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　１１月１７日（金）
１ 中国初のエタンクラッカー計画　ＳＰケミカルズ、１９年にエチレン７８万トン

米から原料ガス調達
　江蘇省泰興市で進む中国初のエタンクラッカー計画の詳細が明らかになった。建設、運営を
担うシンガポール系のＳＰケミカルズ（新浦化学）の統括管理責任者によると、２０１９年第１
四半期の稼働を予定し、エチレン生産能力は当初計画より２割増の年７８万トンで立ち上げる。
原料はエタン、プロパン各５割の計１１０万トン。エチレンは半量を自社で引取り、残りは周辺
企業へ供給する。原料ガスは米国から調達する。（米企業１社と複数年契約を締結できたとの話）
　計画の総投資額は５５億元（約９００億円）を予定し、「ナフサクラッカーと比べ建設コスト
も低く、エネルギー消費も少ない」と強調した。中国では他にも２社でエタンクラッカー建設の
構想があるが、具体性に乏しいとの声もある。

１ 石化協首脳会見・・・今年は環境に恵まれた年、シェールの影響注視
　石化協の淡輪会長は１６日都内で今年最後の定例会見を開き、「石化業界は高稼働が続き、
スプレッドも高い水準を維持していた。環境に恵まれた年だった」と１年を振り返った。一方で
２０１８年は米国シェール由来の石化新工場の稼働がアジア市場に影響する可能性が指摘されて
おり、「さまざまな要素を注視していかなければならない」と話した。
　石化協首脳陣が今後の環境変化の注目材料に挙げたのが米国シェール由来のエチレン新工場の
稼働と、足元のナフサ価格の上昇。シェール由来のエチレンは１８年初めに２プラントが稼働する
予定。トラブルのあった欧州のエチレン工場が足元では回復し、「石化の需給バランスがタイト
からウェル（均衡）の状態に移りつつある」（淡輪会長）。ここに新工場が稼働すればさらに
需給が緩みかねない状況にある。今年はオレフィンなど川上の石化製品だけでなく誘導品もナフサ
価格の低位安定の恩恵を受けていたが、足元ナフサは６００ドル前後に高騰。「原油・ナフサ価格
の動向によっては誘導品メーカーがかなり苦しい立場に置かれるかもしれない」と池田副会長が
話した。

２ 社説　持続的成長に向けて「革新性」の追求を
　２０１７年４～９月期決算では化学企業が軒並み収益を拡大させ、その多くが過去最高益を
更新した。背景にあるのは円安や製品市況の好転などだ。事業環境の恩恵が大きい故の化学産業
の活況であり、自社が高収益体質にあるのか、再確認する必要があるだろう。収益体質の強化
にはとりわけオリジナリティのある新製品・新事業の創出が大きく左右する。
　日本能率協会が企業経営者を対象に実施した調査結果によると、現在の経営課題は「収益性の
向上」が４２．１％でトップを占めた。前年比２．４ポイント減少しているものの、２年連続の
１位だった。２位以下は「売り上げ・シェア拡大」「人材の強化」「新製品・新サービス・新事
業の開発」などと続く。
　調査では新事業開発に関しても聞いている。このなかで現状について、成果が「出ている」と
「ある程度出ている」企業は合わせて４６．６％。反対に成果が「出ていない」「あまり出て
いない」企業は４１．５％と拮抗している。一方、３～５年後には新事業の成果が出ることに
「自信がある」「やや自信がある」企業は５１．３％と半数以上を占めた。とくに現状で成果が
出ている企業が６．２％にもかかわらず、１６．３％は今後成果が出ることに自信をみせた。
新事業が成り立つには、やはり時間を要するようだ。
　新事業開発の投資可否を決める際の基準については「市場の成長性が見込めること」が７１．２
％で最多。次いで「収益の柱となる事業性があること」「長期的に自社の競争優位性が確保でき
ること」「想定範囲内の投資規模であること」と続く。これに対し調査報告では、あらかじめ
数字が見込める既存領域・周辺領域に投資する傾向がみられると指摘。一方で「予測困難な不確実
性があえて存在すること」という革新領域に適した基準を設ける企業は２．１％に過ぎなかった。
　持続成長に向けて収益基盤を構築するには新製品・新事業の継続的な創出が欠かせない。自社の
周辺領域に新たな事業の芽を見つけることは、蓄積した技術やノウハウを効率良く生かすために
重要だろう。しかし、ほとんどの企業が設定する成長分野はライフサイエンス、エネルギー、
情報電子などであり、このなかで独自性を極めるのは並大抵のことではない。日本の化学産業が
グローバル競争のなかで成長し続けるには、蓄積技術を生かしながら革新性を追い求める姿勢が
問われてくる。

２ タイ・プラスパック　印プラ容器大手買収・・・海外展開の橋頭堡に
　タイ大手プラスチック包装容器メーカーのタイ・プラスパックは、インドのサンライズ・コン
テイナー（サンライズ）を子会社化する。２０１８年第２四半期にサンライズの株式８割を取得
する予定で、取得額は２２億バーツ（約７５億円）程度を持込む。買収によってインドに進出し
旺盛な需要を獲得する。
　子会社化するサンライズは、インドのプラスチック包装容器業界で第３位の地位にある。１４年
からは利益が年率３０％で拡大しているが、「同族企業であるサンライズの経営者が考えた持続的
成長のための戦略と、タイ国内だけでなくグローバル展開による事業拡大を目指すタイ・プラス
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パックの狙いが合致し今回合意に至った」という。タイ・プラスパックは、１９８３年に設立し、
８７年からプラスチック包装容器の生産を開始した。現在は３工場を有し合計生産能力は２万トン。
幅広く顧客を獲得し、販売を伸ばしているが、タイ国内販売が９割を占める。
　インドの日用消費財市場は２０年まで成長率が１５～２０％と想定されている。人口増や所得
水準の向上、ｅコマース市場の拡大で中・長期的にもプラスチック容器包装の需要は増加が期待
できる。タイ・プラスパックは成長するインド需要を取り込みグローバル化を一気に加速する。

７ １～９月ＰＥ袋輸入・・・２年連続４０万トン超え
　財務省貿易統計によると、ＰＥ袋の１～９月の輸入数量が前年同期に続き４０万トンを超えた。
国別シェアで最大の中国からの製品が減少基調で推移する一方で、価格競争力で優位なベトナム
からの輸入が引き続き高い伸びを示した。通年でも過去最高となった２０１６年並みの水準が
見込まれる。
　総輸入数量は１．８％増の４０万８３７９トンに対して、中国品は４．８％減の１７万２４３８
トン、ベトナムは２５．１％増の８万２０９８トンで国別シェアでは中国に続いて２位。

１６ １０月ＰＥ生産増、出荷はＨＤＰＥ減、ＬＤＰＥ・ＰＰは横這い
　石油化学工業協会が１６日発表した１０月の主要石化製品の出荷は、ＨＤＰＥが前年に比べ
４％減少し、ＬＤＰＥ・ＰＰは横這いであった。堅調な国内需要に製品を振り向けているほか、
１８年に定修が予定されていることから、輸出を絞って在庫を積み上げている。
　生産はＨＤＰＥ、ＬＤＰＥとも前年同月を上回ったが、ＰＰはＪＰＰ鹿島の停止の影響で減少。　　
　エチレンの生産量は５４万６０００トンと同５．１％増加した。平均稼働率は９７．８％と
対前月で２．３ポイント上昇。４７ヶ月連続で９０％超。実質９５％超えは１５年１１月以降
２年連続。

２０１７年１０月のＰＥ、ＰＰ生産・出荷・在庫実績 （単位：千トン、％）
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　１１月２０日（月）
２ 社説・・・歴史ある企業の変化追い求める姿勢

　医薬・化学企業として世界で最も長い歴史を持つ独メルク。変化を通して成長を続けてきた
企業である。ルーツは１６６８年、フリードリッヒ・ヤコブ・メルクがダルムシュタットの
Ｅｎｇｅｌ－Ａｐｏｔｈｅｋｅ（エンゲル・アポテーケ＝天使薬局）を取得した時に遡る。
１８２７年にはハインリッヒ・エマニュエル・メルクがアルカロイド類、植物抽出物の生産を
工業規模で開始した。来年、創業から３５０年を迎える。歴史ある同社の経営執行委員会委員
であるカイ・ベックマン氏は「メルクは最も古いスタートアップカンパニー」と言い切る。
歴史を誇る一方、変化を追及して医薬・化学産業をリードしてきたとの自負がうかがえる。
　かつて同社の経営執行役員会会長を務めたカールールドウィック・クライ氏は本紙との会見
で「顧客が何を求めるかを第一に考え、顧客のニーズに対する答えを見出す」ことがメルクの
遺伝子と語った。これが、変化への源泉にもなったと思う。
　２０１５年７月１日にデユポンから分離・独立した米国のケマーズ（Ｃｈｅｍｏｕｒｓ）。
「Ｃｈｅｍ」は化学（ｃｈｅｍｉｓｔｒｙのｃｈｅｍ）であり、「ｏｕｒｓ」は同社と顧客を
含む私たち（ｏｕｒｓ）を表している。常に顧客と共にあり続ける姿勢を示す社名である。
同社のマーク・ヴェルグナーノ社長・ＣＥＯは同年８月の本紙との会見で、２００年を超える
歴史を有するデユポンから独立して事業を展開することから「他の発足間もないスタートアッ
プカンパニーにはない強みを持って、事業を開始した」と強調した。
　その強みとはフッ素製品や酸化チタンのシェアであり「テフロン」「フレオン」「オプテオ
ン」「タイピュア」といったブランドの力だ。
　一方で顧客中心主義を企業文化の一つにすることや、起業家精神を持った集団になること等
変化を重要なテーマとする考えも合わせて表明した。
　３５０年に近い歴史を紡いで来たメルク。現社名では２年半ほどの事業展開ながら、起源を
たどれば２００年を超える歴史を持つケマーズ。歴史を誇り、企業理念を堅持しつつ変化を
続ける姿勢は、多くの企業の指針にもなっていくだろう。

３ 三井化学のＰＰコンパウンド・・・「モビリテイ」で世界リード
　三井化学は、成長領域の一つに「モビリテイ」を掲げ、経営資源を集中投下している。特に
ＰＰコンパウンド事業は、世界シェア２０％に相当する年１００万ﾄﾝを供給するまでに成長。
米ライオンデルバセルと双璧のリーデイングサプライヤーの地位にある。佐藤幸一郎執行役員
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モビリテイ事業本部副本部長は「今の地位を獲得できたのは米国での成功が大きかった。現地
完結型の事業とすることでデトロイト３（Ｄ３）等非日系ＯＥＭ向けにも実績を築いた。
グローバルな供給力、規模のメリットを生かしたコスト競争力、他社の追随を許さない開発力
等が需要家に高く評価されている。モビリテイの変化とともに、ますます高まる軽量化、無塗
装化、部品点数削減等のニーズを捉え、ベストマッチングの材料を提案するソリューションビ
ジネスを展開していく」と語る。
　ＰＰコンパウンドは汎用樹脂であるＰＰの各種物性を高めたり、着色したりすることを目的
に、他の材料（組成物）をブレンドし二軸押出機で混錬・押出した複合材料。自動車の内外装
用材料としては、耐衝撃性や靭性を高めるゴム・エラストマー、強度を高めるフィラー（タル
ク、カーボンブラック、炭酸カルシウム他）、着色材（ピグメント）等がブレンドされる。
　ＰＰそれ自体、合成樹脂の中で最も軽量で成形性に優れた材料で、更に耐熱性や成形性にも
優れ、強度、耐性も高いなど抜群のコストパフォーマンスを持つ材料である。コンパウンドす
ることで必要な物性を一段と高めることが可能となり、工業用材料としてのＰＰの使用分野を
大幅に拡大してきた歴史がある。
　三井化学のＰＰコンパウンドにおける新たな挑戦の一つが、欧州市場開拓だ。「日系、米系
と拡大してきたので次の一手としては欧州だ。マーケットは大きく、伸び代もある」。欧州
市場でのＰＰコンパウンド供給は現地コンパウンダーへの委託で対応しているが、自社の製造
拠点設置について１７年度内にも決断する考え。将来は欧州でも自己完結型のビジネスモデル
を目指していく」。

　

６ トーヨーカラー・・・プラ着色剤、フロスト調ボトル簡便に、既存金型でＯＫ
　トーヨーカラーは、プラスチック着色剤で新規用途を開拓する。ポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）に配合して、ブロー成形により磨りガラスのようなフロスト調のボトルを成形で
きるグレードを開発した。従来の金型でフロスト調を実現するため、新たに専用の金型を起こ
す費用を抑えられる。同社ではボトルの意匠を簡便に高められる着色剤として訴求し、用途を
限定せず幅広い分野に展開していきたい考え。
　プラスチック着色剤の汎用品は価格勝負になりやすいため、同社では付加価値の高い意匠デ
ザインを可能とする着色剤の開発に力を注いでいる。ポリマーアロイ型のグレードは、マトリ
ックス樹脂とドメイン樹脂の界面の屈折率差による光干渉を利用し、透明樹脂に絹のような
光輝度を付与できる。対象樹脂はＰＥＴをはじめＰＥ、ＰＰ、ＰＣで、今年に入り始めて本格
採用されている。

１２ ９月エチレン換算輸出入・・・輸出３０％増の１９万㌧
　経産省が１７日発表したエチレン換算輸出入実績によると、２０１７年９月の輸出は前年同
月比３０．２％増の１９万１００㌧となった。生エチレンやＰＶＣ、ＳＭ等の輸出が増えた。
中国を中心にアジアの石化製品の需要が堅調に推移している。輸入は５万９４００㌧と同２２．
６％減少した。主要品目ではＨＤＰＥ、二塩化エチレンを除いて軒並み前年を下回った。
　輸出から輸入を差し引いた出超幅は１３万７００㌧と同８８．６％増加した。
　１７年７－９月期の実績は輸出が前年同期比１６％増の５５万２３４９㌧。輸入は同１．５
％減の２１万１６１０㌧。国内設備はフル操業だが、メーカー各社は来年の大型定修を控えて、
在庫を積み上げる準備を進めており、顧客企業では海外から製品を調達する動きが広がってい
る。

　１１月２１日（火）
１ 日立製作所　デジタルモノづくり「協創」・・世界の製造装置つなぐ　化学等装置産業にも

　日立製作所は米ＩＣＴ（情報通信技術）子会社が世界中の製造装置をインターネットで接続
し、モノづくりのデジタル化をグローバルに進めようとしている。日立の東原敏昭社長自らが
旗を振るＩｏＴ基盤「Ｌｕｍａｄａ（ルマーダ）」戦略の一環であり、やがてはルマーダを
インターネットのような存在にしようとしている。



　ユーザーとの「協創」を通し、着々と企業のデジタル化を進める日立は、米マイクロソフト
等から集めた人材を核に素材業界にも導入実績を積み上げている。
　日立製作所は９月、米サンタクララ（カルフォルニア州）にデジタル化を推進する「日立
ヴァンタラ」を発足した。ストレージ装置の日立データシステムズ（ＨＤＳ）と、ＨＤＳ子会
社でデータ分析を行うペンタホを統合した新会社で従業員数７０００人の大所帯。工場の運営
技術（ＯＴ）とＩＣＴを組み合わせたルマーダの推進組織である。
　工場全体が「アバター（仮想的な分身）」として働く。鉄道の異常振動を制御するにしても
人に代わってアバターが自動的に対応する。実際、英国での鉄道運行管理には数千個のセンサ
ーから集めたデータを駆使しているという。化学業界では、材料の欠陥発見まで行っているダ
イセルとは、主要業績評価指標（ＫＰＩ）の可視化ツールを開発した。作業員の逸脱動作や
設備不具合の予兆を検知する画像解析システムを通して収集してきたデータを最大限活用し、
迅速な意思決定を目指す。製鉄所では、多品種を生産するため段取り替えが稼働率を左右する。
熟練工が減っているという課題があることから、ＩｏＴ化に解決策を求めている。
収集したデータを分析することであらかじめ不具合の起きる時期を予測し、適切な時期にメン
テナンスを行うようにすれば時間とコストの無駄を省けるという。

８ 日本ポリエチレン・・・ＰＥを２０円以上値上げ
　日本ポリエチレンは、１２月１５日納入分からＰＥの全製品を値上げする。改定幅は１キロ
グラム当たり２０円以上。原油価格がＯＰＥＣと非ＯＰＥＣ諸国による協調減産や中東の地政
学的リスクによって上昇基調にあるうえ、国産ナフサ基準価格は油価に加えて、域内の堅調な
需要や円安により第４四半期から急騰している。
　来年第１四半期は１キロリットル当たり４万８０００円を超える見込み。これまでコスト削
減に努めてきたが、急激な原燃料コスト上昇分を自助努力のみで吸収することは困難と判断。

１２ 新社長に聞く　ジェイフィルム　五十嵐　猛　氏
　機能品軸に規模・利益追求

■・・・抱負を聞かせて下さい。
「２０１２年に傘下に入った旧三菱樹脂の姥貝卓美社長（当時）の口癖は『儲けなければ発言
権なし』だった。あれから５年、汎用品から機能品に比重を移し構造改革を断行した結果、
１６年度は過去最高益を達成した。きっちりと利益を出すという大方針は変えない。付加価値
の高い製品を開発し続け、機能品主体にシフトする」
「一方で構造改革を進める中、社員に負担を強いてきた面もある。得た利益は社員に還元し、
一人ひとりが働き甲斐があると思える会社にしたい」
■・・・国内フィルム市場を取り巻く環境は。
「当社は食品業界向けが２～３割あり、残りは産業用途やメデイカル向けなど。食品向けは中
食化や個包装化などを背景に包装材の需要は堅調に推移している。消費期限の延長や開封しや
すい包装材などニーズは高まるばかりだ」
■・・・構造改革はどのようなものでしたか。
「フィリピン拠点で手掛けていたレジ袋、規格袋向けの汎用インフレーションフィルム工場を
昨年度までに停止し、国内同業のＯＥＭに切り替えた。同国のもう一つの工場では、高機能品
と位置付ける「タフレンワダパック」（極薄連続袋）を生産し、日本へ供給していく」
■・・・今後どのような機能品を伸ばしますか。
「一つはピーラブルシールフィルムの『ＶＭＸフィルム』。コーヒー容器やリンジ注射の包装
材に採用された。成田工場で１３年に増設し、順調に稼働も上がってきていることから、次の
増強も検討している」
「もう一つはラミネート事業。親会社の三菱ケミカルのガスバリアフィルムやシーラントを使
い顧客企業に提案する『出口戦略』の役割も担う。開発要員を増やし、親会社とも技術交流を
進めながら新製品を提案していく」
■・・・他社との協業やＭ＆Ａの考え方は。
「フィルムのコンバーテイングは印刷、ラミネート、スリット、梱包等生産工程は多岐に亘る。
全てを自社で手掛けているわけではなく、協力業者と連携している部分も多い。協業の仕組み
を活用すれば、必要最小限の投資で生産能力を大きく変えられる。協業戦略の延長線上として、
Ｍ＆Ａも考えられる」
■・・・中期の業績目標は。
「１６年度の営業利益率は５．３％と２０年度目標をすでにクリアーしたが、原料が値上がり
した今年度は４．０％で予算を組んだ。原料動向にかかわらず常に５％を実現できる利益体質
を目指し、同時に規模も拡大する。２０年度の売上高目標は３００臆円強を掲げている。

　１１月２２日（水）
１ 成城大准教授　平野　創　氏・・・エチレン設備　Ｓ＆Ｂ必要　増大する“５０年選手”

　内需賄えなくなる可能性を指摘
　間もなく国内エチレン設備が不足する時代がやってくる―。こんな見方が一部有識者の間で
浮上している。背景にあるのは設備の老朽化で、２０２０年過ぎには国内に残るクラッカーの
半数が経年５０年以上を迎える。将来、内需さえ賄えなくなる恐れがあることから、成城大学
の平野創准教授は、「国際競争力の観点からも、新設の可能性を探るべきだ」と指摘する。
　現状、設備稼働率は高稼働だが、中期的視点にたつと直面する課題として、①設備老朽化
・過小化　②構成企業の撤退　③人材の確保―３点を挙げる。とりわけ２２年には設備寿命の
一つの指標となる“５０年選手”が半分以上を占めるため、経産省がリスクシナリオで示した
２０年で４７０万ﾄﾝ、３０年で３１０万ﾄﾝという内需を「５０年以下の“若手”設備で満たす



こともできなくなってしまう」と警鐘を鳴らす。
　そこで提唱するのが、既存設備のＳ＆Ｂだ。競争力の強化とコンビナートの再構築が可能に
なる。また、１事業所当たりの生産規模の拡大による、誘導品も含めたスケールメリットの
発揮が期待できる。
　コンビナートでの企業間連携は引き続き大切としたうえで、海外との競争に伍していくには
「最終的にＳ＆Ｂが必須」と分析する。政策的な後押しの重要性も説き「設備廃棄に加えて、
更新に対するインセンテイブや税制優遇を設けることが欠かせない」とする。５０年を超す
クラッカーが大半となる時期を目前に控えるなか「好況に沸く今だからこそ、具体策の検討に
チル係るべきだ」と話す。

２ イネオス・・・中国にエタン供給　２０１９年からＳＰケミカルズ向け
　イネオスはこのほどＳＰケミカルズと米国産エタンの長期供給契約を締結した。２０１９年
からＳＰケミカルズが中国で新設するエタンクラッカー向けに供給を開始する。イネオスは
１６年から欧州向けに米国産エタンの輸出を開始しているが、中国向けは初のケースとなる。
　今回の合意に基づき、両者は大型エタン専用船を中国で建設する。運搬能力は９万５０００
立方メートルを想定し、運航はデンマークの船会社が担当する。ＳＰケミカルズは江蘇省泰興
市にエタンクラッカーを建設しており、原料の一部としてイネオスからエタンを受給する。

１１ ＰＥＴボトルリサイクル率８４％・・・１６年度実績　推進協まとめ
　出荷増もＣＯ２排出抑制

　ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会（森泰治会長）は、２０１６年度実績などをまとめた
「ＰＥＴボトルリサイクル年次報告書２０１７」を発刊した。１６年度の指定ＰＥＴボトル全体
の軽量化率は２３．０％、リサイクル率は８３．９％。２０年度までに３Ｒ推進のための第３
次自主行動計画目標である軽量化率２５％、リサイクル率８５％以上の維持（いずれも０４年
度比）を目指す。

　ＰＥＴボトルの出荷本数は、０４年度の１４８億本が１６年度は２７２億本と約１．５倍に
増加しているのに対して、ライフサイクルにおけるＣＯ２排出量は１．０３倍に抑制された。
　１６年度の指定ＰＥＴボトル販売量は５９万６０００㌧、回収量は６５万２０００㌧、この
うち海外向け回収量が２９万８０００㌧、国内向け回収量は３５万４０００㌧で、リサイクル
量は５０万ﾄﾝ、海外再資源化量が２２万１０００㌧、国内再資源化量が２７万９０００㌧。

　市町村で分別収集されたＰＥＴボトルの内、独自処理量は９万１０００㌧、指定法人である
日本容器包装リサイクル協会への引渡量は１９万５０００㌧。

　リサイクルの用途は、ボトルＴＯボトルが５万７５００㌧、シートが１１万４００㌧、繊維
が６万５８００㌧、成形品が５４００㌧。
　１５年度のデータに基づき、ＰＥＴボトルリサイクルの環境負荷低減効果をライフサイクル
アセスメントで定量的に評価したところ、リサイクルしなかった場合のＣＯ２総排出量は４３
万１１００㌧に対して、リサイクルをした場合のＣＯ２総排出量は２１万３７００㌧で、環境
負荷は４９．６％に低減されている。

１１ 資源エネルギー庁・・・最終エネ消費量　１６年度１％減少
　資源エネルギー庁のエネルギー需給実績（速報値）によると、２０１６年度の最終エネルギ
ー消費量は１万３６２２ベタジュールで、前年度比１％減だった。ただ、電力については猛暑
厳冬の影響で使用量が増えた為、１．５％増と３年ぶりに増加した。
　最終エネルギー消費を部門別にみると、家庭が唯一の増加。企業・事業所等は経済成長に
伴う需要増を省エネルギー化の推進で相殺し、減少基調だった。
　供給動向は再生可能エネルギーと原子力の割合が上昇し、４年連続での増加だった。
　エネルギー起源のＣＯ２排出量は同０．５％減、再エネ普及や原子力発電所の再稼働により
電力の低炭素化も進んだ。

　１１月２４日（金）
１ 環境省　廃プラ処理業者を支援・・・投資補助：中国禁輸措置に対応

　環境省は、廃プラ処理事業者に対する新たな支援事業を開始する。異物除去や洗浄、ペレット化
などの設備投資を行う事業者に最大で投資額の２分の１を補助する。同省の今年度の設備投資支援
事業の一環として実施し、総額で８億円前後の利用を見込み、２２日に公募を始めた。



　年末から中国が実施する輸入禁止措置により、１００万トン弱の廃プラが行き場をなくす恐れが
ある。今回の緊急措置を通じ、国内処理設備への投資を促し、充実した資源循環体制の構築につな
げる。これまで中国に流れていた廃プラは、比較的品質の低いものが多いといい、国内で再利用す
るには一手間かける必要がある。またペレット化するニーズが増す可能性も高いことから補助の
範囲に含める方針。
　中国政府は今年７月、危険性や汚染度の高いごみが混ざっているとして、廃プラや古紙などの
固体廃棄物の輸入を年末で禁止する方針をＷＴＯに通告した。来年３月に延期するという観測
も出ている一方、中国の輸入業者のライセンス枠の残りが少なくなってきたため、１２月前に
日本から輸出ができなくなるとの見方もある。

２ 中国ＣＰＣＩＦ化工園区に認定基準・・・法令順守・管理体制是正へ
　中国石油・化学工業連合会（ＣＰＣＩＦ）は化学工業園区の認定基準の策定に乗り出した。
経済規模や産業構造、環境対応、行政の管理体制などを総合的に評価し、コンプライアンスに
違反したり、管理体制のずさんな園区に是正を求めるのが狙い。中央政府が化学企業の園区内
移転を推し進めるなか、園区自体の競争力の底上げにつなげる。
　国家発展改革委員会や工業情報化部の指示の下で策定する。ＣＰＣＩＦは早ければ来年末にも
大枠となる評価の指針をまとめ、各地方政府は示された指針を基に具体的な基準の策定に入る。
ＣＰＣＩＦの調べによると、２０１６年末時点で中国の化工園区は全国で５０２あり、内訳は
国家級４７、省級２６２、地方級１９３、入園率は石油・化学企業全体の約５１％に達する。
もっとも、小規模園区や法規を満たさない園区は統計から漏れ、実際は１０００近い園区が存在
するという。
　認定標準の具体化はこれからだが、ＣＰＣＩＦは既存園区の抱える課題として、特徴・専門性
や発展方針の欠如、不明確な管理主体、安全・環境対応の遅れなどを列挙。基準策定に向けては
①産業（経済規模や構造、イノベーション、国際化）②区域（環境品質、資源産出率、汚染強度、
基礎インフラ）③管理体制（行政レベル、コンプライアンス、安全・環境管理システム）といった
指標を基にする方針。認定標準の内容を想定するうえで参考になるのが、今年１０月に山東省が
発表した「山東省化工園区認定管理弁法」。ＣＰＣＩＦも策定に関与している。
　評価基準を下回った園区への対応などは不明だが、合格基準の達成へ向けた是正を促すことが
予想される。

２ 中国山東省　安全生産責任保険加入義務付け・・・化学企業など対象に
　山東省は、２０１９年末までの約２年間、化学品の工場や輸送、建築、鉱山などを対象に
「安全生産責任保険」への加入を義務化した。爆発や事故時の社会的、人的災害が甚大となる
業界すべてが対象で、化学業界は全面的な加入対象となるという。今月１０日、山東省・省政府
会議で決定したもので、全省統一の条例適用と保険金利率が決定され、対象企業すべてに保険
への加入と支払義務が課せられる。
　山東省は、２００５年３月の高速道路で起きた液体塩素輸送トラックの横転、漏洩事故を機に
安全生産責任保険を検討開始し、０７年から一部市内の企業を対象に試験的な保険試行に入り
現在までに９００社弱の企業が加入している。保険料収入は９４００万元で、これは０７年から
１６年まで発生した事故弁済と防災強化費用を補てんするための財源として使われた。山東省が
強制加盟保険の政策を出したことで化学産業が集積する上海周辺、広東省周辺でも同様の保険
導入が広がりそうだ。

８ ＰＯＦ・・・９月出荷１．６％減
　日本ポリオレフィンフィルム工業組合がまとめた統計によると、９月のポリオレフィン系イン
フレーションフィルム（ＰＯＦ）の出荷量は４万５０トンで、前年同月比１．６％減少となった。
２ヶ月連続で前年同月割れ。ＬＤＰＥ、ＬＬＤＰＥは１．１％増、ＨＤＰＥは６．３％減、ＩＰＰ
フィルムは４ヶ月ぶりに減少に転じ２．２％減となった。

１１ 行政メモ・・・Ｍ＆Ａ減税で法改正
　 　政府は、安倍政権が看板政策に掲げる「生産性革命」を全国の中小企業にも浸透させるため、

企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）に取り組む中小企業の税負担を軽減する制度を創設する方針を固め
た。事業の再編・統合により、経営の効率化や生産性の向上を促す。新制度にはＩＴ導入の支援
や経営支援体制の強化も盛り込む方針。２０１８年の通常国会にこれらの内容を反映した中小企業
等経営強化法改正案を提出し、成立を目指す。

１２ 日本ポリプロ鹿島工場・・・来年２月にも再稼働
　日本ポリプロは２２日設備トラブルにより今年９月末から生産を停止している鹿島工場の年産
３０万トンのＰＰプラントを、２０１８年２月中旬に再稼働できるめどがついたと発表した。
当初開示していた来年３月から１ヶ月程度復旧が早められる。自動車分野を中心に需要は底堅く
需給はひっ迫している。同社はさらなる工期短縮を目指して復旧に全力を注ぐ方針。
　生産を停止したＰＰプラントはホライゾンプロセスと呼ぶ生産技術を採用しており、９月末に
生産が停止したのは高温・高圧の反応器内の撹拌軸に亀裂損傷が発生したため。亀裂の原因は
調査中という。部品交換や補修などの対応を検討してきたが、損傷部分や撹拌軸全体を調べた
結果、亀裂のあった軸の補修によって復旧を図れ、来年２月中旬に生産を開始できる見通し。
　停止期間中の製品供給について同社は、国内同業からの応援出荷や海外製品による代替え品の
採用を顧客企業に提示し、すでに採用も始まっている。再稼働後の顧客対応については安定操業
のめどがついた時点で詳細を詰めるとしている。ＰＰの国内生産設備はフル操業が続いており、
今回の設備停止により一段と需給がひっ迫している。


