
化学工業日報抄録　
【１０月２０日（金）～１０月２７日（金）】

　日本ポリエチレン製品工業連合会
松井、美濃田

「化学工業日報」を一週間単位でまとめた抄録記事である。
日付の欄の下の頁（　）は当日のページを表す。
出展：化学工業日報（発行所：化学工業日報社）

　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
　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
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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

　１０月２３日（月）
１ 超短波

■・・・「こういう特異な例が出てきたことは非常に残念」と切り出すのは世耕弘成経産大臣。
日産自動車、神戸製鋼所と相次ぐ製造業の不正に憤りを隠せない。大臣就任以降に訪問した大
多数の日本の製造現場は「質も高く、日々改善に尽くしている」と確信するが、一連の問題の
原因を究明し、その教訓を「産業界全体で共有することにつなげられれば」と語る。
■・・・一方、カタール問題で経済交流が活発化していることについては「さらなる協力拡大
を進めていきたい」と前向きな姿勢。このほど決まった逆浸透膜（ＲＯ）を使った海水淡水化
プロジェクトもその一環で「早期商業化を期待している」。首都ドーハの地下鉄にも日系企業
がかかわりを有しており、「エネルギーに止まらず、包括的な関係を築いていきたい」と強調
する。

１ 精留塔　日産自動車と神戸製鋼所の不正問題
　石井啓一国交相は２０日の閣議後会見で、日産自動車の無資格検査問題について「制度の根
幹を揺るがす行為。事実関係を把握し、厳正に対処する」と厳しくコメント。問題発覚後も
国内４工場で不正が継続されていたことには言葉を失う▼同日、世耕弘成経産相は神戸製鋼所
の品質データ改ざん問題に「国も積極的に関与する」と述べた。コトは安全に関わる。民間同
士の取引ながら、公正な取引基盤を揺るがす事案でもある。海外メデイアも大きく取り上げて
おり、もはや看過できない。▼日本の製造業は品質向上に工夫を凝らし、現場が汗を流して
世界市場で信頼を勝ち取ってきた。安心、安全、コンプライアンスが高い評価を得てきた。
今回の不祥事は、日本ブランドを損ないかねない▼両社に共通するのは、経営陣が現場を掌握
できていないこと。複数の工場で不正があったのだから、組織ぐるみである。「コーポレート
ガバナンスの欠如を指摘する声もあるが、、それ以前の問題だろう▼社会のルール、顧客との
契約を、自己都合で逸脱可能と解釈する。昨今これを“自分ファースト”と呼ぶ。両社はいず
れ再発防止策をまとめる。体裁だけ整えるなら作文は簡単だが、仏作って魂が入っているかど
うか、他の企業にも点検を促したい。

１ 国内化学産業の選択　勝ち残るための条件は　①群雄割拠、２つのリスク
　ダウ・デユポンの誕生で最終盤を迎えた先進国の科学産業の構造再編が示すのは何か。
日本の化学産業は企業が乱立するままで生き残れるか。日本流の産業再編の可能性は―。
「化学の日／化学週間」特別企画として産業界トップ、外部有識者、証券アナリストなどへの
取材をもとに、わが国化学産業の今後を読み解く。

　巨大化か専門化か
　ダウ・デユポンの合併は、両社の経営陣とアクテイビストのせめぎ合いがあった。　
アクテイビストの濱本良太特別顧問は「戦略的に整理され、成長が期待できる３社を擁した
将来、独立・上場する展望を持った落ち着きの良い再編となった言える」と語る。２世紀の
歴史を持つデユポンは、祖業の火薬から次の１世紀を化学事業、そしてサイエンス企業と事業
構造を大転換。更にＡＩをはじめとするデジタル技術が急速に進化する現在、新たなイノベー
ションを目指してダウとの統合に突き進む。世紀の大合併はこう捉えるべきかもしれない。
　３つの会社に分割されることから脅威はそれほど大きくないとの見方もあるが、「スペシャ
リテイケミカル分野の事業、製品は非常に幅広く、グローバルな存在感は大きい。日本の化学
メーカーが影響を受けるのは必至だ」とモルガンスタンレーＭＵＦＧ証券の渡部貴人マネージ
ングデイレクターは指摘する。
　コスト削減は３０億㌦、成長シナジーは１０億㌦と統合効果は大きく、日本化学工業協会の
石飛修会長は「巨大化することによる研究開発、特に将来に向けた戦略開発力に注視する」と
資金、人材、技術が集中することにも警戒感を示す。
　こうした巨大化する動きの一方、アクゾノーベルやＤＳＭなど得意とする事業をより特化す
る動きも鮮明になっている。産業革新機構の土井誠行専務は「世界はジャイアント化とスペ
シャリテー特化の二極化が進み、ジャイアント化ではケムチャイナ等中国の動きにも注目すべ
キ」と第三極への目配りも必要。
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　買収と疲弊の恐れ
　日本の化学産業は欧米の再編と対照的に群雄割拠が続く。こうした産業構造には今後、大き
く２つのリスクが考えられる。一つは規模が小さく、時価総額が小さいことでＭ＆Ａの波に
呑まれる懸念だ。ＢＡＳＦは約１０兆円、ダウ・デユポンは約１６兆円。これに対し売上高が
約４兆円の三菱ケミカルＨＤの時価総額は約１．６兆円。「規模感からすると、いつ買収対象
になってもおかしくない」。もう一つは成長分野での内なる競争で体力を消耗し「電気自動車
等の市場成長が本格化してきた時に対応できない恐れがある」ことだ。また、土田専務は
「開発競争に耐え得るには多額な資金が不可欠。そしてＯＥＭと対等関係を築くには質とボリュ
ーム、値段が重要な要素になる。ダウ・デユポン等欧米の再編成はそうした環境変化と整合す
る」と指摘する。

　２正面作戦
　国内化学大手は、世界ではトップ集団に続く第２陣営の企業が多いが、東京理科大学大学院
の橘川武郎教授は「日本の総合化学大手は世界で第１陣営入りを目指すべき」と強調する。
汎用分野は景気のサイクルや技術競争を先読みして常にＥＸＩＴ（出口）を考え、そこで得た
資金は高収益型、先端技術型のグローバルニッチに投じる。そんなに正面作戦を推進できる企
業の登場に期待する。
　石飛会長は「市場が大きく広がった場合、すべてのユーザーにすべて対応すべきかというと、
そうではない」と話し、特定顧客と密接な関係を構築するキーアカウントマネジメントの重要
性を説く。量的拡大が進み汎用化すれば「ビジネスモデルを変化させていく必要も出てくる」
と分析する。

【世界の化学企業の時価総額トップ１０】（単位：１００万㌦）
1
2
3
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（資料：モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券）

２ 中国　エチレン生産・・・　1－9月期１％増、　9月は2ケタ増
　中国の国家統計局によると、１－９月のエチレン生産量は前年同期比１．０％増の１３５９
万㌧だった。上期（１－６月）は一部設備のトラブルや定修、ＣＴＯ等石炭化学関連設備の低
稼働を受けて同３．２％減の８９６万㌧と低迷したが、夏場以降回復した格好だ。８月、９月
と高い伸びを示している。

　１０月２４日（火）
１ 国内化学産業の選択　勝ち残るための条件は　②好景気の今こそ次の一手

　１００万㌧廃棄の勇断
　４年近くにわたってエチレン設備が９０％超の高稼働を続ける国内石化産業。収益環境は
良好だ。しかし、「内需が増えたわけではなく、先発３社の勇断で年産１００万㌧のエチレン
設備が廃棄されたこと、海外プラントの事故で需給が引き締まったことが大きい」。
　象徴的な構造改革の事例が、岡山・水島地区における三菱ケミカルＨＤと旭化成のエチレン
設備の統合だ。旭化成の伊藤一郎会長は統合に踏み切った背景について「シェ―ルガスの脅威
が大きい。米メキシコ湾岸では年産１００万ﾄﾝ級のエチレンセンターが稼働時期を迎えている。
１バレル５０㌦のコストでも利益が出るシェールには勝てない」と話す。三菱ケミカルＨＤの
小林喜光会長は「将来を見据えて、先手先手で構造改革を進めたからこそ、儲かる状況が生ま
れた」と強調する。
　次なる再編について、伊藤会長は「５０万㌧のエチレン設備を持つ企業が一緒になっても
プラント能力が１００万㌧になるわけではない。５０万㌧を２基稼働させるだけではコスト

エア・リキード
ブラックスエアー
ライオンデルバセル
信越化学

51,034
40,352
39,493
39,118
38,080ポタッシュ

ダウ・デユポン
バイエル
ＢＡＳＦ
ＳＡＢＩＣ
モンサント

161,322
110,018
96,598
82,252
52,569



低減は見込めない。合併シナジーを追及するだけであれば５０万㌧２基をつぶして、１００万
㌧の新設投資を決断する覚悟が必要だ」とも言う。

　千葉・川崎を最適化
　そうしたＳ＆Ｂを推進して強い石油化学コンビナートを作れと強調するのが東京理科大学大
学院の橘川武郎教授。「日本の石化産業はＢＡＳＦをベンチマークにすべき」と話す。
ＢＡＳＦの強みは「Ｃ４以降の懐の大きい」こと。一方、日本はＣ４以降が脆弱とみる。
　この克服策として「千葉・川崎でのコンビナートの最適化」を提唱する。「両地域で複数
企業による大規模なＳ＆Ｂに取り組み、大規模なエチレン設備を建設する。更には石油精製会
社が展開し、Ｃ４以降の留分を化学業界が手掛ければ石油化学の付加価値も上がってくる」と
力説する。
　一方、原料競争力のある場所でエチレン設備を建設することで「国内ではＣ４以降の懐の
深さでクレジットを取り、海外は原料リッチでＣ２を展開する」という両面作戦が取れる。
その意味でも「石油精製との事業交換は検討に値する」。そして、「中東、米国で石油化学を
展開することが、国内石油化学同士の統合の先にある」。

　更なる統廃合も
　しかし「石化プラントは地域経済において雇用の受け皿を含めて重要な産業だ。債権者との
関係もあり個社の判断で簡単に統合という話にはならないのが現実」と産業革新機構の土田誠
行専務は、大型再編成には疑問符をつける。
　史上最長の高稼働時代を謳歌する日本の石化産業だが、「原料のハンデ、プラント規模の差
等を背景に国際競争力を失って久しい。海外の最新大型設備が次々と稼働する将来、グローバ
ルな供給過剰に陥り、日本のエチレン設備は更なる廃棄・統合を迫られるだろうと予想する
海外コンサルタントは多い」。今こそ次のトラフに耐え得る体制づくりが求められている。
　三菱ケミカルＨＤの小林会長は「将来的に日本のエチレン設備は石油精製とからめ、東西３
基か４基しか要らないという想定もある。必然的に他社と設備統合するか、個々の会社が撤退
するかというところに追い込まれる。だから、どう先手を打つか、もうそういう選択肢しか
ない」と厳しい見方を示す。
　その時期は「近い」というのが旭化成の伊藤会長。「シェールベースの石油化学品の生産が
今年末以降本格化する。更にビッグデータ等ＩＴ関連の投資が、その大きなきっかけになる」。

　１０月２５日（水）
１ 国内化学産業の選択　勝ち残るための条件は　③部分連合で好機をつかめ　

　合併実現は難しく
　再編成が起きにくい日本の化学産業だが、資本系列を軸とした再編成は起こり得るかも知れ
ない。だが、資本を超えた会社同士の合併は、ステークホルダーを重視するため、現実化しに
くい。長年繊維事業に身を置き合繊事業の構造改善を目のあたりにしてきた旭化成の伊藤会長
も「切羽詰まった状況でなければ具体化しにくい」と語る。産業革新機構の土田専務も「個別
の事業ごとにジャイアント化が進んでいるので、中途半端な規模の総合科学企業ができたとし
ても世界では勝てない」と言う。実際、総合科学として世界最大の位置を保つＢＡＳＦも、
不断のポートフォリオ入れ替えを通じて世界で強い事業を複数持ち、それをフェアブント経営
で統合シナジーを追及する。ダウ・デユポンの３分割された企業は、その分野ではそれぞれが
ジャイアントだ。
　日本化学工業協会の石飛会長も「今後の環境変化に対して、会社同士の全面的な統合でシナ
ジーを生めればいいが『総合化学』といっても各社各様であり、まずは事業ごとのシナジーを
追及することが現実的」とみる。

　戦略分野も統合を
「部分統合」－。事業同士の結びつきが日本の化学産業の再編成には取り組み易いテーマかも
しれない。実際、ポリオレフィン、ポリスチレン、塩ビなど汎用樹脂では再編による集約が
進んでいる。だが、「課題は成長、戦略分野での統合をやりきれるかという点だ」。
　欧米の化学事業は、好調な時に事業の切り売りを盛んに行う。戦略事業に資源を集中する
考え方の中では、“準”戦略事業は高値で売れる時に売るのが効果的というのが分りやすい。
　だが、こうした思想は日本の化学産業にはほとんどない。

　特異な分野に集中
　電気自動車（ＥＶ）の本格到来で需要がこれから格段に大型化するとみられるリチウムイオ
ン２次電池。「正極・負極材、セパレーター、電解液のそれぞれの分野で数社がしのぎを削っ
ているが、各分野で一定程度のグローバルな地位を確保できる企業体を今こそ作るべきだ。
　自動車ＯＥＭは複数購買を基本とするので、そのなかの一社に入れる好機をつかめるかが
ポイント」という。
　石飛会長は「日本の強みは顧客との信頼感の中で、摺合わせによる部材の性能を磨き提供し
てきたこと、得意分野を粗彫り経営資源を集中することが必要。技術の優位性等により参入
障壁が高い製品をどう拡充していくか、これまで以上に製品のポジショニングを明確に、資源
を戦略的に投入していくことが求められている」と指摘する。
　さらに新たな付加価値製品・部材の開発を担う人材に触れ、「とりわけ市場開拓やマー
ケテイングを含めた開発力が重要であり、それを担う人材のクリテイカルマスが必要」とし、
「人材の分散を避けるといった面も考えると、もっと事業統合的なものがあっても良いかも
しれない」と語る。



２ 社説・・・原材料価格上昇と深刻な人手不足
　全日本プラスチック製品工業連合会の２０１７年７-９月期の会員景況感調査によると、
生産・売上高は前期同期に比べ「増加」が増えて「減少」が減った。所定外労働時間は「増加」
が増えて「減少」が減っており、仕事も増えているようだ。また地域別では、総合判断で「好転」
とした企業は、自動車産業が多い中部・西日本より東日本・神奈川県の方が多かった。
　特徴的だったのは、まず材料原料単価の上昇。東日本・神奈川県では「上昇」と答えた企業
が約３割となる一方、「下落」はゼロだった。西日本も「上昇」が約３６％、中部日本も「上
昇」が約２５％と高い。製品別では「日用品・雑貨類」「包装容器・キャップ」「電気・電子・
通信部品」といった分野で「上昇」と答えた企業が多かった。
　日銀が今月１２日に発表した９月企業物価指数は、前年同期比３．０％上昇した。しかし、
原油価格上昇などが要因で、需要増や人件費上昇の寄与度は低いようだ。個人消費の増加には
道は遠く、デフレ脱却とは言い難い。逆に原材料価格上昇に伴うコストアップを加工業者や
卸売業者が負うことになれば、中小企業の体力を奪うだろう。
　化学産業においても、主原料であるナフサ価格の上昇や、定修などにより大手石化メーカー
が１０月中旬からＰＥ、ＰＰの値上げを打ち出し始めた。
　今回調査では人材不足に関する意見も多かった。募集しても人が来ない。エンジニアやオペ
レーターが不足している。技術の継承ができない―等深刻の度を増している。
また、「６５歳までの雇用を考えると若い人を採用しにくい」という回答もあった。年金問題
は世代間の雇用にも影響を及ぼし始めている。
　衆院選は与党圧勝に終わり、第４次安倍内閣が１１月１日に発足する。改めて持続的発展が
可能な社会づくりを求めたい。

８ １-９月　ＯＰＰ出荷　０．２％増
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた２０１７年１－９月の出荷実績によると　
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムは前年同期比０．２％増の１８万１２３０㌧と
なった。無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）フィルムが同０．３％増の１１万８００５㌧だった。
ＯＰＰは輸出が高水準だったものの、食品用を中心に内需が伸び悩み前年同期並みに止まった。
ＣＰＰは食品用が堅調な伸びを示し、マスキングフィルム等工業用、繊維・雑貨等の落ち込み
をカバーした。
　９月単月の出荷はＯＰＰが前年同月比２．２％減の２万２４９㌧で、３カ月連続のマイナス。
ＣＰＰも同６．１％減の１万３３６１㌧で３カ月連続のマイナスとなった。

【２０１７年９月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

８ 住友化学・・・４-９月期業績予想を上方修正
 住友化学は２４日、２０１７年４-９月期業績予想について、売上高を従来予想比２．９％増
の１兆５００億円、営業利益を同４１．５％増の９２０億円、経常利益を同５３．３％増の
１１５０臆円、純利益を同７０％増の６８０億円に上方修正した。同期として過去最高を更新
する見通し。石化製品はアジア地域でも需要が旺盛で、シンガポール等の石化関連会社からの
持ち分法投資利益も増加した。
　１８年３月期通期業績予想は、１１月１日の決算発表時に報告する。

　１０月２６日（木）
１ 国内化学産業の選択　勝ち残るための条件は　④競争力向上へ強者連合も　

　競合乱立で汎用化
　日本にはニッチな製品・分野で世界１、２位のシェアを持つ化学企業が少なくない。この専
門性が強みだ。だが、成長分野は必ず汎用化の道をたどることは歴史が教えてくれている。
特に自動車のＥＶ化の進展速度は速い。今世界で５０％のシェアをもつ部材も急速に汎用化し
てしまいかねない。実際、成長が期待される分野には日本企業がひしめく。エコタイヤに使わ
れるＳ－ＳＢＲは４社、リチウムイオン２次電池も４部材それぞれに３社以上が存在し、有機
ＥＬ材料でも発光材料やデイスプレイ部材で各社がしのぎを削る。このプレーヤー数の多さは、
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政府だけでなく企業、市場関係者の共通の懸念材料だ。
　産業革新機構の土田専務は「強い事業の統合を進めないと、競争力を失い、結果的には巨大
資本化した欧米や中国の下請け的存在になってしまう」「世界シェアで１、２位の日本企業に
はＯＥＭから共同開発案件の相談が最初に持ち込まれ、１次情報が入りやすい。だが、そこに
複数社が乱立すると技術は吸い上げられ、最後は価格競争になる。そうしたことを何度も繰り
返してきている」と指摘する。

　市場でより優位に
　事業統合を進めて機能集約していけば、用途が変わっても多くの１次情報が入ってくる可能
性は高く、市場優位なポジションを守りやすい。新興国の参入で汎用化が進んでも、ＯＥＭの
１次情報を持っていれば汎用との棲み分けを図れる。事業統合が進めば資金調達力も強化され、
買収も仕掛けやすい。これが日本らしい生き残り方とみる。
　化学分野での成功事例もある。積水化学工業と住友化学のポリオレフィンフィルム事業を
統合し住化積水フィルムホールデイングスの統合は、統合後１年で過去最高益を達成した。
「統合の旗印を上げたことで情報が多く入ってくる。また、スタンドアローンになったことで
従業員のモチベーションが上がっている」ことが好調の要因にようだ。統合を主導した産業革
新機構は統合会社を軸に再編を狙う。

　先端技術の保護も
　成長分野でも連携の兆しはある。三菱ケミカルと宇部興産は中国におけるＬｉＢ用電解液の
統合を決めた。中国での統合は、「値段を叩かれる」構図からの脱却を図る狙いがあるとみら
れるが、要諦は世界での提携を視野にいれていること。両社が組めば日欧米先進国のＥＶ市場
での主導権はより強固になる。有機ＥＬ材料でも、発光材料で先行する出光興産と東レが技術
提携する。
　モルガンスタンレーＭＵＦＧ証券の渡部氏も「半導体材料、電池材料、液晶材料、有機ＥＬ
材料といった先端材料分野は常に守るべきだ」と話し、そのための部分事業統合は賛同する。
　Ｂ２Ｂのサプライチェーンでスマイルカーブ通りの収益をあげていないといわれる日本の
化学産業。「付加価値は化学が作り出しているのにユーザーに持っていかれる構造」からの
脱却は、戦略事業同士の統合から始まるのかもしれない。

１ 「化学の日／化学週間」記念ケミカルフォーラム　化学工業日報社主催
　安心・安全社会の主役に・・・化学産業・技術の役割議論

　安心・安全な社会の実現に化学が何をなすべきか－。化学の役割について多面的な議論が
２５日行われた。人口増加や温暖化問題など生命や環境を脅かす地球規模の課題解決に欠くこ
とができない。裏方だった化学が主役として社会・産業を牽引する時代が来たと化学工業日報
社の織田島修社長は強調した。
　日本化学工業協会の石飛修会長は「日化協ではサイエンスに立脚したリスクベースの化学品
管理、適切な管理に向けた取り組みを推進、これに基づいたコミュニケーションを推し進める
ことが重要だ。化学産業・製品のベネフィットが最大になるような基盤作りに力を入れていき
たい」と挨拶した。
　経産省の湯本啓市製造産業局素材産業課長は「政府としても、リスクの観点をより取り入れ
た方向での化審法を改正、目指すべき産業のコンセプト『コネクテイクド・インダストリーズ』
の作成、産業安全対策のため官民協議会の立ち上げ等図っている」と語った。
　三菱ケミカルＨＤの越智仁執行社長は「安心・安全な社会実現に向けた化学産業の役割と取
組み」と題して講話。加速する第４次産業革命に触れ「現代はＡＩ、ＩｏＴ化が進み、業種間
を超えた想像以上のスピードが求められている」「化学産業があるべき方向性については、
事業活動を通じ社会に貢献し、課題解決型から産業の先導役になることが望まれる」と述べた。
　持続性推進機構の安井至理事長は「安心・安全と化学の関係」と銘打って講演。「まず、
パリ協定が強調する『気候正義』や２０５０年までにＣＯ２を全体で４０～７０％、先進国で
８０％削減とする目標はかなり厳しい」と指摘。５０年における地球環境と化学の関係につい
ての予測も展開。まず、国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に化学物質のリスクがあまり
取り上げられていないことを例に挙げ、「化学物質関係の主観的なリスクが大きかった時代は
終わった」と強調した。その前提の下、「日本の課題は複数のリスクを比較して、全体観で
最適解をしめすことであり、そのためには化学関係者が正しいリスクの見方を広めることが必
須である」と指摘した。

８ エフピコ・・・ＰＥＴ食品容器　関東エコペット工場竣工、再生樹脂５万㌧体制
　エフピコは戦略製品に一つに位置付けるポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製食品容器
の供給体制強化を着々と進める。関東地区（茨城県）に回収したＰＥＴボトルなどから原料を
精製し、シート押出を経て容器を成形する一貫生産拠点を竣工。既存の中部、西日本の拠点と
合わせた再生樹脂の生産能力を年３万㌧から５万㌧に引き上げた。容器包装リサイクル法指定
法人の処理施設としての認可も早期に取得する。更に新品原料の調達先についても、アンチダ
ンピング課税により割高となった中国品からタイ、インド品等にシフトしており、トータル競
争力を一段と高める。

１２ 日本ゼオン－住友化学・Ｓ－ＳＢＲ完全統合・・・１９年、生産含め一貫体制
　日本ゼオンと住友化学は、Ｓ－ＳＢＲ事業を２０１９年３月に完全統合する。統合事業会社
のＺＳエラストマーを４月に発足、販売や研究開発機能を一元化しているが、生産は両出資会
社から購入する形態となっている。研究開発から製造、販売にいたるまで統合会社で一貫して
手掛けることで効率的な体制を確立し、激化する事業環境に備える。



　１０月２７日（金）
１ 国内化学産業の選択　勝ち残るための条件は　⑤経営者の活力が原動力に

　業容転換できるか
　日本の化学産業が順調に構造転換を図れたのは、自動車やエレクトロニクスなど良質で規模
のある国内需要や日本企業が存在したからだ。日化協の石飛会長も「事業のＭ＆Ａや製品の入替
え、新たな分野への展開により大きく事業内容を変えてきた。ただそれは大きく伸びつつあった
日本を市場としていた」と分析する。
　しかし、その前提条件は、グローバル化や急速なデジタル技術の進展、産業価値の移動に
よって様変わりする可能性がある。事業構造転換のＤＮＡを激しさ増すグローバル競争の中で
いかに生かすか。機能化学品分野での強者連合はその一つの答えだが、「戦略事業の切り出し、
同業との統合については簡単には動かない」（産業革新機構の土田専務）のが実情だ。

　リスクをとる決断力
　そうした中で３つの化学企業を統合し、田辺三菱製薬、太陽日酸をグループ化した三菱ケミカ
ルホールディングスの動きは、総合化学企業のなかで抜け出た一極の存在となりつつある。
「事業環境が良いときに構造改革に乗り出すべき。とくに汎用製品はそう。世界と技術でどう
差別化できているか。アイテムごとに精査する必要がある」と小林会長はいう。次は人工知能
（ＡＩ）などデジタル技術を盛り込んだ事業モデルのトランスフォーミングに着手する。事業
構造の変革は止まらない。「リスクをとる経営者の活力」（小林会長）が、今後予想される
シェール由来の石油製品の市場への影響など、難局を乗り切る原動力になるとみる。

　長期の経営体制も
　まさに今こそ経営者の決断力が問われている。しかし、日本の大手化学企業のトップの任期は
通常４年。「こういう短い期間で大きな決断をするのは難しい」と旭化成の伊藤会長は指摘する。
「ゲームチェンジャーは長期間じっくり腰を据えて取り組む必要がある」と東京理科大学大学院
の橘川武郎教授も賛同する。
　ダウ・デュポンのアンドリュー・リバリス会長は旧ダウ・ケミカルのＣＥＯになって１３年、
ＢＡＳＦを世界最大の化学会社に押し上げたユルゲン・ハンブレヒト前会長も８年間、その座に
あった。日本企業では唯一米国にエチレンセンターを立ち上げる信越化学工業も、金子千尋会長
の存在なくして語れない。小林会長も三菱ケミカルＨＤ社長就任から数えて１０年トップの座に
ある。来るべき危機に備え、より高次元の成長戦略を繰り出すためのロングスパンな経営体制を
選択することも必要になってきているのかもしれない。

（おわり）
２ 米シェール石化計画　ＰＥ設備が本格稼働・・・アジア流入は来春以降、物流にネックも

　米国で進められているシェールガス由来の大型石油化学計画が本格稼働を開始している。
なかでも世界市場に最も大きな影響が及ぶとみられるＰＥでは、これまで複数の大型プラントが
立ちあがっている。現時点では米国の好調な内需や価格面から、米国産ＰＥの世界市場への流入
は限定的。米国からの輸出が本格化するのは来夏以降となる見通しだが、物流のボトルネックが
生産活動に影響する可能性も浮上している。
　今年から本格化したシェールガスベースの米国石化プロジェクト。その第一波と言われるのが
２０２０年までに１０００万トンを超えるエチレンと、誘導品として計画されるＰＥとエチレン
グリコールなどだ。シェール由来のＰＥでは、これまでにダウ・デュポンが年産４０万トン、
シェブロンフィリップスが同１００万トンの設備を立ち上げたほか、このほどエクソンモービル
ケミカルが同１３０万トンの生産設備を稼働開始。サソールとイネオスが合弁で進める生産設備
も間もなく稼働する見通し。
　合計９００万トン規模の新増設が予定されているＰＥは、需要地であるアジアで「脅威」と
評されてきたが、現時点での流入は限定的だ。もともと内需が堅調だったところに、米国を
襲ったハリケーンの影響で米国の石化設備の稼働率が低迷し、在庫も大きく減少したことで、
米国内の需要がタイト化し、アジア品との比較でも価格は高値になっており、価格面でアジアに
持ってゆくメリットは少ない状況。
　しかし、価格が落ち着くとみられる来夏以降にはアジアへの流入が本格化する見通し。新増設
９００万トンのうち、６００万トンから最大で８００万トンが輸出され、「その過半が中国を
はじめとするアジアに集中する」と見られる。
　生産が右肩上がりで拡大する一方で、米国からのＰＥ輸出にとって「物流」がアキレス腱となる
可能性も浮上してきた。増産計画が集中するヒューストンエリアの港はもともと輸出過多のうえ、
水深が浅いため大型貨物船の寄港が難しいというし、パナマ運河では超大型コンテナ船の通行が
難しい等の問題があり物流ボトルネックの解消には至っていない。そのため、メーカーの間では
一部の製品をヒューストから出荷せずに、西海岸のロサンゼルスや東海岸のサウスカロライナ州
まで貨物で輸送し、それぞれの港から輸出する動きも出てきている。輸送コストが上乗せされる
が、「シェール由来のＰＥはそれでも十分なコスト競争力を持つ」という。メーカー各社は、
物流ネックで設備稼働率を落とすよりは、多少の物流コストを負担してでも高い設備稼働率を
維持する意向だ。

９ エチレン　北東アジアで高値圏・・・タイト感持続の見通し
　エチレンは当面高値圏で推移しそうだ。北東アジア市況は足元１トン当たり１２５０～１３００
ドル弱ほど。中国の大型連休後は小幅に弱含んでいるものの、６月の底値に比べ３５％前後高い。
市況は調整局面にあるが、タイト感は継続する見通し。大きく値崩れしないまま日系クラッカー
の定修年を迎える可能性が出てきた。



　北東アジアのエチレン需給は、夏以降タイト基調を継いでいる。５～６月は中東などからの
域外品の流入により需給バランスは比較的緩んだが、域外品が減少した７月以降に引き締まり
だした。８月にシェルがオランダ工場の設備火災に伴いエチレン供給などのフォースマジュール
を宣言し、欧州需給がタイト化し、中東品が欧州に向かい更に入りづらくなった。８月末には
ハリケーンの上陸によって米国の石化設備が停止し、誘導品を輸入している中国では足元も在庫
が低水準で推移しており、先高観から市況が一時上昇、エチレンも連れ高となっている。９月に
台湾でクラッカーの定修があったことも需給のタイト化に影響したとみられる。ＰＥでは原料価格
が製品価格を上回る逆ザヤ状態が生じたことで、中国の連休前まではＰＥを減産してスポットで
生エチレンを売るメーカーもあったもよう。
　エチレンと原料ナフサのスプレッドは１トン当たり７００ドル強と高水準にある。域内では
韓国・ＫＰＩＣの３０万トン増強分が稼働を始めたが、今のところ市況への影響は薄い。ポリオレ
フィンやスチレンモノマーといった誘導品の設備稼働率がいぜん高いことから、エチレンのタイト
バランスは当面続きそう。来年は日本勢や韓国勢のクラッカー定修が集中しており、秋頃まで
高値が続くとの見方もある。

１１ 経産省調査　中小企業の６６％賃上げ・・・優秀な人材確保が狙い、非正規社員は３７％
　経産省が行った今年度の「中小企業の雇用状況に関する調査」によるもので、３万社に調査票
を送り８３１０社から得た回答に基づき分析した結果、正社員の賃上げを行った中小企業の割合
は６６．１％と昨年度より７．１ポイント高くなった。非正規社員に関しても昨年度より３．６
ポイント高い３６．５％の企業が賃上げしたと回答。賃上げを行った理由としては、「人材の
採用・従業員の引き留めの必要性」がトップであった。良い人材の獲得・定着のために賃金を
上げる重要性がより高まっているといえる。
　一方大企業に関しては、東証１部上場企業２００１社のうち返事があった３６４社を集計した
結果、８９．７％が賃上げを行った。非正規社員の処遇改善も進み、５１．４％の企業で月給を
引き上げたことに加え、７６．５％の企業で正規社員への転換も実施した。
　このほか「働き方改革」の一環として、多様化につながる仕組みの導入も積極化。最も多かっ
たのが６８．６％の企業で取り入れた時短勤務制度で、テレワークや在宅勤務制度が４６．８％
とこれに続く。

１２ 石連会長会見　需給改善に「手応え」・・・油価、年末に６０ドルも
　石連の木村康会長は２６日都内で定例の記者会見を開いた。足元で１バーレル当たり５５ドル
を挟んだ展開が続くドバイ原油価格の状況について、１１月のＯＰＥＣの定時総会で協調減産や
追加減産が決められる観測が強いことが堅調な市況につながっていると分析。９月の減産の遵守
率がＯＰＥＣ諸国、非ＯＰＥＣ諸国とも高いレベルにあることもあり、「当面は５５ドル、年末
に向けて６０ドルに向かってゆく」との従来の予測を繰り返した。

１２ 三菱ケミカルＨＤ　通期純利益を上方修正、ＭＭＡ高騰など反映
　三菱ケミカルＨＤは２６日、２０１８年３月期の純利益予想（国際会計基準）を従来予想比
３１．４％増の１８００億円（前期比１５．１％増）に上方修正した。日本基準時の決算を含め
ると１０期ぶりに過去最高を更新する見通し。同期の売上収益は同１．４％増の３兆７０００
億円（同９．５％増）。ポリプロピレンプラントの設備停止の影響約５０億円、「ヘルスケア」
部門の技術料収入減少と研究開発費で１００億円の減益要因があるものの、ケミカルズ、機能
商品の好調が補い、大幅増益となる見通し。
　同時に１７年４～９月期業績予想についても、売上収益を同０．２％増の１兆８０４０億円、
営業利益を同２１．７％増の１８５０億円、純利益を同３５．１％増の１０００億円に上方修正
した。


