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(月)

1 化学大手　コロナで投資慎重姿勢

1 中国　基礎化学品の在庫増加

2 【社説】経営の根幹に欠かせない循環型経済

　持続可能な世界を作り上げるため、リニアエコノミー（線形経済）からサーキュラーエコノミー
（循環型経済）への転換は急務だ。化学企業も多様な取り組みを続けている。コベストロのマーカ
ス・スタイレマンＣＥＯ（最高経営責任者）が５月２６日、ウェブカンファレンスで循環型経済を
経営の根幹に据える方針を強調したように、企業の将来にとっても欠くことのできない事柄になっ
ている。
　スタイレマンＣＥＯは「循環型経済は世界全体を持続可能な未来へと導くものだ。それは気候中
立を達成し、減少しつつある（限られた）地球の資源を守るための世界的な指針とならなければな
らない」と強調、「生産し、消費して廃棄するという『シングルユース』に将来性はない」と言い
切った。
　そのうえで今後、①代替原料②革新的なリサイクル③協業④再生可能エネルギー－に集中する方
針を示した。すでに具体化していることも少なくない。
　二酸化炭素（ＣＯ２）を原料にしたポリエーテルポリオールを生産する技術を確立して、温暖化
ガスを代替原料にする道を切り拓いた。生産プロセスの中核技術は触媒で、ＲＷＴＨアーヘン工科
大学と共同開発した。独ドルマーゲン工場に連続反応で生産する年５０００トン能力のプラントを
建設、２０１６年１２月１３日に「ｃａｒｄｙｏｎ」の商品名で初出荷している。
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6月8日

　中国で、ベンゼンやモノエチレングリコールなど合成樹脂、同繊維の原料となる基礎化学品の沿
岸在庫が増加している。4月から5月にかけて中東やインドの化学大手が中国に輸出攻勢をかけ、原
料下落局面で需要家やトレーダーも在庫を積み増したが、実需要が足りずタンクの貯蔵余力がひっ
迫した。中国では、5月28日に全人代が閉幕し経済活動再開が加速する見通し。在庫解消につなが
るか注目される。

 化学大手は、コロナ後を見据えた成長投資をにらみつつ、コロナ感染拡大による足元の不測の事
態への慎重姿勢を崩していない。２０２０年度の設備投資は、不透明な状況が当面続くとみて、三
菱ケミカルホールディングス（ＨＤ）、旭化成、住友化学、東ソーが未定としている。ただ、おお
むね前年度並みの予算を組む企業が多く、中長期の成長に向けた積極姿勢は維持している。リーマ
ンショックを乗り越え、ポートフォリオ改革と財務基盤強化を進め稼げる体質に変貌したが、リー
マンショックを上回る未曾有の危機がもたらす影響は計り知れず、予断を許さない状況が来年以降
も続く恐れがある。とくに自動車関連や石油化学はさらなる損益悪化を避けられそうにない。各社
とも投資を絞り込み、場合によっては延期しつつ、未来への成長の灯火は絶やさない難しい舵取り
を余儀なくされる。
「景気がコロナ前に戻るのは早くても来年夏以降ではないか」（旭化成の小堀秀毅社長）、「今期
下期（１０～３月）もコロナ前に完全に回復する設定ではない」（三井化学の橋本修社長）。化学
大手はコロナショックによる影響を見極めようとしているが、ワクチンや治療薬の開発にいぜん時
間を要するなか、緊急対策として手元流動性を高め備えを堅くしている。
　今期上期（４～９月）は純利益ゼロを予想する三菱ケミカルＨＤ。コロナ感染拡大の影響が重く
のし掛かるほか、自動車や半導体など主要ユーザーの低迷が追い打ちをかける構図だ。こうしたこ
とから今期の設備投資計画は現時点で未定としており、「たとえば１年遅らせてもデメリットが大
きくない案件は遅らせる方向で検討するなど精査していく」（伊達英文取締役執行役常務・最高財
務責任者）方針だ。
　同様に、設備投資計画を未定としている住友化学は、今期の不確定減益要因として２００億～５
００億円を見込み、このうちコロナの影響による減益１５０億～３５０億円を織り込んでいる。売
り上げの約４割を占める医農薬はほとんど影響を受けないが、自動車関連需要の減退による樹脂の
出荷減少や市況下落、車載電池・タイヤ部材の出荷減少、ディスプレイ関連需要の減退によるス
マートフォン・テレビ部材の出荷減少が下押し圧力になる見通しだ。佐々木啓吾常務執行役員は
「コロナの影響はとくに自動車関連、ディスプレイ関連に響く。収束するまで続く可能性がある」
と警戒感を強める。
　石化も低迷が長引きそうだ。三菱ケミカルＨＤは今期、石化事業でコア営業損益１３０億円の赤
字を予想するほか、三井化学は基盤素材事業のコア営業損益１１５億円の赤字を予想する。世界市
場でみると米国や中国、中東などで供給が増えるなか、需要はコロナ前から低迷しており、コロナ
が追い打ちをかける状況だ。巣ごもり需要など一部包装材などは堅調だが、景気低迷による影響は
大きく、さらに原油・ナフサ価格急落によるマージン縮小が重くのし掛かる。三井化学が今年度中
に再構築策を固める方針など、各社は立て直しを急ぐ必要に迫られている。



3 エチレン　供給減で強含み

6 マルチテナント型物流施設　新増設ラッシュ

7 感染症対策に「司令塔」を　製薬協など、政府会合で設置要望

（火）

1 旭化成　小堀秀毅社長に聞く（コロナ禍に立ち向かう　緊急インタビュー７）

●…新型コロナウイルスの影響が経済や企業活動に与えたインパクトは。
　「一言でいえば『地殻変動』だろう。リーマン・ショックは景気後退をもたらしたが、今回の出
来事はそれにとどまらず、人々の価値観にまで影響がおよび、政治や産業構造、社会活動といった
広い範囲で大きな変革が生じ得る。われわれがかつて経験したことがない大きな地殻変動だ。景気
悪化は当面続くことが避けられない。仮にこの２～３カ月が景気の底で徐々に回復基調になったと
しても、コロナ以前に戻るのは早くて２０２１年夏以降ではないか」
●…コロナショックを機に社会のニーズも大きく変わる可能性がある。
　「人の『いのち』『健康』という価値観の大切さがクローズアップされた。検査などいろいろな
ところで目詰まりがあり、さまざまな疾患領域において予防や検査、診断、治療、アフターケアに
かかわるサポート、ソリューションという一連の流れが重要だと分かった。遠隔医療や在宅医療が
広まれば、デジタル技術を使った医療ニーズも急激に増える。産業としてのヘルスケアの重要度が
益々高まっている」
　「日本の『３密』回避は世界に発信すべき感染防止対策だ。３密を避けるニーズが強くなれば室
内換気のために二酸化炭素（ＣＯ２）などの空気質や体温を検知するセンサーも重要になる。人々
が感染症に敏感になるなかで自動車のシートなどいろいろな場面で抗菌、殺菌効果のある素材の需
要が出てくる。家での生活、滞在時間が増えれば食の鮮度保持やフードロス（食品廃棄）への消費
者意識も高まるだろう。われわれなりに『いのち』『健康』、新たな『くらし』『生活様式』と
いった視点を掘り下げることで、いろいろなビジネスチャンスが見えてくるはずだ」
●…コロナが事業環境にも影響を与えるなか、経営の考え方はどう変わるか。
　「ここ数年は世界同時金融緩和に支えられたグローバルでの緩やかな景気拡大という恵まれた環
境下で、伸ばす事業に経営資源を集めることでオーガニックに成長し、事業ポートフォリオが転換
できた。世界経済の成長の中で自動車の『ＣＡＳＥ』や高速通信規格（５Ｇ）などの変化も芽生え
てきたが、コロナによって地殻変動という別の変化が起きた。自然災害やコロナなどの感染症、そ
れによる地政学的なリスクも含めた変化のサイクルはより速まる可能性がある。ここで自らを見直
す契機としなければならない」

　使用ずみのポリウレタン（ＰＵ）製品をリサイクルする「ＰＵＲｅＳｍａｒｔ」と呼ぶプロジェ
クトに参加し、革新的なリサイクル技術の開発にも取り組んでいる。幅広いＰＵ製品を生産するベ
ルギーのレクティセル社や、廃棄物の分別などに用いるセンサー技術に強いオーストリアの企業、
開発や受託合成事業を展開するドイツ企業などに加え、ベルギーやスペインの大学も加わるもの
で、協業もプロジェクトの重要テーマだ。
　ウェブカンファレンスでは２５年からドイツの工場で用いる電力の相当量を、海洋風力発電事業
を手がけるデンマークのオーステッドから調達する計画も明らかにした。
　化学企業を取り巻く事業環境は厳しさを増している。コベストロの２０年第１四半期の業績も減
収益となった。難局を乗り切る施策を実行する一方で、今この時に同社が将来を見据えた取り組み
を、さらに前進させることに賛辞を贈りたい。ぜひ化学産業の指標になるような実績を積み上げて
ほしい。
　スタイレマンＣＥＯは最後に「循環型経済を、ともに実現しましょう」と訴えた。新しい道を拓
くための協業が、さらに広がることも併せて期待したい。

　日本にも感染症対策の“司令塔”を－。５日に行った政府の健康・医療戦略参与会合の席上、製
薬・医療関係団体からはこんな要望が相次いだ。新型コロナウイルス感染症の第２波到来への懸念
が強まるなか、治療薬やワクチンの早期開発には政府、企業、アカデミアの連携が必須と提言。医
療資材や医療機器の国産化推進を求める声も続出した。
　製薬協の中山会長は、「平常時から有事の感染症対策を統括する司令塔機能を設置し、その下で
研究・開発・生産・供給までの一貫した戦略を立案し推進・支援して頂きたい」と訴えた。感染症
という疾患特性や予測不確実性を鑑みると、「一企業が単独で行うことは極めて困難」と指摘。国
やアカデミアとの協力が欠かせないとした。
　とくに研究開発では、①感染症治療薬・ワクチンの研究開発振興②緊急的にドラッグリポジショ
ニングを実施する体制整備③臨床開発支援④平時からの国主導による産学官連携や国際連携の体制
構築－の４点で協力を求めた。具体的な施策などは近く提言書として公表する予定だ。

6月9日

　アジアのエチレン市況が強含んでいる。４月末に底打ちし、足元１トン当たり約６８０ドル。生
産トラブルや減産を背景とした供給減に対して誘導品の需要が堅調で、６月以降も強含むとの見方
が多い。

　日本国内でマルチテナント型物流施設（ＬＭＴ）の新増設が活発となっている。電子商取引（Ｅ
Ｃ）の拡大などにともなう保管需要の増大への対応に加え、自動化設備やロボット技術の導入のた
めの倉庫の大型化、さらにはトラックドライバー不足に対応した配送中継拠点を整備する狙いもあ
る。当面はタイトな需給バランスが続くとみられており、デベロッパー各社は首都圏、中部圏、近
畿圏を中心に各エリアで建設計画を着々と進める。



4 フレキシブルコンテナ　１～３月輸入量８．７％減

5 肥料　高付加価値品で農業ニーズに対応

●…今後のサプライチェーン（供給網）のあり方をどのように考えるか。
　「サプライチェーンの複数化、地産地消の徹底を考える必要があるだろう。米国や欧州、中国は
地産地消、日本は中国以外のアジア圏と連携するといった構図を描く必要があり、そうなるとすべ
て自前とはいかなくなる」
　「とくに海外では顧客企業、部材メーカーなどと共同で生産体制を組むといった外部との連携、
提携が重要になる。長いサプライチェーンの中に居続けることはリスクであり、自らがコントロー
ルできるなかにサプライチェーンを引き寄せることが必要だ。サプライチェーンの周辺にいる企業
同士が一体となることでリスクを共有し、チャンスがものにできるメリットがある」
　「サプライチェーンの川上に位置するマテリアルの視点でいえば、より川下の動向が握れるよう
なマーケティングも含めた対応が必要だ。かつて日本には世界に冠たる最終消費財のメーカーが数
多くいて、そこに向かって素材を開発、供給すれば良かった。だがグローバルで強いメーカーと組
もうとすれば、足元に行くべきか、同業や川下と組むべきかなどを意識的に考える必要がある」
●…コロナショックを通じて、どのような気づきを得たか。
　「日本の緊急事態宣言が外出自粛などの要請に留まるなか、人々がここまで自制した行動がとれ
た。これは日本の同質性の高さ、共通の価値観を共有していることのプラスの側面ではないか。日
本の製造業がコロナの感染を抑えて安全・安定操業を行い、製品の安定供給で社会的責任を果たし
ているのも素晴らしいことだ」
　「企業が持続的に成長し、イノベーションを起こすうえでダイバーシティー（多様性）が重要で
あることは変わらない。だがリスクやコンプライアンスに対する感性と行動という面では同質性、
あるいは共通の価値観を持つことがいかに大事かを再認識した。社員一人ひとりがグループ理念や
目指す姿を共有し、一方で違った部分は尊重する。会社として同質性と多様性の２つの視点を意識
し、局面によって使い分けるマネジメントをしていくことが重要であり、社員一人ひとりにもそう
した意識を浸透させたい」
●…コロナ禍で経営トップとしてどのようなメッセージを発信するか。
　「われわれがこれまで想定していた方向とコロナ後の社会が向かう先が大きく変わる可能性があ
るが、起こり得る環境変化は好機でもある。世の中がニューノーマル（新常態）に向かうのであれ
ば、そうした世界を先取りする、自ら主体的にかかわって経験して良いところを吸収する。そうし
た姿勢が会社にも社員にも求められる」
　「コンプライアンスなどのように守り続ける部分を持ったうえで、今回のコロナを経て変えるべ
き部分は大胆に変えて、積極的にチャレンジ、コネクトして、コミュニケーションを取っていくこ
とだ。行動は制限されても、ウェブ会議などＩＴ（情報技術）ツールの環境が整備されてコミュニ
ケーションは取りやすくなっている。発想を変えて前進することに尽きる」

　肥料は、全国農業共同組合連合会（ＪＡ全農）による集中購買の影響が生産量や価格にも色濃く
出始めてきた。一方、」肥料メーカーでは、国内市場がシュリンクする状況下で、シェア拡大を図
る努力、高付加価値品の開発を通じた農業生産者ニーズに的確に対応した商品の提供、製造コスト
削減に向けた取組みなどを進めている。今年は、法改正により肥料への配合規制ルール見直しなど
が12月をめどに実施される予定だ。
　2019年高度化成肥料の生産量は前年比3.2％減（72.8万ﾄﾝ）、出荷数量7.2％減（60.5万ﾄﾝ）、出
荷金額は、4.1％減（511.9億円）。前年割れは、14年から6年連続。
　20年秋肥の肥料価格は、硫安、硝安以外は値下げ。
　矢野経済研究所のまとめでは、19年出荷実績（金額）は、2.8％減（3364.4億円）。肥料銘柄の
集約が進み、入札方式の導入で市場は減少による状態が続いていると分析。国内市場は15年度以
降、農業生産者の所得を増やす目的で、ＪＡ全農を核とする各種の取組み・活動が行われており、
そのかなで生産資材価格の見直しが行われている。肥料メーカーやＪＡ全農では、低価格肥料や低
成分肥料の供給を、また省力化対策として肥効調節型肥料を用いた育苗箱全量施肥や、即状施肥技
術などの導入により、投入量と労働時間を低減する取組みが進んでいる。化学肥料に比べ安価に入
手可能な家畜ふん堆肥は生産者にとってメリットがあり、化学肥料の代替としての動きもみられる
としている。
　肥料を取巻く状況は16年に政府の「農林水産業・地域の活力創造本部」で「農業競争力強化プロ
グラム」が決定し、「農林水産業・地域の活力創造プラン」のなかに位置付けたことから、これを
受けて17年度以降にＪＡ全農によって肥料などの生産資材改革が実施されたことが現在の流れに
なっている。多品種少量生産の解消に向け、高度化成肥料やＮＫ化成肥料などの銘柄が集約される
ようになり、入札制度の導入で競争入札などが始まったことで、最安値を探る動きが一気に広がっ
た。その結果、化成肥料を中心に肥料価格が１－３割ほど下がった。影響が色濃く見られるのは18
年度で、前年度比5.3％減。

　財務省の貿易統計によると、１～３月のフレキシブルコンテナ輸入数量は前年同期比８．７％減
の１３５０万３７３１袋だった。単月ベースで１～３月まで全ての月で前年同月の水準を割り込ん
だ。最大ソースの中国からの輸入量が大きく落ち込んだことが少なからず影響した。アジア各国か
らの輸入数量が減少するなか、ベトナムは２３．９％増の２９５万７９５３袋と前年までの高い伸
び率を引き継ぎ、全輸入量に占めるシェアが２０％超に高まった。カンボジアからの輸入量も大幅
に増加した。



5 肥料　業界の動向

5 肥料　15年ぶり法改正　12月施行へ

8 廃棄物発電大手　欧州黒字に

8 横河電機　ケミカルリサイクル連携

（水）

1 ドイツの化学大手　中国攻勢を堅持

1 三菱ケミカル　紙と生分解性樹脂用い高バリア包材

4 名大　ＣＯ２分離回収　効率化
　名大の町田洋助教授は、ＣＯ２の分離回収エネルギーを大幅に低減する技術を開発した。ＣＯ２
再生塔に水素ガスを供給するＨ２ストリッピング再生技術とそう分離型吸収剤の組合せにより、再
生塔温度６０℃で燃焼排ガスをＣＯ２/Ｈ２に置換できる。分離回収エネルギーは、ＣＯ２１ﾄﾝ当
たり従来の４分の１。カーボンリサイクルへの多大な貢献が期待できる。

 ＢＡＳＦやコベストロ、ランクセスなど、中国市場へ積極攻勢をかけてきたドイツの化学大手が
その構えを堅持している。新型コロナウイルスの影響で経済は傷み、下期の見通しは不透明と認め
るも、中長期的にみた市場の高い潜在成長性は不変との認識。拡大するデジタル経済に商機を見い
だし、中国事業をグループの成長エンジンと位置づける。

　昨年12月4日に法改正の公布により肥料取締法は、名称を「肥料の品質の確保等に関する法律」
に変更されることになった。15年ぶりの改正であり、その大まかなポイントは①有機・副産物肥料
を農家が安心して利用できるように、肥料業者に原料管理制度の導入②肥料の配合規制ルールの見
直し③品質や機能などの表示基準の整備　である。
　法改正の背景は、日本の農地の地力低下や栄養バランスの悪化した土壌の増加に対する取組みが
必要となったこと、輸入原料価格の決定に大きな影響を及ぼす不安定な相場に出来る限り振り回さ
れないようにすること、堆肥や産業副産物由来肥料の品質を確保して、農業生産者のニーズに十何
に応えることが出来るようにする。これは、農業生産のコスト負担の低減にもなる。
　法改正のスケジュールは、1年を越えない波にで施行するものとして、配合規制ルールの見直し
と法律名称変更を行う、ともに今年8月ごろに公布、12月ごろの施行とする予定。2年を越えない範
囲で施行されるのは、原料管理制度の導入と品質や機能などの基準の設定で、今年12月ごろに公布
し、21年12月ごろの施行を見込む。

　横河電機は、ポリエステル樹脂のリサイクル事業を展開する日本環境設計と協業する。資本参加
と業務提携を締結した。同社は、最新のリサイクルプロセスを活用し、資源循環型の社会に貢献し
ていく。日本環境設計のケミカルリサイクル工場をスマート化し、最新の制御技術を導入し、生産
体制の拡充を目指す。

6月10日

●本体から独立　効率化を徹底追求
　業界の動きでは、朝日工業が今年4月に、肥料を中心とする農業資材本部を本体から切り離し、
子会社「朝日アグリア」としてスタートさせた。
●肥料から農産物まで総合サポート
　住庄アグリビジネスと住友商事は、ＩＴの活用で新しい農産物物流システムによる事業を展開。

　廃棄物発電プラント大手企業の欧州市場戦略が成果を上げている。日立造船子会社の日立造船イ
ノバ、ＪＦＥエンジニアリング子会社のスタンダードケッセル・バウムガルテはともに２０１９年
度に黒字化を達成した。欧州では市場環境が好転し、設備更新などの新規案件も出てきていること
から両社とも受注が上向いており、収益改善も実現した。２０年度は保守サービスなど商品の多様
化や、アジア市場などで親会社との連携強化などを通じて、一層の収益基盤強化を図る。

　三菱ケミカルと日本製紙は9日、再生可能な原料を用いた生分解性のある循環型包装材を共同開
発したと発表した。三菱ケミカルの「バイオＰＢＳ」をヒートシール層に用い、日本製紙の紙製バ
リア素材「シールドプラス」を組み合わせた。内容物の品質劣化防止に優れ、菓子やコーヒー豆、
ドライフルーツなど食品をはじめとするパッケージ用途に向けマーケティングを本格化する。

　調査では、ＪＡ全農が18年春向け高度化成肥料の購入価格引き下げと同様な取組みを行い、中長
期な視野に立ち進めている。肥料メーカーは、収益維持への合理化や高付加価値化へのシフトが一
層迫られ、それが19年度の市場の動きを反映しているとみている。
　国内には、約3000社の肥料事業業者が存在するといわれ、統計のまとまっている18年度（18年6
月-5月）化成肥料の設備能力についてっはその約95.5％が21社の向上で生産されている。このうち
上位10社の割合が81％を占めており、しかも稼働率となると89％とフル稼働に近い状態にある。



4 ケミカルリサイクル拡大　日化協ＷＧで本格検討

8 中国の主要石化製品　設備稼働率、低下局面に

8 酒井郁典　三井化学アジアパシフィック社長に聞く（シンガポール化学企業のコロナ禍対応２）

　内外の需要減で今年の石油・化学産業の設
備稼働率は低減が予想される－。中国石油・
化学工業連合会（ＣＰＣＩＦ）は主な石化製
品の生産能力に関する年次報告で、業界が新
型コロナウイルスの影響や米国との貿易摩擦
の影響を大きく受けるとの見通しを示した。
とくに、燃料油の輸出に依存する石油精製や
原油安で競争力を失う石炭化学、川下需要が
縮小するポリウレタン（ＰＵ）などの減産を
予想。景気後退局面においては輸入依存の強
いハイエンド製品の増産や新規市場開拓を急
ぐよう警鐘を鳴らす。

　日本化学工業協会（日化協）は、プラスチックのケミカルリサイクル拡大に向けた検討を本格化
する。ワーキンググループ（ＷＧ）を設置。課題を抽出し今後の活動に役立てる。化学業界として
の意見を発信し、政府のプラスチック資源循環戦略推進に向けた施策に反映させたい考え。環境価
値の可視化や原料となる廃プラスチックを安定して調達するための制度などが焦点になる。
　ケミカルリサイクルされた製品は、組成、品質、性能が同等でバージン品と区別がつかない。し
かし、廃プラの回収などにコストがかかるため、環境価値の可視化は市場を獲得する上で前提条件
だ。また、安定操業には、一定規模での操業が不可欠であるため、原料となる廃プラの安定調達を
可能にする制度も求められる。
　認定制度の導入が念頭にある。ケミカルリサイクルにはさまざまな手法があるが、例えば油化し
てナフサクラッカーの原料として最終的にプラ製品に利用される場合、モノマー、ポリマー、製品
の各段階での認証が求められる。品質規格やプロセスも含めて検討する必要がある。
　政府は、先月、昨年5月に策定した「プラスチック資源循環戦略」具体的施策を検討するための
審議会を立ち上げた。夏までに基本的方向性を示し、今年中に結論をだす。これに連動した日化協
では、ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟでの検討を政府の施策に反映させた考えだ。

三井化学はシンガポールに現地法人６社を置き、うち４社が工場を構える。地域統括会社・三井化
学アジアパシフィックの酒井郁典社長にコロナ禍対応を聞いた。

▼…早期に緊急時の勤務体制に移行しました。
　「２月７日にシンガポール政府が感染症警戒水準を引き上げた直後、現地グループ６社合同で対
策本部を立ち上げ、政府通達に沿ってスプリットオペレーション（※）実施などを決めた。４月７
日のサーキットブレーカー（部分都市封鎖）発令後は、全６社が重要産業に従事する企業として営
業継続を認められたため在宅勤務を原則としつつ、必要に応じて最低減の人員が時間限定でオフィ
ス勤務する体制とした」
▼…外国人労働者感染拡大の影響は。
　「工場の日常的な維持補修業務などを担う契約企業の人員は最低限確保できた。しかし、大規模
定修は延期せざるを得ず影響は出ている。定修には日本からの支援が必要だが、現状入国できない
ことが最大の懸案だ」
▼…ジュロン島で製造する包材用高機能樹脂や自動車部品用エラストマーなどグループ製品の荷動
きは。
　「一般消費財、生活必需品関連の素材の需要はそれほど落ちていない。一方で自動車関連素材は
先が読めない。物流も混乱しているため、自動車関連などの顧客は４～５月に在庫を積んだ。しか
し、最終製品工場の稼働再開が遅れれば、上流の化学産業にも影響が及ぶ。先行きが数字上も明確
になるのは７月以降だろう」
　「包装材用の高機能ポリエチレン（ＰＥ）は荷動き堅調で、エラストマーも自動車以外の用途が
少なくない。中国で経済活動が戻り、域内自動車産業の中心地であるタイでも自動車の生産が再開
された。順調ならば影響を最小限に抑えられるという期待もある」
▼…コロナ禍で先鋭化する米中摩擦の影響を回避するためにも、経営に変化は必要でしょうか。
　「リスク管理のため調達・生産の分散は必要だが、それが経済原則に沿わないケースもあり容易
ではない。例えば、中国でしか調達できない原料があるとして、これを中国以外で自製化しようと
するとコストがかさむ。化学品市場としても中国が中心で、東南アジアやインド、アフリカが今後
伸びるという構図は変わらないだろう」



（木）
2 萩原工業　備蓄用シート堅調

2 出光　北海道製油所　定修作業員の宿泊地制限緩和

7 ＰＴＴＧＣ　廃プラ回収プロ始動

8 日立造船　ごみ焼却発電設備　モスクワで受注

【ＨＰ速報】旭化成、守山で爆発事故　セパレーター工場、１人死亡

（金）
1 三井化学　ＰＰコンパウンド：オランダ工場稼働

　三井化学とプライムポリマーは１１日、オランダで建設していたＰＰコンパウンド工場が営業運
転を開始したと発表した。これまで欧州は生産委託にとどまっており、初の自社工場となる。すで
に販売と研究機能はあり、製販研の一環体制を整えた。生産能力は年３万トン、生産委託も継続し
フル稼働時同５万トンの販売を目指す。
　世界８カ国に生産拠点を構えたことになり、研究開発拠点は６カ国に有する。世界シェア２位の
同グループでは同トップのライオンデルバゼルを追撃していく構え。生産能力はアジアが６３万ト
ン、米州が４４万トン、欧州が５万トン(生産委託含む）で、合計１１２万トン。

6月12日

　萩原工業の２０１９年１１月～２０年４月期決算は増益となった。主力のシート関連が防災向け
に伸長したことなどが利益を押し上げた。下期は新型コロナウイルス感染症の影響が製品納入や販
売活動の制約になり、需要も減少する見通しであることから通期業績予想を下方修正。営業利益は
２４億円、売上高は２８３億円の減収減益とした。

　新型コロナウイルス感染拡大を防止するため商業施設の営業やレストランでの店内飲食などが禁
止されたタイでは、食事の宅配サービスを利用する消費者が増加し、同時に、使用済み包装・容器
の廃プラがコロナ禍の前から１５％増えたとされる。ＰＴＴＧＣは、小売業者などとバンコク中心
部で廃プラ回収プロジェクトを始動。消費者行動の変化に対応しながら、循環型経済の実現を推進
する。
　試算では、食料品宅配関連の廃プラが５５００ﾄﾝ/日から６３００ﾄﾝに増えた。ＰＴＴＧＣは、
これまで、新型コロナウイルス感染対策の医療機関への支援として、医療用使い捨てガウン、電動
ファン付き呼吸用保護具、フェイスシールとなどを配布。ＰＰなど自社の製品を用いた医療用具・
危機の提供に注力してきたが、新たにコロナ禍で顕在化した廃プラ問題の課題解決にも取り組む。

　日立造船イノバ（スイス）は、モスクワで２件目となる焼却発電プラント設備を受注した。ス
トーカー敷焼却炉（３炉）の発電能力は７０万メガワット／年。２０２２年１１月納入計画。モス
クワ市は４件のごみ焼却発電プラントの建設計画を進めている。近年、ロシアではごみ埋め立て処
理が問題となってり、衛生面から焼却発電が期待されている。

　地方自治体が新型コロナウイルスの対応策に腐心するなか、定期修理の時期を迎えたプラントで
は、作業員の宿泊地をめぐり新たな課題が生じている。６月上旬から定修を予定していた出光の北
海道製油所に対して、北海道は５月中旬に定修作業員の宿泊エリアを正弦することを要請。結果、
隣接する千歳市では、１万２０００件以上の宿泊キャンセルが発生した。地元経済を懸念した千歳
市は、道に要請の撤回を依頼し、６月に同は方針転換した。感染拡大防止対策に加え、地元経済へ
の影響面でも加地あが表面化した。

6月11日

　旭化成は１０日、守山製造所（滋賀県守山市）で午後１時４０分頃に爆発事故が発生したと発表
した。工事委託会社に所属する作業員１人が事故に巻き込まれ、救急搬送先の病院で午後３時前に
死亡が確認された。現場は同製造所内にあるリチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）用セパレーター
（絶縁膜）「ハイポア」の工場で、事故発生時は休止中設備の撤去工事が行われていた。死亡した
作業員はこの撤去工事に携わっていた。事故発生後ただちに１１９番通報し、初期消火活動を実施
したことで火災には至らなかった。発生の原因や経緯、物的被害などは調査中としている。

▼…ナフサ安で北米産シェールガスベースのエチレン誘導品のアジア流入は減るでしょうか。
　「北米産ＰＥが流入し安売り競争になるとの懸念もあったが、現状影響は大きくない。計画が遅
れている可能性もあるが、米州で地産地消する部分もあるだろう。高機能・特殊な包材用ポリエチ
レンを製造販売するというグループの姿勢は変わらない」
▼…都市封鎖でプラ容器の需要が伸びています。モノマテリアル（単一素材）化など再生しやすい
素材のニーズは強まるでしょうか。
　「モノマテリアル化はマテリアルリサイクルが前提で、ＰＥなどでそれが可能な領域を広げてい
くことは重要だ。一方でアルミ蒸着など、金属なしでは必要な包装機能を付与できない分野もあ
る。要求される機能や再生方法に応じて素材を供給していく必要がある」
▼…シンガポールでは炭素税の徴収が始まりました。影響は。
　「確かに新規進出コストは高くなっている。しかし、例えば米国には原料はあるが、いま生産設
備の建設コストはシンガポールの２倍程度とされ、投資回収にもそれなりの時間を要する。ジュロ
ン島内での原料調達、設備建設や運営にかかるコスト、安心安全な運転などトータルで考えればシ
ンガポールの魅力はなお大きい」



1 緊急インタビュー⑧コロナに立ち向かう　花王：澤田道隆社長　"７掛け社会"に考慮

1 プラ工連　コロナ対策で活躍「プラ仕切り」火気周辺は取扱い注意とアドバイス

3 ナフサ３００ドル台半ば　裁定玉の流入、再び増加も

6 ＧＳＩクレオスなど　生分解性の接着シート　衣類用に展開

　アジアのナフサ市況が強含んでいる。足元１トン当たり３５０ドル程度で、４月末から１５０ド
ルほど上昇した。原油先物価格に連動するほか、域内クラッカーの定修が明け、需要が高まったこ
となども後押しした。今後は更に需要が高まる可能性がある一方、欧州裁定玉の流入が再び増える
可能性があり、秋口まではさらに上昇する見込みは薄そうだ。秋口には中東の製油所が定修入りす
るため需給は締まりそうだ。
　５月下旬に約１ヶ月半ぶりに３００ドル台を回復。６月に入り３００ドル台半ばから後半まで上
昇している。相関関係を持つブレント原油先物価格との差は４月中旬にマイナス圏だったが、プラ
ス４０～５０ドルに広がっている。ブレント原油は４月末の１バーレル当たり２５～３０ドルか
ら、足元４０ドル前後まで上がった。ＩＥＡが５月発表の石油市場月報で、今年の世界需要予測を
上方修正したことが市場を活性化させた。
　アメレックス・エナジー・コムの柳本石化原料部長は、「上昇の余力は多くはなく、１トン当た
り２００ドル台後半から４００ドル前後の間で推移する」と予測する。

　ＧＳＩクレオス、島田商事、明和グラビアの３社は業界で初めて、生分解性プラを用いた衣類用
接着シートを開発した。同シートはすでにデサントで採用され、５日に同社が発表した、環境配慮
と快適性を両立した新ライン「RE:DESCENTE SPEED」に使用されている。
　生分解性に優れた樹脂「マタビー」を原料とする溶剤を含まないメッシュの接着シートで、柔軟
性に富み、接着性が高い。シームレスウエアの生地間の接着や、アウターウエアのインナー部分や
芯地の製造など幅広い用途で使用することができる。
　マタビーは植物由来ポリマーやトウモロコシでんぷんを原料とする、欧米で最も使用実績のある
生分解性プラで、地中に埋めると微生物の働きによって水と二酸化炭素に分解され、海洋生分解性
も有する。

　プラ工連は、新型コロナウイルス感染症拡大への対策としての使用が急拡大するプラスチック製
仕切り板、仕切り幕に対し、火気周辺での取り扱いに注意を喚起している。

◆コロナ後の世界で変わるもの、変わらないものは
　よきモノづくりを支える企業離縁とＥＳＧ(環境・社会・企業統治)を経営の中心に置く姿勢は不
変。新型コロナウイルスを受け、ＥＳＧ活動はこれまで以上に重要だ。コロナは多くの業種に影響
を与え、当社では外出自粛により化粧品販売やサロン向けビジネスが悪い方に響いた。インバウン
ド需要も人の移動がなくなり、今期の下限値はゼロで見込む。製品を支える多くのメーカーなどに
も大きな影響を与え、未曽有の事態であることを感じている。
◆ウィズコロナ時代における打ち手は
　キーワードは"７掛け社会"と考える。店舗や興行は間隔を空けるなど感染予防を徹底しながらの
運営となり、オフィスでも間引き営業や在宅勤務はしばらく続くだろう。０．７を１へ戻すには
１．５倍近くの人・時間・コストが必要だ。感染防止を図りながらコロナ以前、またはそれ以上の
ビジネスは工夫次第で生み出せると思うし、それは経営の一番の課題だ。大きく３つの施策を年末
までにチャレンジしたいと考える。
　対応策は①無駄をはぶく②デジタルトランスフォーメーション(ＤＸ)などの新技術を活用し減っ
たビジネスを埋める③衛生関連製品の適正価格での安定供給。これら３つの施策を積み上げれば従
来、あるいはそれ以上成長できる可能性もある。人の移動が徐々に戻れば化粧品の販売も上乗せっ
されるだろう。
◆コロナがサプライチェーン（ＳＣ）に与えた影響など
　１月に武漢市で都市封鎖が取られた時に日本でも危機が来ると直感し、衛生課連商品に厚みを持
たせる方向に舵を切り、早期に原材料や包装容器メーカーと連携できたと思う。今後はＳＣの分散
化を検討している。パンデミックは安全な地域がなく、ＳＣ分断の分断で製品供給は停止する恐れ
がある。今回当社はたまたま分断がなかったものの、事業継続計画(ＢＣＰ)を含めＳＣのあり方を
考え直さなくてはならない。
◆経営者としてのメッセージを
　自ら変わり、変化を先導することを強く意識している。事業環境の大きな変化に対応するには受
け身では遅い。たとえ失敗してでも自ら変わっていく、自分たちの形をつくることが大事だ。これ
ができない企業は取り残されるのでは。一つの方法がＥＳＧとも考える。
◆化学産業が社会に貢献できることは
　新型コロナを受け、衛生用品の重要性など改めて化学を見直す契機になったと感じる。
◆テレワークを推進していく可能性は
　今後については議論している。オフィス勤務に自宅やサテライトオフィスなどを組み合わせた働
き方も検討はしている。社員、マネージャー、経営側から５項目ほどに絞った在宅勤務のプラス
面、マイナス面といった意見を出してもらい、今後そうするか決める。



7 大企業景況感急速に悪化　過去２番目のマイナス４７．６　中堅・中小は過去最低

8 中国河南省　使い捨てプラ削減計画、２５年までに全層省で

　財務省と内閣府が１１日発表した４～６月期の法人企業景気予測調査によると、大企業全産業の
景況判断指数はマイナス４７．６となった。リーマン・ショック後の２００９年１～３月期（マイ
ナス５１．３）に次ぐ過去２番目の低水準で、マイナスは３四半期連続。新型コロナウイルスの感
染拡大に伴う経済活動の停滞が直撃し、製造業・非製造業ともに景況感が悪化した。　一方、中堅
企業全産業はマイナス５４．１、中小企業全産業はマイナス６１．１でそれぞれ過去最低を記録し
た。
　大企業全産業の今後の見通しは、７～９月期がマイナス６．６、１０～１２月期がプラス２．
３．２０年度の全規模全産業の売上高は前年度比５．２％減、設備投資が４．４％減、経常利益は
２３．５％減の見込み。

　河南省は使い捨てプラ製品の使用削減に向けた行動計画を策定した。まずは２０２０年末までに
４市で試験的に使い捨てプラ製品の生産や販売、使用を部分的に制限したり禁止し、２５年までに
全省で使用を大幅に削減させたい方針。中央政府は全国人民代表大会（全人代）でも環境や省エ
ネ、資源リサイクル強化のための措置を講じていく姿勢を示しており、他の省・市でも同様の行動
が広がる可能性がある。


