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　１０月１６日（月）
２ 社説・・・企業連携でモーダルシフト進めよ

　経産省と国交省はこのほど、住友理工の自動車ホース輸送やＡＤＥＫＡの加工油脂輸送等の
総合効率化計画５件を認可した。２０１６年の改正物流総合効率化法の施行によって認可可能
となった。荷主や物流業者の連携によるモーダルシフトを支援する。両省による共同認定は、
今回が初めて。労働力不足への対応や環境負荷低減への取り組みを強力に進める。
　物流総合効率化法は、輸送、保管、荷さばき、流通加工を一体的に実施するとともに「輸送
網の集約」「モーダルシフト」「輸配送の共同化」等の輸送の合理化によて流通業務の効率化
を図る事業に対し、計画の認定や支援措置などを定めたもの。
　このほど認定した総合効率化計画は、阪九フェリー、住友理工ほか２社による定期旅客船を
使った自動車用ホース輸送、センコーとＡＤＥＫＡ他１社による船舶での加工油脂輸送、東洋
製罐、東洋メビウス他３社の鉄道による缶容器製造用部材輸送等５社。いずれも船舶・鉄道へ
のモーダルシフトによって５００～１２００キロメートル程度の長距離トラック輸送が１００
キロメートル程度に短縮される。ＣＯ２排出量の削減とともに、トラックドライバーの運転時
間等の負担の軽減も期待される。
　住友理工等は、三重県松阪市からの自動車用ホース輸送、北九州市からの空容器・パレット
の輸送を、陸路のトラックから長距離フェリーに転換する。これによりＣＯ２排出量５２％、
ドライバー運転時間４３％、それぞれ削減できるという。
　鉄道や船舶での輸送は、リードタイムがトラックに比べて遅い場合があるほか、近距離・
中距離輸送ではコストが割高になる、輸送時間・頻度の融通がきかない。天候や事故の影響を
受けやすい－といったデメリットも指摘される。ただトラックドライバー不足や過積載、過労
運転などは深刻な社会問題となりつつある。その解決につながるモーダルシフトにおける企業
連携を期待したい。

１３ 特集　化学産業・・・投資のギア引き上げ“攻めの経営”
　化学産業が好調な収益を維持しつつ、新たなステージに向けた成長戦略を加速している。
２０１７年９月中間決算では多くの企業で史上最高益を更新することが見込まれている。
こうした中で各社は、投資のギアを一段引き上げる攻めの経営に転じており、戦略投資枠を
設定した積極的なＭ＆Ａの例も目立ってきた。
　各社が目指しているのは、独自の技術をベースに他社の追随を許さない市場において、安定
した収益を稼ぎながら成長を続ける姿だ。世界は人口問題や環境問題といった課題を解決しな
がら、情報通信技術（ＩＣＴ）の飛躍的な進歩を背景にした超スマート社会へ移行しようとし
ている。あらゆる分野でソリューションを提供できる化学産業の成長機会はますます広がって
おり、技術を持つ日本の化学企業にとって未来は明るいといえよう。更に足元ではコモデイテ
イ製品が想定を大きく上回る好調を維持しており、戦略分野拡大のための原資を稼ぎ出す追い
風も吹いている。
　日本の化学産業が世界の中で存在感を高めれば高めるほど投資家の期待も高まり、更なる
成長の達成や矢継ぎ早の挑戦を求められる。期待に応えながらグローバル競争を勝ち抜き、
人類・社会に貢献し続けるエクセレントカンパニを目指すステージに入っている。

■三菱ケミカル・・・食品向けフィルムを拡販　性能向上、海外進出も計画
■住友化学・・・利益成長を年７％以上に、健康・農業関連等重点
■三井化学・・・モビリテイで新技術創出、金属と樹脂の一体成型に力

１４ ■旭化成・・・飛躍へ投資２０００億円規模、セパレーター追加増強等
■信越化学工業・・・米エチレン立ち上げに力、シリコーン等相次ぎ増強
■昭和電工・・・高純度ガス供給体制拡充、世界主要市場ｂで「地産地消」
■東ソー・・・ハイブリッド経営を深化、ナフサ分解炉更新等決定
■宇部興産・・・高機能コーテイング拡販、ウレタン原料ＰＣＤを増強

１５ ■積水化学工業・・・中計始動、「融合」を推進　テーマ２０以上　新事業創出

１９ ■ＪＸＴＧエネルギー・・・統合で抜本的な効率化へ、化学品　アジアで存在感高く
■出光興産・・・高機能化学品を一層強化、新組織立ち上げ資源集中
■丸善石油化学・・・コンビナート競争力強化、留分の有効利用率を向上

2017/10/19



　１０月１７日（火）
７ １７年１～６月　米プラスチック貿易（輸出）・・・原材料輸出入が過去最高を更新

　米国のプラスチック産業が堅調に推移している。日本プラスチック工業連盟がこのほど入手
した貿易統計によると、２０１６年に過去最高を記録した原材料の輸出数量、輸入数量が１７
年上期（１-６月期）も前年同期を上回った。
　１７年上期の原材料輸出量は前年同期比３．２％増の８４６万７０００㌧。金額ベースでは
同６．７％増の１６７億１７００万ドルだった。
　国別の輸出量は１位がメキシコで同２．８％増の２０１万１０００㌧となり、全輸出量の
２３．９％を占めた。２位はカナダで同８．１％増の１６３万３０００㌧（構成比は１９．３
％）３位は中国で同３３．７％増の９６万ﾄﾝとなった。日本は１０位で同１２．１％増の１３
万㌧（構成比１．５％）となった。
　品目別の輸出量では、全体の３分の１を占める最大輸出品目のＰＥは、同２．６％減の
２８１万１０００㌧。ＰＰは同３４．８％増の１１３万６０００㌧と大きく伸びた。
　今後シェールガス由来のＰＥプラントが相次ぎ本格稼働し、世界市場に大きなインパクトを
与えるとみられているが、上期の時点では影響は表面化していない。
　上期のプラ製品輸出については、同３．７％増の１４０億３８００万㌦。国別では、１位は
メキシコで同２．３％増の４４億９３００万㌦（構成比３２％）。２位はカナダで同２．９％
増の３５億７４００万㌦（構成比２５．５％）、３位は中国で同１８．６％増の８億３５００
万㌦、日本は６位で同１．７％増の３億５０００万㌦だった。
　品目別では、１位は構成比で３分の１を占める板・フィルム・シートで、同３．７％増の
５５億１６００万㌦。

８ ９月のエチレン用輸入ナフサ・・・６カ月ぶり上昇
　経産省がまとめた９月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は６カ月ぶりに上昇
した。ドル建てで１㌧当たり前月比２５．０㌦高の４５３．７㌦、円建てで１キロリットル
当たり１５９３円高の３万４１１３円となった。
　為替レートは１ドル＝１０９．５円で、１．３円の円高だった。

８ プライムポリマー・・・ＰＥ、ＰＰを１０円以上値上げ
　プライムポリマーは１１月１６日納入分からＰＥとＰＰを値上げする。修正幅は１キログラ
ム当たり１０円以上。
　主原料の国産ナフサの基準価格はＯＰＥＣの減産延長合意を受けた原油価格の高騰や円安の
進行を背景に、足元は１キロリットル当たり４万３０００円を上回っている。これから需要期
に入るため、第４四半期以降は更なる上昇が見込まれる。
　コストダウンに取り組んでいるが、自助努力で吸収できる水準を超えており、値上げを実施
せざるを得ないと判断した。想定したナフサ基準価格が大きく変動する場合は、さらに修正す
ることもある。

１２ 植物由来ＰＥ　双日プラネット、ブラスケムと契約延長・・・３年で３倍超販売
　双日プラネットは、植物由来ＰＥの輸入で、仕入れ先のブラジルのブラスケムと契約を延長
した。販売数量の大幅増を織り込んだもので、３年間で現状の３倍以上の数量増を計画。
　ここにきて市場が急拡大しており、双日プラネットでも、いすゞ自動車グループの企業内
用途で新規成約を果たした。一般消費者向けを中心に従来と比べ使用領域が広がりつつあるこ
とから、契約更新を機にアジア、国内での販売先拡大に拍車を掛ける。



１２ ９月　エチレン生産１４％増、９５％超稼働続く
　経産省が１６日発表した２０１７年９月のエチレン生産量は、前年同月比１３．７％増の
５３万４４００㌧となった。エチレン輸出が堅調なほか、国内需要も底堅い。１７年４-９月
のエチレン生産量は３１７万㌧と同７．２％増えた。国内のエチレン設備は、１４年～１６年
にかけて３基が恒久停止し、現在１２基で、前年同月は２基が定修を実施していたが、今９月
は定修はなかった。　エチレンや誘導品のＰＥ等石化製品需要は国内、アジアとも堅調で、
需給が引き締まる中、エチレン価格は１㌧当たり１３００㌦弱と高値で推移し、原料ナフサと
の値差は十分に確保できる状況。
　１７年４-９月のエチレン生産は毎月一貫して前年を上回った。米国のハリケーンの影響等
で需給が引き締まったことでエチレン価格は上昇し、原料ナフサ価格とのスプレッドも広がり
石化各社にとって利益を得やすい好環境が続いた。

１２ ８月エチレン換算輸出入・・・輸出が軒並み増加
　経産省が１６日発表したエチレン換算輸出入統計によると、２０１７年８月の輸出は前年同
月比３３．８％増の１８万９２００㌧となった。生エチレンや塩化ビニル樹脂、エチレングリ
コールなどが軒並み増加した。中国を中心とするアジアの底堅い需要を反映した。
　輸入も同７．７％増の７万５７００ﾄﾝと増加した。ＨＤＰＥは同６４．９％増の２万３７２
㌧、ＬＤＰＥは同１７．８５％増の３万１７５９㌧と拡大。国内需要は好調で、日本の設備は
フル操業の状態にあり、海外品で補う動きが盛んになってきた。
　輸出から輸入を差し引いた出超幅は同１０．６％増の１１万３５００㌧と増加した。

　１０月１８日（水）
２ 社説・・・「従業員第一」を働き方改革の根幹に

　働き方改革に対する多様な取り組みが進んでいる。厚労省サイトには、働き方改革は「日本
の企業や暮らし方の文化を変えるもの」「女性も男性も高齢者も若者も障害者も難病の者も、
一人ほとりのニーズにあった、納得のいく働き方を実現するため『働き方改革』の実現に向け
て取り組みを進めていきます」と宣言している。
　実際、長時間労働、正社員と非正社員の待遇の差、仕事と子育てや介護との両立、少子高齢
化、人口減少と、それにともなう郎等人口減少等、働き方を考えるうえで検討すべき課題は多
い。企業側に立てば、求める人材をいかに確保するかは、今後の事業の成否にかかわる重要な
テーマ。従って働き甲斐及び個々の事情に合った働き方を提供することが必須だ。
　このため時間外労働の削減や有給休暇取得の促進、在宅勤務の採用、育児や介護に充てる
時間を多くする仕組みづくり等も進んできた。
　そして「何よりも従業員は成長の最も重要な要因であり、従業員には、より充実した私生活
を確立してもらいたい－という思いが背景にある」、いわば“従業員ファースト”が基本にあ
り、これが働き方改革の核心であると思う。

９ 印刷インキ１６年回復も再び軟調に　グラビアインキ・・・食品包装向け堅調推移



　国内印刷インキ市場は低迷から脱し切れずにいる。経産省の化学工業統計によると２０１６
年（１－１２月）の印刷インキの出荷数量は前年比１．０％増の４０万９８２６㌧と３年ぶり
に増加に転じ、出荷金額も６年ぶりに３０００億円の大台に乗った。ようやく底打ち感が出て
きたとの見方もあったが、１７年に入ってからは再び低下。１－６月までの累計は出荷数量で
前年同期比３．７％減、金額で同１．６％減となっており、通年でも前年を下回りそうだ。
　印刷インキの需要の減少は、スマートフォンやタブレット端末等デジタル化の流れの中で
紙の印刷物が減っているためであり、平版インキ（オフセットインキ）と新聞インキの落ち込
みが激しい。震災以降落ち込んだ企業広告関連の印刷物は低迷したままだ。学校教材や電車内
広告等様々な方面でデジタル化の流れが進むことから、今後さらに減少することが予想される。
　一方、段ボール向けが中心の樹脂凸版インキや、食品包装フィルムが中心のグラビアインキ
等、デジタル化の脅威を受けない包装系の印刷インキは堅調に推移している。飲料缶が中心の
金属インキも３年連続の増加となった。注目は、「その他のインキ」に分類されるＵＶインキ
プリント配線基板向けレジストインキなど。高付加価値化による差別化戦略が行いやすい為
各社が開発・普及に力を注いでいる。

１１ 経産省、ＷＧ初会合で議論・・・変わる働き方、必要な人材像は？
　キーワードは「自立性」

　人生１００年時代における働き方と生き抜く力はどうあるべきか－。こんな問題意識の下、
経産省は「必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキンググループ（ＷＧ）」の
初会合を１６日、開いた。座長は法政大学の諏訪康雄名誉教授で、産官学の代表ら約２０人が
出席。昨年６月に政府が打ち出した「１億総活躍プラン」「人生１００年時代」等相次いで
いる中、今年９月に設置を決めた「わが国産業における人材強化に向けた研究会」の一環とし
て同ＷＧの立ち上げにつながった。議論のベースは、約１０年前に経産省が提唱した「社会人
基礎力」。職場や地域で仕事し、生き抜くための大切な要素として「前に踏み込む出す力（ア
クション）」「考え抜く力（シンキング）」「チームで働く力（チームワーク）」の３つを掲
げているが、ＩｏＴに代表される、いわゆる第四次産業革命に加えて寿命も延び、「人生の
時間軸が長くなってきた」。そのため学生から中高生にかけて全世代で役立つ新たな社会人
基礎力を打ち出していく考えを示した。
　キーワードは「自立性」。
　ＷＧ委員の伊藤忠商事の垣見俊之人事・総務部長は「自分で考え、動く人材が重要だ」と訴
える。入社時に問題意識が高かった社員も「どんなに尖っていても、３０台半ばを過ぎると
社内でのサバイバルを覚えてしまう。これが日本企業の活力を削いでしまっているのではない
か」と問題提起した。



　１０月１９日（木）
１ 産業安全「調和」がカギ、重要性増すミドル層・・・田村昌三　東大名誉教授に聞く

　　安全は産業の基盤であり、その基盤を支えているのが人。石油化学工業協会、日本化学工業協
　会、石油連盟は産業安全の中核となる人材を育成するため毎年「産業安全塾」を開講しており、
　体系的な講義と討論を重視したプロフラムは業界だけでなく、他の素材産業や行政からも注目さ
　れている。生産の自動化・電子化等製造業を取り巻く環境には変化もあるが、同塾を指導する田
　村昌三名誉教授は「最後は人」と人材の重要性を改めて強調するとともに、今後は「調和」が
　必要になると語る。

■・・・産業安全塾の狙いは。
「安全を分かる将来の経営者を育成すること、各企業や事業所の中核となって活躍する人を
育てることが目的。産官学での講義、経産省、厚労省、消防庁も積極的に講師を派遣してくれ
ている」
■・・・討論を重視しています。
「討論によって理解が浸透し、かなり実力がつく。安全についていろいろ悩みを持っているが、
会社の壁を越えて相談できるのも大きなメリットだ。会社の枠を超えたつながりができる産業
安全塾は心強いと業界の評価も貰っている」
■・・・地方でも開催しています。
「四日市は今年で３年目、岡山は２年目を迎える。東京はマネジメントだが、四日市、岡山は
各事業所などで安全の中核となる人を育てることを主眼としており、現場の管理に重点を置い
た講義をできる人に講師をお願いしている。将来的には定期的に場所を変えて講座を開き、
各地での中核人材育成に貢献したい」
■・・・経営層の関与が求められます。
「製造業安全対策官民協議会でも話題になっているが、経営トップが本気で安全を推進してい
かないと企業の安全は確保できない。日本は現場が主体的に問題解決に取り組んできたが、
マネジメントで補わなければいけない部分も増えてきている。トップダウンとボトムアップと
の調和、マネジメントと現場の力の調和が、これから大きな課題になるだろう」
■・・・調和には何が必要ですか。
「経営トップの理念を社内に浸透させるには、現場が主体的に安全活動に取り組める環境作り
が必要になる。これは中間層を含めたマネジメントの役割。ミドルが重要な役割を担う。
　トップの理念を具体的に日々の業務でどう回すのかを示唆するのも産業安全塾の役割の一つ。
修了生が経営トップと事業所の間をつなぐ層として経営に関与してくれば、安全活動はさらに
活発化するだろう」
「安全文化も重要だ。安全を確保するには保安力という考え方が良い。保安力とは、しっかり
とした安全の仕組みを作っていくことだが、仕組みだけでは対応できないものもある。これを
補強するのが安全文化であり、仕組みと安全文化の双方をうまく機能させるのが人。教育が
大事になる」
■・・・ＡＩ（人工知能）等最新技術の活用も今後進みます。
「スマート化は必要だが、うまく機能させる環境がないと成果はでない。ＡＩやＩｏＴだけで
は対応できない面もあるだろう。日本の強みは『Ｋｎｏｗ－ｗｈｙ』を身につけた人がいるこ
と。Ｋｎｏｗ－ｗｈｙを伝えることで現場の力が育つことを考えれば、技術伝承の役割も小さ
くない。長年の技術の蓄積とＡＩやＩｏＴとを調和させながらやっていくのが一番良いだろう」

　１０月２０日（金）
１ 厚労省　化学物質リスクアセスメント・・・中小企業、無料で支援、専門家が訪問

　厚労省は、中小企業を対象に、今年度も化学物質リスクアセスメントの実施を支援する。
化学品コンサルティングを行うテクノヒル（東京都中央区）が専門家を派遣し、リスクアセス
メントの仕方、ラベルやＳＤＳの読み方、リスクを低減する方法など、さまざまな疑問に答える。
訪問料は無料。申込みの締切は来年２月２日正午、訪問可能期間は２月２８日まで。申込みは
テクノヒルホームページから。
　昨年６月に労安法が改正され、リスクアセスメント対象物質は来年７月には６７２物質に拡大
する。しかし、改正法が施行されてから１年半が経過しても、リスクアセスメトのやり方が
わからない、義務化そのものを知らない事業者は少なくなく、この傾向は特に化学物質管理に
関する知識や情報が不足しがちな中小規模事業者に顕著。厚労省は理解を深めてもらうことを
目的に「ラベル・ＳＤＳ活用促進事業」を行っており、事業委託を受けたテクノヒルがセミナー
や電話相談を行っている。専門家による訪問支援もこの一環。

１ 資生堂　栃木にスキンケア工場新設・・・「日本製」人気追い風
　資生堂は１９日、栃木県大田原市にスキンケア製品の新工場を建設すると発表した。約３００
～４００億円を投じ、２０１９年度に稼働させる。国内での新工場は３６年ぶり。同じくスキン
ケア製品の生産を手がけ、２０年度に稼働を予定する大阪工場（大阪府茨木市）の生産能力も
引き上げる。一連の体制強化により、２０年度までにグローバル全体での生産能力は現有の１．６
倍となる見通し。訪日客を中心に高品質な「日本製」化粧品に対する人気は高まっており、さら
なる需要拡大を見据え安定供給体制を整える。

１ 蒸留塔
　ダウ・ケミカルとデュポンの合併が成立して２ヶ月が経とうとしている。今後１８ヶ月以内に
農業、スペシャルティ、素材の３つの事業会社が誕生する。２社が合併して３つの会社ができる
ことに効果を疑問視する向きもあるが、３事業会社それぞれにコスト削減効果を含む大きなシナ



ジーを追及する巨大専業企業と呼べる形ができる。
　欧米の化学産業はＢＡＳＦなど一部を除き得意分野を更につよく”非”および”準”戦略事業
は収益が出ている間に高値で売り、そこで得た資金を戦略事業に注ぎ込むという動きが鮮明だ。
日本の化学産業はこうした動きにどう対応していくのか。
　大きな変化の潮流は欧米の同業からくるものだけでなない。最大のものは自動車のＥＶ化の波だ。
とりわけ欧州と中国の動きにどう対応していくのいか。日本の自動車産業の問題でもあるが、素材
を提供する化学産業の課題でもあるし、大きなビジネスチャンスでもある。成長分野での日本連合
の構築、言うは易し。企業には重い課題だが、ＥＶ化の波は群雄割拠では叶わない対象かもしれな
い。日本型の化学産業の再編。考える時に来ている。

２ 中国石化－ＳＫ　武漢でエチレン４割増強、２０年めど、ＰＥ・ＰＰは３０万トン増
　中国石化と韓国ＳＫグループの合弁である中韓（武漢）石油化工有限公司はエチレン生産能力
を４割増強する。中国国内の旺盛な化学品需要に対応するため、２０２０年をめどにナフサ
クラッカーの分解炉を増強し８０万トンから１１０万トンに拡大する。同社はＬＬＤＰＥと
ＨＤＰＥ各３０万トン、ＰＰ４０万トンの生産能力を備えるが、ＰＥとＰＰをそれぞれ９０万
トン、７０万トン程度まで拡大する計画。化学品の総生産能力は従来の２２０万トンから約４割
増の３００万トン超に高まる。投資額は、６億５０００万ドル（約７３５億円）を見込む。

２ 中国　東華能源　ＰＤＨ・ＰＰ寧波で２期工事
　中国の液化石油ガス（ＬＰＧ）大手である東華能源股份有限公司は、寧波市（浙江省）の
寧波市でプロパン利用総合プロジェクト第２期計画の建設に着手した。総投資額は６５億元
（１１０５億円）で、６６万トンのプロパン脱水素（ＰＤＨ）や２期４０万トンのＰＰ設備を
建設する。２０２０年の生産開始を予定する。

８ 東ソー　ＰＥを１０円以上値上げ
　東ソーは１１月２１日納入分からＰＥ全製品を値上げする。改定幅は全銘柄とも１ｋｇ当たり
１０円以上。国産ナフサ価格は原油価格の上昇や旺盛な需要、円安の進行もあり、第４四半期
（１０～１２月）以降おは４３０００円を超える水準まで上昇することが想定されている。

１２ ９月ＰＥ・ＰＰ生産増、出荷はＰＰは横這い、ＰＥやや減少
　石油化学工業協会が１９日発表した９月の主要石化製品の出荷は、ＰＥが前年に比べやや減少
した一方、ＰＰは横這いであった。輸出が前年に比べて減少しており、底堅い需要のある国内
向けに製品を優先的に振り向けている。各設備はフル操業を続けており、出荷総計の変動は小幅
にとどまる傾向にある。
　生産は前年同月に比べて稼働率が高く、定修設備もなかったことから、ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、
ＰＰとも増加した。一方、９月末には日本ポリプロピレンの茨城県に構えるＰＰ設備が不具合で
停止し、１７年度中の生産再開を見込みにくい。１０月以降、ＰＰの生産や出荷は減少すること
が見込まれる。
　エチレンの生産量は５３万４４００トンと同１３．６％増加した。前年同月は１基が定修で
あったが、今年はなかった。稼働率は前月と同じ９５．５％、４６か月連続で９０％超。

２０１７年９月のＰＥ、ＰＰ生産・出荷・在庫実績 （単位：千トン、％）

数量
ＬＤＰＥ 前月比

前年同月比
数量

ＨＤＰＥ 前月比
前年同月比
数量

ＰＰ 前月比
前年同月比 103 100 98 100 104

217.4 212.6 11.4 224.0 553.4
103 117 105 116 99

101 112 90 108 108
117 100 94 99 97

109 102 66 98 111
86.3 62.6 8.9 71.5 182.2

115.8 115.8 10.4 126.3 372.3
89 114 100 113 97

生産
出荷

在庫
国内 輸出 計


