めている。事
業環境の悪化は、各社の事業再編につながるともみられている。
　サウジアラムコ:1-3月期売上(前年同期比)8.6％減(1122億ｻｳｼﾞﾘﾔﾙ)、利益190億ﾘﾔﾙの赤字
　マレーシア国営PCG：1-3月期売上(前年同期比)5.7％減(38.9億ﾏﾚｰｼﾘﾝｷﾞ)、利益40％減(4.9億ﾘﾝ
ｷﾞ）
　インドＰＴＴＧＣも減収減益
　ＰＣＧとサウジアラムコ合弁の製油所は、3月に発生した火災で全面停止のまま。
各社は、いずれもコロナ禍にともなう都市封鎖や市況下落、貿易摩擦などを理由に、市場環境の早
期改善は予想していない。環境悪化は、事業再編のきっかけとなる。たとえば、タイＰＴＴは、製
油所・化学で事業範囲の重なるＰＴＴＧＣ、ＩＲＰＣ両子会社の統合に向けた検討を加速させる可
能性がある。

　飲料用ＰＥＴボトルからリサイクルされた原料を使用したフィルム製品群について、シリーズ化
し、環境に配慮した高機能製品のラインアップを拡充していく。2012年にＰＣＲ使用率80％で業界
最薄12ミクロンの「サイクルクリーン」を上市。19年には日本とインドで商標出願。シリーズ化し
てマテリアルリサイクルへの関心が高い欧州を中心にグローバル市場で、訴求力を高めていく。今
後収縮タイプ、バリアタイプの商品開発を加速。

　経済産業省の循環経済ビジョン研究会が報告書「循環経済ビジョン２０２０」をとりまとめた。
１９９９年策定以来、２０年ぶりの改訂となるもの。国内で進めてきた廃棄物の減容化を目的とす
る３Ｒ（リユース、リデュース、リサイクル）の総合的な推進から、資源の高度な循環利用を基軸
とする経済活動としての循環経済への転換を謳う。すでに海外では、さまざまな国で施策検討が開
始され、市場も生まれつつある。国内においてもビジネスリソースを活用した取り組みが求められ
る。
　新ビジョンでは、グローバルな経済社会の変化として世界的な人口増加と経済成長にともなう消
費拡大を挙げる。国際的な資源需要は２０１５年の８８０億トンから６０年には１９００億トンに
拡大するほか、ベースメタルの銅は３０年までに需要量が供給量を上回るとの予想もある。またグ
ローバルな廃棄物問題も課題だ。近年ではアジア諸国の廃棄物輸入規制により日本も影響を受けて
いる。こうした要因に地球温暖化などの環境問題やＥＳＧ投資の拡大などが加わり、循環型経済構
造への転換は避けて通れない状況と説く。
　実現に向けては、動脈産業に対して軽量化や易解体性、再生材の積極利用といった環境配慮設計
を通じた新市場創出や、シェアリングやサブスクリプションなど製品所有権を維持したかたちでの
流通・回収モデルの構築などを例示した。一方、静脈産業には多様な使用ずみ製品の広域回収とと
もに自動選別技術などを活用し、規格化などを通じた高品位再生材の安定供給を実現することで動
脈産業に供給するリソーシング産業としての役割を期待する。また循環システムの構築のために、
ベースメタルやプラスチックなどの主要素材の中長期的な資源循環バランスの評価・分析をはじ
め、リサイクル手法のベストミックス検討なども求めている。
　循環システムの検討が急がれる分野としてプラスチック、繊維、ＣＦＲＰ、バッテリー、太陽光
パネルの５つを明記した。プラスチックでは代替素材のへの転換やケミカルリサイクルの検討と
いった取り組みの円滑化に向けた環境整備を、ＣＦＲＰではリサイクル技術や再生された炭素繊維
の評価手法などの開発推進とともに、欧州と連携したグローバルな循環システムの構築の重要性を
指摘する。
　すでに企業単位では保有するリソースを活用した循環型ビジネスモデルへの転換に向けた取り組
みが始まっている。企業・産業の枠を越えた社会モデルを早期に確立し、グローバル市場における
競争力を強化していくべきだろう。

5月28日

　経済産業省は、革新的マテリアルの開発・実装に、日本の素材産業の強みであるプロセス技術を
結集する体制構築を目指す。新素材開発に取り組むベンチャー企業などが最先端の装置で分析でき
るプロセスイノベーションのための拠点を全国に複数設置。ここに地域の産官学が持つ技術シーズ
や装置、人材などの情報を総合的に集約し、マッチングのハブ機能を持たせる。素材産業の裾野は
広く、新型コロナ危機で疲弊した地域経済の復興にもつながるとして、早期に予算措置したい考
え。



6 日鉄エンジニアリング　廃棄物発電　マレーシアで調査事業

6 日揮ホールディング　国内最大級のバイオマス発電引き渡し

（金）
1 住友化学　不透明乗り越え成長、医農薬・電材を牽引役に

1 ＮＥＤＯ　ポストコロナの研究開発、スマート社会実現に貢献

2 原油元売り３月期決算　原油価格急落が直撃、精製・化学品総じて減益

2 ２月：酢ビモノマー出荷１２％増
　２月出荷は１２％増の５万４３３トンだった。国内向けは一般用が大幅に増加、輸出も２ケタ増
だった。国内向けの内容はＥＶＡ向けが６９％増、接着剤向けが１７％増で、一般用全体で４９％
増だった。

　原油価格の急落によりマイナスのタイムラグが
発生したため、本魚うの石油精製セグメントの利
益（在庫影響除く）は前期比で７０％以上悪化し
た。市況の悪化にともない、各社の化学品事業の
利益水準も低迷した。原油価格の急落や新型コロ
ナウイルス感染拡大、化学品市況の悪化といった
事業環境の変化が、業界再編を経て安定した各社
の事業構造を直撃した。２１年３月期も厳しい事
業環境が続くことが予想される。
　ＪＸＴＧＨＤの石油精製事業のセグメント利益
はマージン他の項目で前期比５５６億円の減益を
計上、化学品事業は市況の悪化にともない１３０
７億円の減益だった。
　出光興産の燃料油事業は８９１億円減となる２
０１億円の損失。
　コスモエネルギーＨＤの石油事業は、マージン
悪化による１５８億円の減益要因が響いた。

　住友化学の岩田社長は２８日、経営戦略説明会を開き、短期な不透明な情勢を乗り越え中長期に
成長する意志を示した。２０２０年度は石油化学品の市況悪化、医薬の大型提携の先行投資負担に
加え、新型コロナウイルスの影響が重なり、コア営業利益で２００億～５００億円の減益を予想す
る。中期経営計画目標の２１年度コア営業利益２８００億円は「極めて達成が困難」とした。
　中期的には、南米を中心とする農薬事業拡大、医薬の新製品群、情報電子やエネルギー・機能材
料の新製品群の３つを成長ドラーバーに「次期中計の２４年度に利益目標を達成するべく体制を整
え直す」と述べた。また力を注ぐケミカルリサイクルでは「ごみをメタノールへ高効率で変換する
技術の開発を始めた」と明かし、持続可能な社会の実現に貢献していく方針を改めて強調した。

5月29日

　産業の未来を切り開く研究開発の現状と今後のあり方について、ＮＥＤＯの石塚理事長に聞い
た。今後具体的に社会から求められる研究は「サプライチェーンの強靭化とリモートの加速化に向
けた取組があげられる」
　ＮＥＤＯとしての方針は「今年度の補正予算から経産省・ＮＥＤＯとして必要な対策に取り組
む。製造工程間でのシームレスなデータ連携や企業間・拠点間での連携を可能とするセキュアな
データ基盤の開発などデジタル技術開発を新たに支援していく。また、サプライチェーンの状況の
把握制度向上を目的に、衛生データから工場などの稼働率を推定する解析サービスの開発を行う中
小・ベンチャーなどを支援する」「材料分野でも国際的にも生産拠点の集中度が高いレアアースの
代替・使用量低減、供給源の多様化に向けた技術開発・実証を行い、グルーバルサプライチェーン
の強靭化に努める」
　これからＮＥＤＯが果たすべき役割としては「世界中が感染防止対策を継続しつつも社会経済活
動を止めないために、テレワークやリモートサビスなどの活用が加速している。一方で、急激な変
化に人もインフラも対応しきれていない。今回の危機をチャンスに転換し、Societyt5.0実現の加
速や分散型エネルギーシステムの構築などにおいて、日本の優れた技術シーズを社会実装にまでつ
なげることが必要。ＮＥＤＯはイノベーション・アクセラレーターとして、産官学の強みを生かし
た研究開発成果の最大化と社会実装を推進していく」

　マレーシアにおける低炭素化促進事業で環境省に認可された。北九州市とマレーシアイスカンダ
ル地域開発庁の連携して実施している都市間連携事業の一環。イスカンダル地域は同国第2位の経
済都市圏で、温室効果ガスの急速な増加対応が急がれている。現在、未処理のまま採取処分場の搬
入されている廃棄物から発生しているメタンガスを焼却処理で抑制し、排熱発電で温室効果ガス排
出削減を目的としている。

　ＥＮＥＯＳバイオマスワワー室蘭向けに建設していたバイオマス発電設備を5月24日に引き渡し
た。発電能力は7.49万ｷﾛﾜｯﾄで、バイオマス発電としては国内最大。燃料はパームヤシ殻、発電設
備は循環流動層ボイラー、再熱式腹水タービンで構成されている。



2 ＰＯＦ２月出荷　ＨＤＰＥ２ヶ月連続で２ケタ減

4 日用品・化粧品各社のテレワーク　ユニ・チャーム

5 厚労省２次補正予算案　ワクチン製造など２７１９億円、支援金創設に５００億円

5 ＩＰＡ国内もタイト化　消毒・食品包装用途が活発

　新型コロナウイルス感染症対策として編成した２０２０年度第２次補正予算案で、厚労省は「検
査体制の充実、感染拡大防止とワクチン・治療薬の開発」として２７１９億円を計上した。過半を
占めるのはワクチンの製造支援で、１４５５億円を盛り込んだ。開発中のワクチンの生産体制を事
前に整えることで円滑な立ち上げを図るのが狙い。５カ所程度を念頭に設備投資を補助する。

　２月のポリオレフィンインフレーションフィル
ムの出荷は、前年同月比６．２％減の３万８９２
８トンと２ヶ月連続で前年同月を下回った。ＨＤ
ＰＥは２ヶ月連続で２ケタ減、ＬＤＰＥは５ヶ月
連続で前年同月割れだった。ＩＰＰは４．３％減
の４７０トンだった。

　ＩＰＡの国内需給が３月からタイトになりつつある。ＪＸＴＧエネルギーとトクヤマの定修が今
年前半に行われ、玉が限られているなか、新型コロナウイルスの感染拡大を背景に需要が強まって
いる。消毒用途にとどまらず、冷凍食品などの売れ行き好調にともない食品包装のグラビアインキ
用途も活発となっているようだ。一部では供給制限も検討され、玉不足に陥る可能性も出てきた。
この先も三井化学の定修が控えている。また、アジア市況が急騰しているため海外品の流入は現実
味に欠け、当面はタイト感が続く公算が大きい。

　新型コロナウイルス感染防止対策として広がるテレワーク。東京都が５月に発表した調査による
と、都内企業のテレワーク導入率は６２．７％と３月時点の調査より２．６倍上昇している。一
方、日用品・化粧品会社は「働き方改革」などでコロナ禍以前からテレワークに取り組み、緊急事
態宣言解除後は更に促進する動きもある。各社が導入した狙いやメリット、コロナ収束後の方向性
などを取材した。
　ユニ・チャームは２０１７年秋からテレワークを一部の部署で導入した。段階的に対象を広げ、
現在は生産部門などを除く国内で２０００人前後の従業員が使える制度だ。社員の仕事と家庭や健
康などを充実させ、働きがいを持ってもらうことが大きな狙いにある。
　基本的にテレワークは月４回まで。業務開始前、終了後の報告を徹底するほか、できるだけｃグ
ループ内でテレワークする人が重ならないよう調整している。インフラ面は会社が用意している。
同社では「沈思黙考」を推奨する企業文化があり、テレワークをこの時間にあてている社員も多
い。集中しやすい働き場所を選び、創造性やアイデアが重視される仕事の生産性向上につなげてい
る。テレワーク中の社員に対する”暗黙のルール”は極力電話しないこと。テレワークを実施する
日は基本的に残業不可。時間外労働を削減でき、人件費の面でも会社側にメリットをもたらす。
　今年はコロナの影響で、２月末から生産部門などを除く部署が原則在宅勤務となったが、長期の
テレワークは前例がなく課題も見えてきた。社内アンケートからは「孤独感」などメンタルを心配
する声もあったようだ。
　６月まで在宅勤務は続けるが、６月以降は、月４回が上限だったテレワーク回数を週２回に増や
すことが決まった。「自身が最も成長しやすい環境を自ら考え作り出すような働き方を視野に入れ
ている」（同社）


