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　１１月６日（月）
１ 京葉コンビナート規制緩和検討会議・・ＩｏＴ現場導入　国に要望、法制度、時代に合わず

　千葉県のコンビナートに立地する企業がプラント現場でのＩｏＴ技術の導入に向けた規制
緩和を国に要望する。千葉県の「京葉臨海コンビナート規制緩和検討会議」の枠組を活用。
　各社で生じた課題を集約し問題点を洗い出していく。経産省とも連携し、必要となる是正
措置を国に求めていく。
　一部工場では試験的なＩｏＴ技術の導入に着手しているが、多くの問題が浮上している。
タブレットをプラントの現場で使う際には防爆対応が必須。プラント稼働中であればドローン
による上空からの撮影やデータ収集はできない。規制措置を所管する省庁が厚労省、消防庁等
多岐に及んでいることから、経産省とも協力しながら各方面への働きかけも強めていく。

１ 三菱ケミカルＨＤ　９月中間決算・・・営業益２ケタ増
　三菱ケミカルＨＤの２０１７年９月中間決算は、非経常的な損益を除いたコア営業利益が
前年同期比４１％増の１９２２億円、営業利益が同５４．４％増の１８５３億円となった。
損益分の約６割を稼いだＭＭＡを中心に「ケミカルズ」部門の３事業が利益を牽引した。
　全体の売上収益は同１３．８％増の１兆８０４７億円。化学３社統合のコスト削減効果が
６６億円あったほか、前期は損に働いた為替の影響は益側に転じた。純利益は１００４億円と
同２６．９％増えた。
　中間時点の好況が下期も続くとみて１８年３月期業績を先頃上方修正した。売上収益は同
９．６％増の３兆７０００億円、コア営業利益は同１８．７％増の３６５０億円、営業利益は
同２８．４％増の３４５０億円、純利益は同１５．２％増の１８００臆円の見通し。

２ 社説・・・さらに生産性高める米シェール鉱区
　技術革新を背景に米国でシェール層から採掘される非在来型ガス・オイルの生産性が一段と
向上している。ＩｏＴやビッグデータを取り入れた地質調査や精度向上により、１つの掘削装
置（リグ）から生産される資源量は、この３年で約３倍に向上している。生産コストも大幅に
下がっている。生産性向上は可採埋蔵量の増加を意味しており、原油価格の動向や、再生可能
エネルギーの普及スピード等に影響を与えそうだ。
　米国シェール３大鉱区の一つ、イーグルフォードを拠点にシェールガス採掘する生産会社は、
現在、同じ量のシェールガス・オイルを生産するのに必要なリグ数が、２０１４年当時と比べ
３分の１に減ったという。日系大手商社によれば、バッケン鉱区やバーミヤン鉱区でも生産性
の向上は進んでいるという。
　近年、各種センサーで収集したデータを地質学者が解析し、シェール層で生産性の高い箇所
を高精度で特定したり、シェール層から効率的にガス・流体を採取する技術が進化してきた。
更に蓄積データを人工知能に学習させ、最適な掘削方法を機械学習させる等ビッグデータの活
用もあり、１リグ当たりの生産量が増大している。
　生産コスト削減も進展し「鉱区によっては原油価格１バレル３０㌦でも採算が合うケースも
出てきた」。この結果、シェールガス・オイルの可採埋蔵量は刻々と増大を続けており、一部
では「無尽蔵」とも表現されるほどだ。
　このことは、長期に亘り原油価格の低水準での推移を示唆し、資源輸出に依存している産油
国の経済には打撃となろう。加えて太陽光、風力、バイオマス等の再生可能エネルギーが、
化石燃料に対してコスト競争力を持つまでの期間を延長させる。つまりは再生可能エネの
普及スピードにも影響を与えかねない。
　シェール層から産出される天然ガス（ＬＮＧ）は、石油や石炭に比べて燃焼時のＣＯ２
排出量や窒素酸化物の発生が少ない。硫黄酸化物にいたってはゼロだ。このため化石燃料の
中ではクリーンエネルギーとも位置付けられている。モビリテイー等を含めた広範な分野で、
予想以上に存在感が高まる可能性もありそうだ。

７ 第３回日中化学産業会議・・・持続的発展へ多角的に議論
　日中の石油化学関係者が集まる「日中化学産業会議」が１０月１１、１２日の両日、都内
　で開催され、両国が抱える課題や協力関係のあり方等を議論した。化学産業の持続可能な
　発展に何をすべきか。環境問題、化学物質管理、海洋プラスチック問題、通商課題など、
　幅広い視点で意見を交わした。

　日本化学工業協会会長　石飛　修氏：ＲＣの知見、世界で共有
　中国石油・化学工業連合会（ＣＰＣＩＦ）副会長　傳　向升氏：大国と強国　相互補完を

　石油化学産業の現状と方向性について
中国石油・化学工業企業院ジェネラルエンジニア　李　君発氏：「分散型」から「集約型」に
　２０２０年までの第１３次５カ年計画における中国石化産業の基本方針について、説明。
化学工業団地の計画的な整備による化学工場の「分散型」から「集約型」への移行を進める

2017/11/10



ことでリスク・安全管理体制を強化するほか、産業クラスターの構築によりイノベーション
の創出、企業間や産業間の連携を加速させると述べた。

石油化学工業協会　専務理事　志村　勝也氏：競争力維持へスピード感
　足元好調な日本の石化産業だが、国際環境が激しく変化する中で、「エチレン設備を中心と
する石化産業の構造改革は引き続き重要」と指摘。国内８カ所ある石化コンビナート内での
更なる連携強化、資本・地域の壁を越えた広域連携といった競争力強化策が今後の検討課題の
一つとした。

　知的財産権保護と化学品貿易について
日本化学工業協会　常務理事　春山　豊氏：両国で制度情報共有化を
日本化学工業協会　常務理事　石井一弥氏：公正な取引で通商円滑に

　環境・ＲＣ活動について
日本化学工業協会　常務理事　永松茂樹氏：低炭素目標前倒しで達成
遼寧奥克化学股份有限公司総裁　朱　建民氏：国境超えた取り組み推進

海洋プラスチック問題について
　日化協の石井氏：「プラスチックの循環利用を推し進め海洋流出の削減につなげている」。
　中国側：「生分解性樹脂の導入の動向に触れつつ、国際的観点から対策を行うべき」と指摘。

１０ 凸版印刷・・・ＩｏＴで現場作業の労務状況分析
　凸版印刷は２日、作業現場向けのＩｏＴ可視化サービスを拡充すると発表した。ブルートウ
ース（ＢＥ）利用のセンサーシステムと監視カメラで作業箇所などを把握するサービスで、
滞留時間や動線等労務状況の分析に対応する。建設・製造分野に展開し、２０１８年度に５億
円の売上高を目指す。ＩｏＴサービス「ＩＤ－Ｗａｔｃｈｙ」を拡充する。
　ＢＥカード端末を携帯・付帯するだけで正確な位置情報を記録し、カメラ映像と合わせて高
度な分析を行う。１０月に開始したＡＩ関連の農水省委託プロジェクト研究による知見と合わ
せ、将来的な労務管理の最適化モデルの検証や管理サービスの開発にもつなげていく。

１１ 経産省・・・産業人材力強化に向け研究会、議論開始
　経産省はきょう６日、産業人材力の強化を目的とした研究会を立ち上げ、社会全体としての
人材の最適配置に向けた議論を開始する。産学関係者ら９人の委員で構成し、座長には学習院
大学の今野浩一郎名誉教授が就く。別途設置している２つの作業部会（ＷＧ）での議論を踏ま
え、提言をまとめる。
　急激な環境変化を前に、持続的な成長を果たすために必要な人材のあり方等を示すことを
目指す。併せて企業が元炎る人材像の明確化も目標に掲げ、企業間などでの人材移動へとつな
げていく。社会人となってからの学び直しといったリカレント教育、転職や兼職、副業等の
円滑化が中心テーマとなる見通し。中小企業での中核人材確保に向けた取り組みに関しては、
既に別のＷＧで議論に着手している。

　１１月７日（火）
９ ごみ焼却発電プラント・・国内ノウハウ生かし、海外で成果

　◆新日鉄住金エンジニアリング・・・欧州・東南アジア拡大に注力
　　高効率・大型プラントに強み、ＳＢＥEGとシナジー発揮
　◆ＪＦＥエンジニアリング・・・新興国捉え営業展開　ミャンマーにストーカ炉完成
　　シンガポール　ガス化溶融炉を受注

　　新日鉄住金エンジニアリングは欧州市場で２０１６年から、世界最大級プラントとなるスウェ
　ーデン案件を含む４件の連続受注。ＪＦＥエンジニアリングは１７年４月、ミャンマー初のごみ
　焼却発電プラントを完成、シンガポールでは、東南アジア初となるシャフト式ガス化溶融炉を
　受注した。
　　新日鉄住金エンジは１４年に独シュタインミュラー・バブコック・エンバイロメント（ＳＢＥ
　NG）を買収し、欧州市場での体制を確立し、大型・高効率発電に対応したストーカ炉技術を手に
　した。東南アジア市場では、ＳＢＥNGのストーカ炉、新日鉄住金エンジのガス化溶融炉という
　２つのソリューションでニーズに応えていく方針。
　　ＪＦＥエンジは、ミャンマーでは同国政府と合弁で鋼構造物製作会社を設立し、また、インド
　に設置したエンジニアリングセンターシンガポールのガス化溶融炉案件に参画するなど、設計・
　調達機能に貢献する。両社は、国内で豊富な民営化案件の実績があり、アジア各国はごみ焼却
　プラントの運営実績に乏しい。今後高まる官民連携（ＰＰＰ）案件へ積極的に対応していく。

廃棄物発電設備の国内市場は、日量処理能力ベースで年間３０００㌧需要といわれている。
しかし、２０００年前後にダイオキシン対策を目的に改造されたプラントが更新期を迎えて
いるため、２０年頃まで同４０００～５０００㌧ペースの需要が続くと予想される。
自治体の要望に沿った多様なソリューション提案により、国内の更新需要にも対応していく。

１１ 帝国データバンク・・・製造業の景況感、過去最高を更新
　帝国データバンクが発表した景気動向調査（全国　１０月調査）によると、１０月の景気
ＤＩは前月比０．７ポイント増の４９．１となり、５カ月連続で改善した。また、「製造」が



９カ月連続で改善し過去最高を更新した。
　為替レートが１ドル＝１１０円台で安定する中、世界経済の回復を受けて機械、電子部品の
輸出が好調なこと、旺盛な建設投資などを背景に「機械製造」「化学品製造」「鉄鋼・非鉄・
鉱業」の３業種も過去最高を更新。訪日外国人客の消費拡大や、急激な気温低下から季節商材
が好調だったことも景況化を押し上げた。国内景気は、好調な輸出や旺盛な建設投資などから
過去最高を記録した製造業がけん引する形で、回復が続いた。
　今後についても、国内景気は好調な外需に加え内需の持ち直しを加わっていくと予想される。
輸出は世界経済の回復からＩＴ関連を中心に、今後も増加基調で推移するとみられる。設備
投資は、企業収益の改善や省力化需要の増加を背景に堅調に推移し、個人消費は雇用・所得
環境等の改善を通じて緩やかに持ち直していくことが見込まれる。

１２ ＮＥＤＯセミナー：「生分解性」普及に社会の後押し必要　三菱ケミカル、バイオ樹脂紹介
　１日、新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）がバイオマスに関するセミナーを
開催し、三菱ケミカルの漆坂雅弘サステイナブルリソース事業部企画管理グループマネジャー
が基調講演を行った。
「三菱ケミカルのバイオ活用ビジネス」と題し、バイオポリブチレンサクシネート（ＰＢＳ）、
バイオポリカーボネート（ＰＣ）系樹脂「デユラビオ」の２つのバイオ樹脂を紹介した。
　同社は、石化由来のＰＢＳからコハク酸を原料とするバイオＰＢＳに切り替え、２０１６年
にタイに年産２万㌧設備を完工。バイオＰＢＳはポリブチレンアジペートテレフタレート（Ｐ
ＢＡＴ）やポリ乳酸（ＰＬＡ）に比べ生分解性が高い。一方透明性で劣る等の特徴を持つ。
　性能にあった分野で市場開拓を進め、日本では農業用マルチフィルム、欧州ではコンポスト
バッグなどの普及が進む。近年欧米で拡大するのがコーヒーカプセル用途。ＰＬＡの改質剤と
して需要が伸びているという。また、紙コップのポリエチレンラミネート代替の需要もあり、
「カプセルや紙コップなどごみの生分解、リサイクルが評価されている。
ポリエチレンよりも柔軟性に優れる特徴を生かし「最終的にはＰＥ代替」を目指す。「価格は
ＰＥの何倍も高くいかにバイオマスの価値を認めてもらうかが重要」と話す。
　デユラビオは「アクリルとＰＣのいいとこ取り」のバイオ樹脂。且つ、バイオ原料でしか
生産できない点に価値がある。塗装レスの自動車内装部品やデイスプレイで採用が進む。今後
は殺菌性を生かしたメデイカル分野、光学特性による自動車内の導光板用途へ展開を図る。
　最後にバイオ活用ビジネスの難しさにも言及し、「官民を挙げてバイオ事業に取り組む海外
勢と、一私企業が伍していくには体力的に限界がある。アカデミックの研究成果を企業がより
活用できる仕組みづくり、また日本では「生分解性」への関心が薄いため、イベントでのアピ
ールや生分解性が生きるコンポスト等のインフラ整備に期待していると述べた。

　１１月８日（水）
１ 化学大手　９月期中間決算：空前の好決算、全社が過去最高利益、市況高、高機能品も堅調

　化学大手の２０１７年９月中間決算は全社が純利益ベースで過去最高を記録した。
ＭＭＡやＡＮ、ウレタン原料、クロルアルカリ製品等汎用化学品の市況高の恩恵に加えて、　
世界景気に不安要素が少なく、自動車やスマートフォン、半導体に用いる高機能品も着実に
伸びた。18年3月期通期も全社が最高業績を予想。化学業界の好況は当面続きそうだ。

【化学大手の２０１７年４－９月期業績（上段）、１８年３月期予想】
（単位：億円、％）

１０ ＪＭＡＣが実態調査、製造業のＩｏＴ導入・・・化学、医薬等に遅れ
　日本能率協会コンサルテイング（ＪＭＡＣ）はこのほど、製造業におけるＩｏＴへの取り組
みに関する実態調査結果を公表した。前年度と比べて、今年度はデータ収集等の取り組みを始
めたメーカーが大幅に増加した。業種別では自動車などの輸送用機器などが先行する一方で、
化学、医薬などは検討・導入共に遅れていることが明らかになった。
　３０５社にアンケートを行い、取り組みや解決課題などを調査した。ＩｏＴを導入した企業
が全体の４５％から７６％に増加し、用途別ではセンサーなどを用いて製造装置のデータ収集

売上高 営業利益 経常利益 純利益
前期比 前期比 前期比 前期比

三菱ケミカル
18,047 13.8 1,922 41.0 - - 1,004 26.9
37,000 9.6 3,650 18.7 - - 1,800 15.2

信越化学
6,949 13.4 1,563 28.1 1,602 35.5 1,107 26.6
13,500 9.1 2,680 12.3 2,800 15.6 1,900 8.0

住友化学
10,540 17.1 920 94.7 1,149 127.2 685 256.3
22,100 13.1 1,850 37.7 2,150 29.0 1,200 40.4

旭化成
9,647 8.3 926 30.9 981 40.5 708 33.9
20,000 6.2 1,830 14.9 1,920 19.5 1,400 21.7

東ソー
3,916 16.2 545 31.9 582 59.1 403 62.0
8,000 7.7 1,180 6.1 1,200 6.1 820 8.4

積水化学工業
5,341 3.1 460 5.4 486 21.5 342 31.2
11,140 4.5 1,020 5.7 1,010 10.4 670 10.1

宇部興産
32,710 16.4 226 96.4 237 129.9 157 122.1
6,850 11.1 450 28.7 450 34.9 290 19.9

三井化学
6,208 9.2 482 6.3 499 19.2 381 37.5

730 12.613,000 7.2 1,030 0.8 1,050 8.0



を始めた企業が最多となった。
　業界別では、電気機器や機械などが事業戦略等にＩｏＴを組み入れた高度な取り組みを先行
して推進。一方で、化学や鉄鋼などはセンサー導入や見える化等に止まり、未導入の企業も多
いことが分かった。
　用途別では、課題解決向けでは稼働率の向上、工場などの最適化ではリードタイム短縮を
狙う企業が多かった。高度利用では現製品のサービス拡充を想定する企業が大半を占めた。
　松本賢治ＩＴ経営推進室長・シニアコンサルタントは調査を受けて「ＩｏＴ化が進む一方で、
全体構想や改革シナリオの構築が課題になっている。最適なデータ取得と活用に向け、技術の
見極めや検証が必要だ」としている。

　１１月９日（木）
１ インドネシア化学産業再興へ（上）・・・チャンドラが相次ぎ投資、２５年にエチレン需要倍増

　米コンサルティング大手ネクサントによると、インドネシアのエチレン需要は約１４０万トン
（２０１６年）。２５年には３００万トンと倍増を予測する。ＰＥの内需は１３０万トン、２０
年に１６０万トンに伸びる。しかし経済成長につれてまず需要が伸びるＰＥやＰＰ、ＰＶＣ、
ＰＳの主要４樹脂は国内生産能力が不足しており、合計需要の５割以上を輸入に依存する。背景
には、アジア通貨危機でサプライチェーン構築が途上でストップし、オレフィンや芳香族など
石化基礎原料の投資が長期間実施されなかったことがある。
　丸紅などの出資で８９年に設立されたチャンドラアスリは、９５年にジャワ島西部バンテン州
でナフサ分解炉を立ち上げたが、低稼働に苦しんだ。転機となったのがナフサ分解炉の増強だ。
１５年末にエチレン能力を年８６万トンに増強して以降、経済成長の波に乗って分解炉は高稼働が
続く。１６年下期の稼働率は平均１００％を超え、業績も好転した同社は早速増産投資に乗り出し
た。２０年にかけて分解炉の小幅増強やＰＥ生産設備の増設、ブタジエンおよびＰＰ設備の増強を
実施。その先に見据えるのは、年産１００万トン規模の第２エチレン建設だ。すでに誘導品メー
カーがこれを織込んだ新規投資や増産計画を練っている。
　ただ、チャンドラアスリ以外の基礎化学品投資は先行きが不透明。現地では、基礎化学品分野で
チャンドラに次ぐ大型プレーヤーの出現が待たれている。

２ 社説・・・食品ロス削減　プラ包装材料に期待
　農水省はこのほど「食品ロスの削減につながる容器包装の高機能化事例集」第２版を公表。
進化する包装技術を広く紹介し、食品関連事業者の取り組みを一層促進する狙いがある。
今春の第１版から２５事例を追加・更新し、全７２事例となった。多くの事例に化学素材が何
らかの形で活用されており、とりわけプラスチックの重要な役割が再認識される内容となって
いる。
「食品ロス」の発生量は、日本国内で毎年６００万ﾄﾝ超で、世界の食品援助量の約２倍に相当
し、日本人１人当たりに換算すると茶碗１杯分を毎日廃棄している計算になる。
　世界では毎年約１３億㌧の食糧が廃棄されているという。世界で生産される食糧の３分の１
が廃棄されているわけだ。包装材料に対する品質要求の高さが世界でも屈指とされている日本、
そこで培った技術力や関連業界が一丸となって、更に磨きをかけるべきだろう。
　事例集は、食品ロスの削減につながる容器包装について、食品製造事業者と食品容器製造
事業者から幅広く技術や手法を収集し「鮮度保持」「賞味期限の延長」「小分け・個包装」
「内容物の分離性向上「輸送時の損傷軽減」といった区分を設けて紹介している。第２版では、
開栓後も内容物が外気に触れず高い保存性を実現可能にした二重構造の味噌ボトル、脱酸素
包材を使用した白がゆパウチ、塗装に代わり内面にポリエステルフィルムを貼り合わせること
で耐腐食性を高めた飲料缶、ハイバリアフィルムを使った包装材料等の事例が追加された。

１０ ８月のプラ製品生産・出荷・・・中空成形容器が大幅増加
　経産省のデータをもとに日本プラスチック工業連盟がまとめた統計によると、プラスチック
製品の８月生産は速報ベースで前年同月比３．７％増の４１万８１２６トン。
出荷は、２．７％増の４４万５７８０㌧で、揃って増加傾向を継いだ。
　品目別では、中空成形容器が生産・出荷とも大幅増加となった。

【８月のプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）

100.2
合計

生産 473,723 418,126 103.7
出荷 477,369 445,786 102.7
在庫

47,870 110.6
在庫 35,792 34,486 98.8

415,745 402,520

20,438 20,197 117.9

容器（中空成形）
生産 48,607 44,995 112.0
出荷 50,109

日用品・雑貨
生産 25,308 24,859 110.4
出荷 26,504 26,004 107.4
在庫

出荷 218,892 210,530 102.6
在庫 243,428 235,464 98.4

主な品目 区別 ７月 ８月 前年同月比

フィルム・シート
生産 218,601 195,973 103.3



　１１月１０日（金）
１ インドネシア化学産業再興へ（下）・・・投資意欲高い日系企業

　一部で弱さがみられるものの、インドネシアの耐久消費財や日用品、食品市場は確実に成長を
続けている。自動車や消費財市場の拡大を受け、日系企業の投資意欲も高い。製品需給のタイト化
にともなう既存工場の増強に加え、新規投資も拡大しそうだ。豊富な天然ガスを活用した化学プロ
ジェクトへの関心も高まっている。
　日系企業が設備増設に動くのがＰＥＴだ。三菱ケミカルは、ジャワ島西部バンテン州で高純度
テレフタル酸（ＰＴＡ）からＰＥＴ樹脂、ＰＥＴフィルムまで一貫生産するが、ＰＴＡとＰＥＴ
樹脂はフル稼働が続く。ＰＥＴ樹脂の内需の成長も年率２ケタに迫り、需給はタイトに推移する
見通しなので、増強の検討を始めた。
　同国では１４年に国民皆保険制度が導入された。政府は１９年に全国に普及させる予定で、
医療サービスや医薬品の需要も高まっている。三井物産と藤森工業は１５年に医薬品包装製造の
現地最大手を買収し、順調に売り上げを伸ばしている。同国では通常、錠剤医薬品は外箱に入れず
にＰＴＰシートのまま販売されるため「シートのデザインが売れ筋を左右する」（三井物産）。
生産技術を磨き、年率７～８％の勢いで伸びる製薬市場を支える。東洋紡は、ジャワ島第２の都市
スラバヤに近いシドアルジョ（東ジャワ州）で包材用ＰＥＴフィルムなどの合弁工場を新設する。
稼働開始は１９年の予定で、ＧＤＰ成長率以上の成長が続く食品包装材需要を取り込んで行く。
　インドネシア政府は石炭のほかシェールガスやコールベッドメタンなど、原油以外の非在来型
資源を使う化学産業の育成も目指している。豪州との国境沿いに位置する天然ガスのマセラ鉱区
は国際石油開発帝石が権益を持ち、液化天然ガスプロジェクトも進行している。投資機会を狙う
日系企業の関心も高い。

２ 社説　産業安全で重要性増す「ミドル人材」
　安全の分かる将来の経営者、各企業・事業所の中核となる管理者の育成を目的に、石油化学工業
協会、日本化学工業協会、石油連盟が毎年開催する「産業安全塾」。今年で６年目を迎えた。人材
育成だけでなく、人脈作りにも役立つと業界から高い評価を得ている。同塾を指導する田村昌三
東京大学名誉教授は「ボトムアップとトップダウンをつなぐミドルが重要になる」と指摘しており、
受講生や修了生の活躍が期待されている。
　毎年３団体会員会社の環境安全・保安担当者ら約３０人が受講し、安全文化を考慮した産業安全
や現場力強化への理解を深めている。１コマ２時間、年間１５コマと時間は限られるが「できるだ
け討論の時間を増やすようにしている」（田村名誉教授）ことが塾の特徴。受講生同士、講師との
討論を行うことで理解が深まるだけでなく、企業の壁を超えて相談し合える仲になれるという。
　田村名誉教授は今年３月に発足した「製造業安全対策官民協議会」にもかかわるが、この協議会
で大きな話題となっているのが経営トップの役割。リーダーシップの重要性が示されている。
田村名誉教授も「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」と
強調する。
　今後課題となるのがトップダウンとボトムアップの調和。現場が主体的に安全活動を行うには、
トップの理念に基づいてミドル層が環境や仕組み作りを行わなければスムーズにはいかない。
これを日々の業務のなかで具体的に、どう回していくかを示唆する役割も産業安全塾は担っている
という。受講生を送り込む企業も。そのための仕組みや考え方を広く知り、持ち帰って貰うことを
期待している。
　安全の確保には、経営層の積極的関与、管理職層から現場作業者にいたる各段階の実務教育の
仕組みが不可欠。人材育成は官民協議会の重要なテーマであり、コラボするのもおもしろいだろう。

３ ボレアリス　ベルギーでＰＰ増産へ・・・ＰＤＨから一貫体制
　ボレアリスは欧州でポリオレフィン事業を強化する。その一環として、ベルギーに置くＰＰ
工場の大幅拡張を計画する。今後９ヶ月で事業化調査を行い、来年第４四半期までに投資判断を
下す。２０２０年から２２年前半までに増強分の操業を開始する。ベルギーでは、プロパン脱水素
（ＰＤＨ）による原料プロピレン生産計画も進めており、原料から樹脂までのチェーン展開を
強化する。

３ 上海市　ＶＯＣ「発生源対策」・・・水性品など　ガイドライン作成
　上海市は全国に先駆け溶剤系の塗料や印刷インキなどを用いた際に発生する揮発性有機化合物
（ＶＯＣ）の「発生源対策」に乗り出す。水性または極低ＶＯＣ品の使用を推奨するガイドライン
を作成する。
　上海市はモデル都市として経済政策に加え、国家環境保護部が打ち出す各種環境法規も充実化に
取り組んでいる。ＶＯＣの全国削減に向け国家発展改革委員会、環境保護部、国家エネルギー局
などの各行政部門が合同で「”一三五”揮発性有機物汚染防治工作法案」を取りまとめ全国行政
部門へ通達した。ＶＯＣ汚染の防止強化に向け管理体制を構築、行政レベルで排出源の管理強化
を促す。
　上海市は、ＶＯＣ発生の総量規制などの対策を整備してきたが、「発生源対策を徹底しなければ
大気汚染防止の定常的な維持は困難」とし、市として水製品や極低ＶＯＣ品を推奨するガイドライ
ン作成の乗り出し、切り替えを行政レベルで促す。

７ 昭和パックス　９月中間決算・・・重包装袋が牽引
　昭和パックスの２０１７年９月中間決算は、主力とする重包装袋事業の収益が拡大したことに
より大幅増益となった。売上高は前年同期比３．５％増の１０３億９０００万円、営業利益が
同１３．８％増の６億８５００万円、経常利益は同１６．２％増の７億５２００万円、純利益は
同１５．９％増の４億９８００万円。国内外のグループ企業もおおむね順調に推移した。
　セグメント別では、重包装袋事業の売上高が同３．２％増の６８億１８００万円だった。主力



のクラフト紙袋が化学薬品、合成樹脂、その他鉱産物向けなどを中心に伸びた。フィルム製品の
売上は同３．５％増の１６億６８００万円。産業用、農業用ともに増加した。
　通期は売上高２０５億円、営業利益１２億２６００万円、経常利益１３億３２００万円、純利益
８億９４００万円を見込んでいる。

８ 旭化成　ＰＥを２０円以上値上げ
　旭化成は、１１月２１日出荷分からＰＥ全製品を値上げする。改定幅は１ｋｇ当たり２０円以上
とする。ナフサ価格上昇予想と、物流費上昇、コスト上昇分吸収が困難等が値上げの理由。


