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(月)

1 ＣＡＳＥ成長の好機に（１）　化学、逆風下でも果敢

2 【社説】コロナが指し示す生物多様性の価値

3 岩崎電気　ＥＢ硬化プロセス　食品包材ＩＪ印刷に照準

6 エタノール　インドネシアで急騰

 岩崎電気は、電子線（ＥＢ）硬化プロセスの市場開拓に注力する。とりわけ食品用軟包材など
パッケージ分野でのインクジェット（ＩＪ）印刷に照準を定めて提案を強化。紫外線（ＵＶ）硬化
型インキに含まれる光重合開始剤などへの規制強化の懸念が高まるなか、ＵＶプロセス代替を有望
とみる。ＩＪプリンターへのコンパクト実験機の組み込み提案のほか、大型機による受託加工事業
を拡大していく。

6月15日 6月19日 2020/6/19

6月15日

　生物多様性条約の事務局長に先ごろ、エリザベス・マルマ・ムレマ氏が選ばれた。就任にあたり
「進行中のコロナ危機は、すでにわれわれが知っていること、すなわち生物多様性が人類の健康の
基盤であることを再確認させた」と語った。しかし少なくとも日本で「生物多様性」は、あまり知
られていない。
　内閣府が昨年夏に１８歳以上の国民３０００人を対象に行ったアンケートでは「生物多様性」の
言葉を「聞いたこともない」との答えが約半数。「言葉だけ知っていた」が約３割、「意味まで
知っていた」は２割に過ぎなかった。企業を対象に行った経団連の調査でも、一般より認知度が高
いといえるものの、会員３４０社の回答では、従業員層で言葉の意味を知っていたのは約半数にと
どまった。
　新型コロナウイルスの感染拡大は、こういった意識を変える契機になるかもしれない。感染症の
拡大は、無秩序な自然の開発、つまり生物多様性の破壊によって野生生物と人の距離が縮まり、潜
んでいたウイルスが人間社会に持ち込まれた可能性が指摘されているからだ。
　新型コロナウイルスはコウモリが起源と考えられている。２０１２年のＭＥＲＳ（中東呼吸器症
候群）コロナウイルスは、もともとヒトコブラクダが保有していた。０２年のＳＡＲＳ（重症急性
呼吸器症候群）もコウモリが由来とされる。２０年足らずの間に３度も新たな感染症に見舞われる
のは異常な頻度だ。
　１０年に名古屋市で開かれた第１０回生物多様性条約締約国会議（ＣＯＰ１０）で合意された
「愛知目標」では、生物多様性の損失をとどめるため２０年までに実現すべき具体的な目標が掲げ
られた。１１年から今年までの１０年間は国連総会で決議された「生物多様性の１０年」とされ
た。しかし取り組みは思うように進まず、政府間組織ＩＰＢＥＳは１９年に愛知目標の多くが未達
成に終わると報告した。今年１０月に仕切り直しともいえる「ポスト愛知目標」を第１５回締約国
会議（ＣＯＰ１５）で決議する予定だった。それが生物多様性の破壊が招いた新型コロナウイルス
の感染拡大によって延期されたとは皮肉な話だ。
　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、われわれは改めて生物多様性と向き合うことになった。
ポスト愛知目標には、３０年に向けた自然との共生に向けた具体的な目標と実施メカニズムの設定
が期待されている。新事務局長は「私の当面の優先事項は、２０年以降の強固で野心的・世界的な
生物多様性の枠組みを策定するための交渉を成功させることだ」と語っている。新たな１０年に期
待したい。

　世界の自動車大手が新型コロナウイルスの影響を受けて構造改革を打ち出すなか、新たな潮流で
あるＣＡＳＥ（コネクテッド、自動化、シェアリング、電動化）への投資は増大傾向にある。ガソ
リン車でも電気自動車（ＥＶ）をはじめとするエコカーでも、求められるのはさらなる軽量化と安
全性向上。これらを実現するために重要な役割を果たすのが素材・部材だ。化学業界にとっては成
長の好機といえる。
　化学大手の成長の牽引役であった自動車関連だが、2019年おｄはコロナ禍によって低迷事業に一
変した。三菱ケミカルは今後2年間は影響が残るとみており、Ｖ字回復は難しそうだ。エコカーの
急増に将来性が期待されるリチウムイオン電池もコロナの影響が大きかった。車載需要は中長期的
には増加傾向だが、19年下期は景気減速と中国需要減速により販売は弱含みで推移。しかし、厳し
い環境下でも日本ゼオン、旭化成、住友化学は堅調に推移している。
　ポストコロナを見据えて、車室内に抗菌素地のシートやＣＯ２センサー、車載カメラ関連などが
望まれている。

　インドネシアでエタノールが急騰している。原料であるサトウキビの不作と新型コロナウイルス
感染拡大にともなう消毒液向け需要の拡大で、需要がひっ迫。１．５倍に跳ね上がり、ユーザーの
現地化学品メーカーなどは調達に苦慮している。他の東南アジア諸国や南アジアでもサトウキビは
不作で、アジア全体への影響が懸念される。



6 中国環境規制　より細かく、より厳しく

（火）

2 エフピコ　食品容器事業を譲受

2 共同印刷　高濃度アルコール充填に対応

6 花王　北米でＥＳＧブランド　フィルム容器でプラ量半減

（水）

1 東ソー　山本寿宣社長（コロナ禍に立ち向かう　緊急インタビュー９）

6月16日

6月17日

 「生態環境保護の方針は不変。手を緩めることはありえない」－。北京で開かれた先の全国人民
代表大会（全人代）において生態環境部の黄潤秋部長は経済回復の重要性を認めつつ、環境保護を
犠牲にしないと言い切った。実際、生産活動の本格再開期を迎えるなか、現場では厳格な政府の対
応も採られ始めている。中国の環境規制の現状や今後の注意点を専門家に聞いた。
 ◆上海清環境保科技有限公司　清水　泰雅　薫事長
　経済対策を重視するため環境規制が緩むとの見方もあるようだが、全くそんなことはない。政府
は安定した社会の実現のために貧困対策などとともに環境保護も必要だと認識している。全人代で
も生態環境保護を重点項目に挙げた。環境規制では、排出予選許可証を2020年末までに申請発給の
完了、健全なＶＯＣおよびオゾン汚染防止管理システムを確立させるための総合対策案を策定し、
ＶＯＣ規制も12月に施行される。固形廃棄物管理もより厳格化される。「固形廃棄物環境汚染防止
法」が9月に施行される。
◆日中環境協力支援センター　大野木　昇司　社長
　規制は、年々きめ細かくなってきている印象だ。当局は過去数年、汚染負荷の高いところから順
につぶしてきたが、目立ったところは一巡し、より細部への対応に移ってきている。1-3月期は多
くの工場が停止していたこともありPM2.5の改善が顕著だったが、今後の焦点は、汚染レベルが
年々悪化しているオゾン対策に移る。夏場に向けて臨時規制が全国的に増えるだろう。

　エフピコは、積水化学グループの積水ヒノマルからプラスチック食品容器事業を譲り受けると発
表した。同事業は発砲ＰＳＰを使った容器を主力とし、九州と関東に工場を有する。譲受は今年10
月の予定。エフピコは、食品加工業者への新たなネットワークを獲得できるうえ、原材料調達、製
造、物流の効率化のシナジーを見込む。

　共同印刷は、高濃度アルコールの充填に対応するアルミ積層構成フィルムを開発した。アルコー
ル成分の浸透で起こりやすくなるとされる層間剝離を抑制。アルコール成分を含む食品・飲料向け
のパウチ包装としての採用を目指す。

　花王は、北米市場で存在感を高める。ＥＳＧ（環
境・社会・企業統治）を体現する新ブランド「ＭｙＫ
ｉｒｅｉ　ｂｙ　ＫＡＯ（マイキレイバイカオウ）」
を米国で上市した。３品（シャンプー、コンディショ
ナー、ハンドウォッシュ）には独自開発のフィルム容
器「エアインフィルムボトル」が初採用され、従来の
ポンプ型ボトルと比べプラスチック使用量を約５０％
削減できる。欧州や日本を含むアジアなどグローバル
展開を視野に製品群の拡充も図る計画だ。

●…新型コロナ拡大の前後で、世界の変化をどうみているか。
　「新型コロナが起きる前から世界の経済状況は悪化していた。それにコロナウイルスが輪をかけ
て影響を及ぼしている。自動車や鉄鋼には相当影響が出ており、今までとは違って需要が減退する
のではないかという不安がある。自動車産業も鉄鋼業も裾野が広いので、影響は今後出てくるだろ
う。化学はとくに国内で実際に影響が出るのは３カ月から半年後なので、これからの状況をみない
となんともいえない」
●…企業としての事業方針に変化は。
　「基本的な事業方針を変えるつもりはない。今回は売り上げの減少にどう対応していくかが課
題。４月時点の今後の見込みとしては、数量減は仕方がない。あとは収益をどう確保するか、落ち
込みをどうミニマイズできるかがポイントではないか。実際に数量、需要は落ちている。もう一つ
は海外市況が軟化傾向で走っている。収益にも影響してくるだろう」
　「原燃料も大きく変動している。変動した部分に対して当然、需要家からは価格調整に関する依
頼が舞い込んでくるので、どう対応していくかが今後の大きな課題になる」
●…事業別の状況は。
　「海外はすでに影響が出ているので、どちらかというと回復傾向に向かうと見ている。クロルア
ルカリに関してはウレタンの数量減がある。それと市況の下落についてはすでに化学品で影響が出
ている。石油化学セクターは今のところ、若干の影響は受けているが大きな減少につながっていな
い。ただし、価格に関してはこれから交渉になる。



1 住ベ　工場をデジタル化

4 環境白書　「気候変動」から「気候危機」へ

4 農業白書　食糧自給率を４５％に　スマート農業など加速

6 ダウ　東南アジアで再生ＰＥ投入

（木）
2 ５月エチレン稼働率89.4％

　静岡工場をはじめとする国内4工場のデジタル化を実現し、生産効率を20％改善したと発表し
た。生産設備から収集したデータをＡＩで分析し、その結果を基に制御系の動作を自動で改善する
自律システムをＮＥＣと共同で開発した。今後国内外の工場へ展開していく。

　国内外で深刻な気象災害が多発、人類やすべての生き物にとっての生存基盤を揺るがされている
－。政府は１２日、２０２０年版「環境・循環型社会・生物多様性白書」（環境白書）を閣議決
定。気候変動を初めて「気候危機」と表現し、現状に警鐘を鳴らした。気候変動対策の国際的な枠
組みであるパリ協定の本格的な運用が始まる今年を、地球環境問題への取り組みを強化する節目の
年と位置づけ、政府や企業ばかりでなく、国民一人ひとりに向けても行動変容を通じた社会改革へ
の貢献を求めた。

　ダウが東南アジアで樹脂再生品の拡充などリサイクル事業を積極化している。このほど使用済み
ＰＥを用いた新たなリサイクル品を東南アジアでも販売すると発表した。アジア市場では、シュリ
ンクフィルム向け再生ＰＥを上市する。再生ＰＥ４０％のシュリンクフィルムは１００％バージン
品と同等の機能を保持し、製品ライフサイクルのなかでＣＯ２排出量１７％、エネルギー消費量３
０％削減に寄与する。

　経産省公表した5月生産量（速報値）は、全同月比12.6％減（43.8万トン）。4月は、91.4％と持
ち直したが、再び90％を割り込んだ。5月には定修（三菱ケミカル茨城事業所、丸善石油化学千葉
工場）があり5月の大半が操業していなかったことも生産量を押し下げた。

6月18日

●…勤務形態など社内でも変化があったと思うが、どのような対応をとったのか。
　「目に見えて大きいものは働き方改革。不要不急の外出自粛要請で、当社も５月までは出社した
社員は全体の２割で、８割は在宅勤務。（緊急事態宣言の解除で）少し緩和されたことを受けこれ
を５割まで戻そうと動いている。今後実際にどういう働き方にするかは、社内で検証する必要があ
る。ＩＴの遅れによって仕事が滞っている企業もあるようだが、当社は今のところ製造、販売をみ
ても順調にいっている」
　「ニューノーマルと呼んで世の中が変わるといわれているが、個人的には景気の落ち込みを早く
元に戻さないといけないと考えるので、（勤務形態などを）まずは元に戻して、国民の不安を取り
除いてからどうあるべきかを考えるべきではないか」
●…テレワークを使い出社人数が２割でも会社は機能した。今後人員配置などは変わってくるの
か。
　「一足飛びに今の状態を継続するような体制を作ることは難しいのではないか。人事部門には、
今回の在宅勤務でみんながどう感じているのか意見を全部収集してもらう。それによってできるこ
ととできないことを区別をしていかないと」
●…コロナ禍で自国第一主義が助長される可能性も指摘されている。サプライチェーンをどう考え
るか。
　「日本は食糧も含めて自給率が低い国なので、そこに違った見方も必要だろう。中国依存をやめ
て自国に戻そうという動きが出ているのも事実だ。例えばＩＴの世界でもすべてを中国には任せら
れないという動きはあるが、全部が自前主義になるとは思っていない。化学の場合はとくに国内を
中心に動いている会社があるので、国内のサプライチェーンはそう簡単には崩れない。反対に海外
のサプライチェーンはある程度脆弱な部分は避けられない」
●…具体的には。
　「多様化するのは原料の調達。私もかつて購買を担当していたが、そのときから一つの国に頼ら
ず最低２カ国以上から買うようにしている。販売も、中国一辺倒ではなくいろいろな国へ販売する
ことが安定化につながる。ただ、当社製品の原料をみると１社購買が案外ある。複数購買にして、
調達した原料を努力しながら使いこなすこともその会社の技術。それを向上させることも重要だ」

　今年３月に策定の「新たな食料・農業・農村基本計画」で挙げた３０年までに農林水産物・食品
の輸出額を５兆円に設定した目標や、関係省庁との連携による地域政策の総合化などを着実に推進
することを示した。食糧自給率目標として３０年度にはカロリーベースで４５％（+８％増）、生
産額ベースで７５％（＋９％）と設定。スマート農業開発を加速することや、女性が農業経営に関
与する企業活動や経営体の増加、認定農業者としての活躍にも着目し、働きやすい環境整備が重要
だとした。



4 宇津商事、紙ハイバリア素材事業化　食品・化粧品包装向けターゲット

5 石油樹脂　高まるアジア需要　競争激化

（金）
1 昭和電工　大型Ｍ＆Ａ第２幕へ　求められるスピード感

1 アラムコ　ＳＡＢＩＣ株取得完了　化学事業一本化、グローバル展開加速

1 石化協　自動車産業向け厳しく、中国は回復の兆し

3 石油連盟会見　ドバイ原油４０ドル台で推移　国内燃料油、戻り早い

　石化協は１８日、５月の主要な石化製品の生産・出荷実績の動向について、「中食の広がりによ
る容器・包装、医療・ヘルスケア関連商品において一部需要面に底堅さがみられたが、自動車分野
を中心に工業用途などが需要減少に大きく響いた」と文書でコメントした。４大樹脂の出荷減に関
しては「中国において需要回復の兆しはみられるものの、自動車産業の大幅な稼働調整などの影響
を受けて５月の４大樹脂の国内出荷は大きく減少した」と分析した。

　１８日の会見でドバイ原油価格は今後１ヶ月４０ドル台で推移するとの見方を示した。ＯＰＥＣ
プラスが６日に開催した会合では７月までの協調減産が合意された。その後原油市況は回復に向か
い、「各国の経済活動再開の動きやＯＰＥＣプラスの実質的な追加減産から原油需要改善への期待
感があった」と分析した。需要面では今後、感染第２波の懸念がくすぶるなかでの経済回復の動向
に注目する意向を示した。

　昭和電工による完全子会社化にともない、日立化成が今日１９日に上場廃止となる。総額１兆円
に上る大型Ｍ＆Ａは両社の経営統合という第２幕に移る。だが、新型コロナウイルスの感染拡大の
影響もあり、事業を取り巻く環境は不透明感を強めている。買収額に見合う企業価値の向上策を早
期に示すことが、経営陣に課せられた大きな課題となる。
　両社の２０１９年度実績を単純合計すると、昭和電工の売上高は１兆５３７９億円。国内有数の
規模の化学企業が誕生する。国内の化学業界の再編は三菱ケミカルが発足した０７年以来。さらに
系列の枠を越えた経営統合は極めて珍しい事例だ。半導体、自動車などのモビリティーといった先
端材料分野で両者が持つ素材やノウハウを組み合わせて「世界トップレベルの機能性化学メー
カー」になることで、勝ち残りを目指す戦略だ。
　半導体やモビリティーなどの分野で製品群の厚みを増し、川上の素材からモジュールや評価など
の川中・川下までを統合することが、グローバル競争の激化や市場構造の変化に対峙する際の強力
な武器となる。この考えがコロナ禍で買収に踏み切った決断の背景にある。
　だが進む先は難路が立ちはだかっている。新型コロナの影響で、昭和電工の２０年１～３月期決
算は営業利益が前年同期比９４．６％減の２４億円と大きく落ち込んだ。さらに２０年１２月期の
業績予想を取り下げた。日立化成も２０年３月期決算は営業利益が前期比３６．４％減の２３１億
円とコロナ禍の逆風に晒された。買収にともなうのれん代の償却負担も増えるなか、それを支える
収益力が低下しては目指す姿の実現も遠のきかねない。
　そこで焦点になるのが、キャッシュ創出力を高める施策だ。両社の経営統合後、原材料の共同購
買などで３年後をめどに年２００億円以上のコスト削減効果を目指す方針を掲げている。昭和電工
がＬｉＢ用負極材から撤退を表明するなど両社単独でも構造改革を進めているが、森川社長はかね
て「従来になかった大規模な事業売却を断行する」と明言している。ともに１００年を超える歴史
を持つ昭和電工と日立化成。その両社がいかに胸襟を開いて話し合い、踏み込んだ施策を実行して
いくか。そのスピード感に注目が集まる。

6月19日

　サウジアラムコは現地時間１７日、同国化学最大手ＳＡＢＩＣの株式７０％を、政府系投資会社
ＰＩＦから取得したと発表した。買い取り額は２６００億サウジリヤド（約７兆４４００億円）に
上る。２０１９年、両社の石油化学品生産量は合計で９０００万トンに達した。アラムコはＳＡＢ
ＩＣを子会社化し化学事業を強化。中長期的に需要減少が見込まれる原油や石油製品販売への依存
を軽減する。

　石油樹脂は接着剤や粘着テープ、塗料、印刷インキ、タイヤなど、主に粘着性を付与する素材と
して広範囲に使用されている。内需はここ数年８万トン前後で安定的に推移、海外はアジアを中心
に需要が拡大、水添系石油樹脂を中心に製造設備の新増設が相次いでいる。一方、中国などローカ
ルメーカーの台頭いより、競争は激化しており、国内メーカー各社は機能品開発にしのぎを削って
いる。
　印刷インキは、用途別で２割を占めるが、情報通信媒体が紙から電子媒体へ移行し、生産量は減
少傾向にある。塗料関連も減少している。一方でホットメルト系接着剤は、紙おむつ市場で需要が
大きく伸びている。少子化の影響で乳幼児用は頭打ちだが、大人用が増加している。

　宇津商事は国内で紙製ハイバリア素材の事業化に乗り出す。韓国の製紙大手ＨＡＮＳＯＬ（ハン
ソル）社が開発した製品で、両社が日本市場の共同開拓について合意した。ベース素材が紙であり
ながら、既存の透明蒸着フィルムと同等レベルの高い酸素ガス・水蒸気バリア性を安定して発揮す
るなどの特徴を生かし、プラスチックごみの削減に寄与する環境対応製品として食品や化粧品包装
の分野をターゲットに用途を掘り起こしていく方針。宇津商事では早期に億円単位のビジネスへの
育成を目指す。新たに日本市場で展開するのは、「プロテゴン」で網にバリアコーティングしたも
の。高い酸素、水蒸気バリア性をバイオマス素材で実現した。ＦＤＡ、ＦＳＣ認証も取得済。



3 ４大４樹脂５月４国内出荷　揃って２ケタ減

【２０２０年５月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

6 ２０１９年化学品貿易　輸出入３年ぶりマイナス

79 104

154.7 632.6
前月比 86 83 101 84 100ＰＰ
数量 153.6 144.6 10.1

前年同月比 77 77 128

115 82 110 85 85

89 98

ＨＤＰＥ
数量 46.5 45.6 7.9 53.5 204.3
前月比 88 75 102 78 96
前年同月比

96 395.4
前月比 115 79 90 80 104ＬＤＰＥ
数量 111.9 86.3 9.7

前年同月比 94 85 148

生産
出荷

在庫
国内 輸出 計

　日本の２０１９年貿易は、米中貿易摩擦、中国経済の減速傾向などが影響し、輸出入とも３年ぶ
りにマイナスとなった。貿易収支は２年連続の赤字となり赤字幅も拡大した。原油価格下落に端を
発するナフサ、石油化学製品の価格低迷などにより有機化学品の輸出入額が落ち込んだこと、医療
用品、化粧品関係が輸出入とも増加傾向を維持していることなどが目立っている。
　２０１９年の輸出は、７６．９兆円(前年比６％減)となり、３年ぶりに減少した。数量ベースで
も４．３％減となり４年ぶりに減少に転じた。米中貿易摩擦などを背景に、自動車などが減少し
た。地域別ではアジア向けは４１．３兆円(同８％減)となった。国別では米国向けが１５．２兆円
(同１％減)となり、中国向けの１４．７兆円(ドウ％減)を上回り、２年ぶりに最大の輸出相手国と
なった。
　輸入は原油価格下落で大幅減となり、３年ぶりの減少だった。数量ベースでも１．１％減と３年
ぶりに減少に転じた。商品別では、原油価格の下落を背景に原油および粗油、石油製品、ＬＮＧが
減少した。国別では最大の輸入相手国である中国から１８．４兆円(同４％減)となり３年ぶりに減
少した。
　化学品で見てみると、輸出額は１０兆５９００億円(前年比２％減)、輸入は９兆３６９６億円
(同４．２％減）とともに３年ぶりに減少した。貿易総額は１９兆９５９６億円、貿易収支は１兆
２２０５億円の黒字だった。なお、２０２０年１～４月の化学品輸出は３．７％減、輸入は１．
１％減だった。

　石化協公表のデータで、ＬＤＰＥなど４大樹脂の国内出荷はいずれも前年同月比２ケタ減。新型
コロナウイルスの感染拡大で自動車などの工場で操業が低下し、外出自粛による個人消費が落ち込
んだこともあって石化製品の需要が低迷した。
　エチレンの生産量は前年同月比１２．６％減の４３万８４００トン。国内設備稼働率は８９．
４％で、好不況の目安となる９０％を２ヶ月ぶりに割り込んだ。ＬＤＰＥは１５％減、ＨＤＰＥは
１８％減、ＰＰは２３％減。ＬＤＰＥやＨＤＰＥは食品包装や買い物袋などに使われるフィルム向
け、ＰＰは自動車部品などの一般工業向けと主力用途が軒並み２ケタ減となり、５月の国内出荷量
としては近年で最低レベルとなった。大幅な需要減を受けて３樹脂とも設備稼働率は総じて８割前
後の水準とみられる。


