
化学工業日報抄録　
【１１月２７日（月）～１２月１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）

　１１月２７日（月）
１ 花王・・・国内全工場に省力化技術　双腕ロボ・ＡＩ活用　ＩｏＴで工程把握容易に

　花王は先端技術で国内工場の生産性を高める。安全柵を設けずに人と並んで作業できる双腕
ロボットは２０１８年にも神奈川県の工場に広げるほか、２０年をめどに他の拠点も含めて
ＡＩによる検品作業の省力化を検討する。ＩｏＴを駆使して商品の品質や生産情報をリアルタ
イムに把握できる仕組みも取り入れる。消費財メーカーでも深刻になりつつある人手不足に
対応すると同時に、残業抑制など働き方改革を進める狙いもある。

　進む多品種生産・・・人手不足に先手
　花王が先端技術に積極投資を続けるのは、細分化する消費者の嗜好に合わせて多品種少量
生産への移行が進むなか、将来の人手不足に先手を打つためだ。
「多くの情報が掲載できて商品の魅力を伝えやすい」「いたずら防止」等の理由から紙箱や台
紙付きシュリンクフィルムで２次的な包装を施す流れもあり、複雑化する生産への対応は喫緊
の課題になっている。インバウウド需要や、アジアを中心に人気の高い日本製の輸出拡大で
人手不足感は強まっている。

２ 社説・・・国内景気回復へもう一押し必要
　日経平均株価が２万２０００円台で推移し、為替レートも１１０円台で推移しており、輸出
環境は良いことから、昨今の日本経済は海外需要に支えられて好調だが、肝心の国内景気は
今一つだ。内閣府が先ごろ発表した７－９月期のＧＤＰ速報値は、年率換算１．４％増となっ
たが、個人消費はマイナスと振るわない。台風や長雨、賃金上昇ペースの鈍さなどが影響して
いるらしい。１０月も悪天候が続き、東京では土曜日がすべて雨模様だった。外出を控える動
きが広がり、レジャー関連の支出が鈍ったようだ。一方、大企業が支給する冬のボーナスの
平均妥結額は前年に比べ減った。日本百貨店協会によると、９月の売上高は４．４％増で２カ
月連続でプラスとなった。円安株高を背景に富裕層やインバウンドの消費意欲が昂進し、高額
商材が活発に動いたことが勢いを強めた。しかし、消費者の節約志向は、まだ続いているよう
だ。総務省統計局の家計調査によると、９月分の一世帯当たりの消費支出は前年同月比０．３
％減で力強さは感じられない。日用品の値下げ傾向は続いておりデフレから完全に抜け出した
とは言い難い。また、国交省による９月の住宅着工数は前年同月比２．９％減の８万３１２８
戸で３カ月連続の減少となっており、持ち家、貸家、分譲住宅とも減少した。若い世代が、
豊かさを感じられるような社会の実現は、いつになることか。官民で知恵を出し合い、もう
一押しして欲しい。

１１ 経産省　世耕弘成経産相　会見・・・品質不正問題で産業界全体の調査には否定的
　世耕弘成経産相は２４日の閣議後会見で、三菱マテリアル子会社の品質不正問題について、
担当部局を通じて原因究明と顧客対応に当たるように指示したことを明らかにした。
　神戸製鋼所、日産自動車、ＳＵＢＡＲＵと問題が続くが、「自社で当然、内部調査をしてい
ると考えている」と述べ、同省として産業界全体を対象に調査に乗り出すことには否定的な
姿勢を見せた。
　三菱マテリアルが公表まで半年以上の時間を要していたことには、「安全性の検証を最優先
してもらいたい」としたうえで、遅れた理由を適切なタイミングで示すように求めた。また、
品質不正が相次ぐことに対しては、「複数だが個社の問題だ」と強調。得られた原因と再発
防止策を「産業界全体で広く共有して欲しい」と繰り返した。

１１ 環境省、ＣＯ２削減策で３案・・・炭素税や排出量取引
　地球温暖化を引き起こすＣＯ２の排出量に応じてコストを掛ける「カーボンプライシング
（炭素の価格付け）」を検討している環境省の検討会はこのほど、今後の議論の方向性をまとめ
た。炭素税の導入など３案に絞って検討することで一致。結論を出す時期は設けず、長期的な
観点で議論を行う。
　３案は、①ＣＯ２排出量に応じて課税する炭素税制度②ＣＯ２排出量の上限枠を設け、企業
間で過不足分を取引させる「排出量取引制度」③ＣＯ２排出量を増やす行為への直接的な規制
となっている。
　政府は２０５０年に温室効果ガスの排出量を８０％削減する目標を掲げており、達成には
追加対策が必要。検討会は、排出事業者にコスト意識を持たせるには、ＣＯ２排出量の少ない
再生可能エネルギーの選択や、技術革新等を促す必要があるとしている。

　１１月２８日（火）
２ 社説・・・好調な世界経済を取り込む化学大手

　化学大手の２０１７年９月中間決算は過去最高益を記録する企業が相次いだ。１８年３月期
も過去最高益を予想する企業がほとんどで、化学業界は約１０年振りの好景気に包まれている。
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　原油・ナフサ価格が低く推移するなか、総じて化学品の好市況が続き誘導品企業にも恩恵が
広がった。中国の工場は環境規制を受けて稼働率が上がっていない。米国の大型台風や欧米の
設備トラブルも需給を引き締める方向に働き、市況高に繋がっている。
　好決算の要因は、各社が強化領域に据えた高機能品も着実に収益力を高めている。成長の
背景には世界経済に不安要素が少なくなってきていることがある。これまで南米や南欧等世界
のどこかで低調だった。化学各社は自動車材、エレクトロニクス部材、ヘルスケア材料等グロ
ーバル商材に投資を拡充してきており、その荷動きは世界各地で活発だ。
　また、これまでに、エチレン設備３基を停止し、関連誘導品設備も縮小した。低採算の基礎
化学品事業の構造改革も断行した結果、筋肉質な事業体制に転換され、好景気を最大限に取り
込めている。
　懸念材料としては、一つが原油・ナフサ価格の上昇だ。足元のナフサ価格は６００㌦近辺。
上昇分の速やかな価格転嫁が必要となってきている。転嫁が遅れると利益が狭まる。利幅縮小
を業績予想に織り込む企業も多いが、急速な価格変動は想定を上回る影響に繋がりかねない。
　米国のシェールガス由来の石化製品のアジア市場流入もリスク要因となる。台風の影響で
稼働時期がずれ込み、１８年初頭には相次ぎ大型プラントが動き出す見通し。不具合のあった
欧州等の設備も回復し始めており、足元の需給は「タイト」から「ウェル」に移行しつつある。

８ 東洋紡・・・包装用フィルムを１連当たり３００円値上げ
　東洋紡は、１２月２１日受注分から包装用フィルムを値上げする。対象製品は２軸延伸ＰＰ
フィルム、無延伸ＰＰフィルム、ＬＬＤＰＥフィルムで、改定幅は１連当たり３００円。原油
ナフサ価格の高騰にともない、フィルムの原材料価格が上昇している。更に設備維持費用や
燃料費、物流費なども増加しており、コストアップは自助努力で吸収できる範囲を超えている
ことから価格改定を決めた。

１１ 経産省・・・エネ政策で議論を統一、懇談会内容も計画に反映
　経産省は、中長期的視野に立ったエネルギー政策の議論の方向性を統一する方針を固めた。
２０５０年のエネルギーのあるべき姿を話し合う「エネルギー情勢懇談会」の内容を踏まえ、
エネルギー基本計画の見直しに生かしていく考え。再生エネルギーの急激な技術革新や電気
自動車（ＥＶ）の台頭といった大きな環境変化を受けて議論の前提を整える。
　今日２８日開催の総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会から反映していく見通し。同
分科会は、エネルギー政策基本法で３年ごとの見直しが定められているエネルギー基本計画を
めぐって８月から改定作業に入っており、年度内に結論を得る予定。
　エネルギー情勢懇談会は、経産相が主催し８月に発足した。これまでに３回の会合を行った。
産学の有識者で構成し、パリ協定で掲げる温室効果ガスの「５０年８０％削減」目標の達成に
向けてあらゆる可能性・選択肢を取り上げ、大所高所からの意見が中心となる。
　今後、同懇談会で出た意見も参照にしながら同分科会で次期ネルギー基本計画の組み立て
に臨む方針。併せて系統接続の不足解消に向けた支援の在り方等の制度的な枠組も含めた形で
進めていく計画。必要に応じ、作業部会も置き具体化を急ぐ。

　１１月２９日（水）
１ 精留塔・・・有機溶剤

　有機溶剤製造時にはその重量の２倍以上の石油が消費され、溶剤を燃焼するとその重量の約
３．５倍のＣＯ２に変わる。漠然と思っていたイメージよりだいぶ大きな数字だ。リサイクル
に使用されるエネルギーは新液を製造するのに比べ数分の１、しかも燃焼しないことから、
ＣＯ２排出削減効果はかなり大きい▼有機溶剤は国内では新品として年間約２００万ﾄﾝ供給さ
れ、この内使用後に溶剤ユーザー自身、または、委託再生業者によってリサイクルされるほか
は、使用工程から大気放散されたり、焼却処分される。自社で再生設備に投資できるユーザー
は限られており、リサイクル業者によって再生される溶剤の量も年間２０万㌧程度に過ぎない
という。▼溶剤ユーザーの海外移転の影響でリサイクル業者への委託量は伸び悩み傾向にある。
グローバル展開の必要性が指摘されるほか、再生処理が進まない一大要因であるコスト問題を
解決するための技術開発も積極的に進められている▼産業の“血液”とも言われる有機溶剤。
これがかかわるあらゆる産業において、温暖化防止の視点からライフサイクル全体を見直す
必要がある。ものづくり大国は、リサイクルでも世界をリードする存在であるべきだろう。

１９ 経産相・・・エネ基本計画に長期視点　総合エネ調分科会が初会合
　経産省は、エネルギー基本計画の見直しに長期的視点を盛り込む。２０５０年の姿を論じる
「エネルギー情勢懇談会」の成果を共有する格好で議論を進めることを正式決定した。
今後、有識者会合を重ね、遅くとも来年５月までにはエネルギー基本計画の見直しの方向性を
定める考え。再生可能エネルギーの急激な普及等を受け多面的な検討に踏み出す。２８日に
開いた総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で合意した。
　併せて、政府が掲げる３０年のエネルギーミックス必達に向け、再生可能エネルギー、省エ
ネルギー、原子力、火力・資源の４テーマを設定。初会合となった今回は再エネと省エネの２
テーマを扱い、取り組みの進捗等を報告した。
　省エネについては、企業やサプライチェーン間の連携を促すための制度設計に乗り出してい
ることに触れるとともに、物流に関しても手当する考えを表明。ともに、省エネ法で措置し、
来年度の法改正を目指すとした。また再生エネは、発電コスト、系統制約、調整力、事業環境
プレーヤーの５つの観点から抱える問題を洗う出しを行った。
　来月にも次回会合を開く予定。原子力、火力・資源の２テーマを取り上げる。



２０ 東レ子会社がデータ改ざん
　東レ子会社のタイヤコードなどを手掛ける東レハイブリッドコード（ＴＨＣ，愛知県）によ
る製品検査データの書き換えが発覚した。２８日、東レの日覺昭廣社長、ＴＨＣの鈴木信博社
長らが会見し、データ改ざんを陳謝すると共不正の詳細を説明した。
　書き換えがあった期間は２００８年４月から１６年７月の間。品質保証部長の２人が製品検
査データを書き換えていた。書き換え件数は１４９件、タイヤコード、自動車用ホース・ベル
ト用コード、抄紙用コードの製品が対象で、主に日系のタイヤメーカー、自動車部品メーカー
等１３社の顧客に納入していた。
　品質保証責任者は誤入力の修正を目的にデータ書き換えが可能になっており、ルールが悪用
された。納期遅れの懸念やデータが規格値内に収まらなかった際に行う再測定に手間を省きた
いなどの動機が働いたとみられる。
　１６年７月、ＴＨＣが実施したコンプライアンスに関するアンケートで改ざんが発覚した。
その後すぐに親会社に報告されたが、１件だけと思われた不正が実際は数年にわたる不正と
判明したため、調査や情報の精査に時間をかけていた。また、今年１１月初めにインタネット
上の掲示板に、今回の不正に関する書き込みがあり、株主等から問い合わせが寄せられていた。
　今回のデータ改ざんを受けて日覺社長は「東レグループの全関係会社の品質管理者にアンケ
ートを実施し、再発防止に向けた調査を進めている。内部調査に加え、今後は外部の有識者も
交えて管理体制を強化していく」と強調。人が介在できないシステムの構築など、今後３年間
をかけて不正を防止する体制を東レグループ全体に横展開していくとした。

２０ フタムラ化学・・・ＯＰＰ等１２月２５日出荷分から値上げ
　フタムラ化学は、１２月２５日出荷分からフィルム価格を修正する。上げ幅はＯＰＰ、ＣＰＰ、
ＬＬＤＰＥフィルム、ＰＥＴフィルムが１連当たり３００円、セロハンが５００円。
　原材料費、物流費、エネルギーコスト、薬品、副資材等の価格上昇を受け、合理化や省力
化を通じたコスト削減だけでは吸収が困難なため、フィルム価格の修正を決めた。

　１１月３０日（木）
２ 社説・・・東南アジアにも「インダストリー４．０」の波

　「インダストリー４．０」の波が東南アジアの製造業にも押し寄せている。
シンガポールやタイ、マレーシアでは、経済成長にともない製造業のウエートが相対的に低下
している。例えばシンガポールの名目ＧＤＰに占める製造業の比率は１９．６％（１６年度実
績）と２割を切った。将来を外資が不安視するなか、同国が高度製造技術の導入を支援するの
は、今後も製造業の育成を継続する姿勢を明確にする意味合いもある。同国政府は約６６億円
を中小企業のデジタル技術導入支援に充てる一方、先ごろ独社と共同で、各企業がデジタル技
術をどの程度導入・活用しているかを診断できる「スマートインダストリー準備指標」を世界
で初めて開発した。
　多くの中小企業では人手や資金の不足がデジタル技術導入の妨げになっており、大企業にと
っても膨大なデータの収集を活用、効率的なサプライチェーンのデジタル化は困難な課題だ。
　タイ政府は、化学産業が集積するラヨン等東部３県で自動化投資を行った企業の法人税を、
５年間にわたり５割減免する措置を発表。マレーシア政府も、輸出額の８割以上を稼ぐ製造業
の規模を維持するため、１８年予算に先端製造技術導入の補助金を盛り込む予定だ。
　東南アジアにおける日系化学企業のデジタル技術導入状況は、大半がその効果を認識するも
のの、進捗は企業により大きな差がある。
　デジタル化による生産性向上は必須。「稼げる製品」を開発するためにも、ＡＩ等の活用を
推進したい。

７ 岐阜プラスチック工業・・・食品容器の新工場を西日本に、１００億円投資、ＡＩ等導入
　岐阜プラスチック工業は、食品容器の大型工場を新設する。食品関連事業の第４拠点となり、
西日本地域を対象に用地選定を本格化している。工費は約１００億円で、１期投資でも成形
能力は売上高換算で年１００億円以上となる見通し。ＡＩ等を積極的に導入して、食品容器
工場として整備する。２年内の稼働を目指し社内で投資計画の最終調整に入っている。
　子会社のリスパックが担当する食品容器事業の年商は、同社の連結売上高８５３億円の半分
以上の５００億円弱の規模へ成長。今期は目標の５００億円を突破する見通し。右肩上がりで
増える需要に関東、愛知等国内３カ所の成形工場だけでは十分に対応できず、年々厳しくなる
顧客の品質管理にもきめ細かく応じられない可能性もあるとの懸念も浮上している。
　また今年５月、物流パレット事業の新工場を岡山県倉敷市の玉島ハーバーアイランドに建設
することを決め、投資額は７３億円で、産業ロボットやＩｏＴを導入した最先端の拠点として、
２０１９年３月の稼働を予定している。

７ １０月のＰＰフィルム出荷・・・ＯＰＰ出荷４カ月連続で減少
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた２０１７年１０月の出荷実績によると　
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムは前年同月比１．６％減の２万１６８９トン。
一方、無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）フィルムが同３．８％増の１万４３７４トンだった。
　ＯＰＰは４カ月連続のマイナスで、食品包装用途を中心に内需が引き続き低調だった。
ＣＰＰは、工業用、繊維・雑貨等の落ち込みが続く中、食品用が４カ月ぶりにプラスとなった。



【２０１７年１０月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

８ プロピレンのアジア市況・・・高値継続、供給順調も需要旺盛
　プロピレンのアジア市況はしばらく高値を維持する見通しだ。
北東アジアの足元の取引価格は１㌧当たり９５０㌦超。１１月上旬から５％程度値上がりした。
　ナフサクラッカーの他ＭＴＯ設備やＰＤＨ設備からの供給が順調な一方で、誘導品の需要が
堅調なため比較的引き締まった状況となっている。
　来年は日本を中心にアジアでナフサクラッカーの定修が集中することから、当面は需給が
緩む局面は少なそうだ。

１１ １７年賃上げ・・・過去最高
　厚労省は２９日、２０１７年の賃金改正に関する調査結果を公表した。定期昇給やベース
アップ等の賃上げを実施した企業の割合は、１９９９年以降で最高の８７．８％となった。
社員１人当たり平均月額賃金の引き上げ幅も５６２７円と前年の５１７６円を大きく上回り
過去最高を更新した。
　賃金を引き下げたげ企業の割合は０．２％で、過去最低だった前年の０．８％を下回った。
厚労省は、企業の業績や雇用情勢が改善しているとみている。
　企業が賃金改定で最も重視した要素は「業績」が５５％で最多、「労働力の確保」は８．７
％だった。

１２ 石連会長会見・・・ＯＰＥＣ減産継続へ、　油価当面６０㌦台
　石油連盟の木村康会長は２９日、定例会見を開き足元の原油情勢等について述べた。きょう
３０日にオーストリアのウイーンで開催されるＯＰＥＣ総会で協調減産が継続されるとの見通
しを示した。１１月に入ってドバイ原油市況は１バレル当たり６０㌦を挟んで推移している。
これも、減産継続を織り込んだものであり、「加えてサウジアラビア、イランなどで地政学的
リスクが市況を押し上げている」と分析。
　一方、需要面も「最新のＩＥＡのレポートによれば今年、来年と伸びていくが、減産がなけ
れば来年は在庫増を招くことになる」と予測。このため産油国は減産の継続を決めることにな
るだろうとした。
　そのうえで、当面の原油市況について、６０㌦台で推移すると予想した。

　１２月１日（金）
１ マイクロ波化学・・・フタムラ化学と提携　乾燥工程、新素材開発など

　マイクロ波を化学品の製造や開発に応用している大阪大学発ベンチャーのマイクロ波化学
（大阪府吹田市）は、１１月１６日にフタムラ化学と資本業務提携を締結した。フタムラ化学が
マイクロ波化学に出資し、電磁波の一種であるマイクロ波を活用した革新的な生産プロセスの
確立や新規材料の創出に取り組む。複数のテーマで共同研究を進め、一部のテーマについては
早ければ２０１８年度中にフタムラ化学の工場内に関連設備を導入する予定。
　電子レンジにも使われるマイクロ波は、物質中の分子を直接振動させて急速かつ均一に内部から
加熱する。化学反応時に利用すれば、熱や圧力を使う従来の方法に比べてエネルギー消費量を
数分の一～数十分の一に減らせ、設備もコンパクトにできる。樹脂などの乾燥工程に用いれば、
水分だけ蒸発させて熱による劣化や収縮を抑えられる。化学品や化成品の製造プロセス全般で
効果を発揮する。このため、２０１４年からマイクロ波化学は、ＢＡＳＦ、昭和電工、東レエンジ
ニアリング、太陽化学、ペプチドリーム、三井化学、三井金属等と提携・共同開発を開始して
きた。長期的な観点からメーカーにも株主になってもらっており、太陽化学、三井化学、三井
金属に続いてフタムラ化学から出資を受けた。

２ 社説　データ改ざんの背景に過剰品質問題
　神戸製鋼所、三菱マテリアルに続いて、東レ子会社による製品データ改ざんの事実が公表され、
素材産業の信頼性に対する懸念の声が高まっている。いずれも需要家と合意した仕様（スペック）
に満たない製品のデータを書き換えていたとされ、需要家を欺く行為といえる。ただ問題の背景
には、過剰品質ともいえる需要家の要求と、これに盲目的に応えようとする供給サイドの問題も
ある。日本の製造業が今後も品質の高さを武器に世界で勝ち残るためにも、素材産業と需要家が
問題点を整理する必要があろう。
　化学企業など日本の素材系企業は、おしなべて高品質で機能の高いスペシャリティ素材を成長
戦略の中心に据えている。そうした素材の多くは自動車、ＩＴ、表示装置、次世代電池といった
製品向けに供給され、日本の化学企業が世界市場で存在感を示している分野だ。そうした地位を
獲得できた大きな要因として自動車、エレクトロニクスなどの顧客企業が、素材企業に対し高い
品質とサービスを要求してきたことが挙げられる。素材企業は、いわば需要家であるセットメー
カーや部品メーカーに鍛えられ、高スペックなスペシャリティ素材の技術を磨いてきたといえる。
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　しかしながら近年、素材メーカーがグローバル事業を拡大し、日系以外の需要家との取引を
増やすなかで、日系需要家との違いも指摘され始めている。とくに自動車業界においては、欧米
系などの需要家は素材企業のソリューションに着目し、提案された新製品を積極的に採用する
ケースが多いという。この場合、素材メーカーが完成品のニーズを把握することで、そのニーズ
に対して必要十分なスペックの素材の効率的な供給が可能となる。結果的に需要家は、コスト
ダウンや安定供給などのメリットを享受できる。
　日本のものづくりは、一般的に川上を担う素材メーカーから川中の部品メーカー、そして川下
のセットメーカーへと、サプライチェーン全体で高度な摺り合わせ・作り込みを行うことで高い
競争力を保ってきたとされている。ただ実際はセットメーカーは素材メーカーに一方的にスペック
を提示し、なぜそのスペックが必要なのかを開示しないケースも少なくない。実際のニーズに
対して、過剰に高い品質の素材が要求されていることも多い。
　日本のものづくりの勝ち残り戦略を考えた場合、今後も高度な品質を実現する摺り合わせや
作り込みの力は不可欠だ。その強みを生かす一方で、非効率的な過剰品質からの脱却を議論すべ
き時期が来たといえよう。

３ ダウ・デュポン　日本にＬＤＰＥ投入・・・米・サウジで増産
　ダウ・デュポンは、日本のＰＥ市場に攻勢をかける。中東および米国で進めている増産計画を
背景に、日本向けで初めてＬＤＰＥを上市する。また、日本市場で実績のあるハイヤーαオレ
フィン直鎖状低密度ＰＥ（ＨＡＯ－ＬＬＤＰＥ）も、ポストメタロセン触媒を用いた次世代製品や
Ｃ4ベースの汎用品など日本市場では初となるグレード品の本格展開を進める。
　ダウ・デュポンのＰＥ事業の成長を支えるのは、米国のメキシコ湾岸およびサウジアラビアの
２拠点で進める石化計画。米国ではテキサス州フリーポートで年産４０万トンのエンハンストＰＥ
の設備を立ち上げたほか、同３５万トンの特殊ＬＤＰＥ、同２０万トンのメタロセン系エチレン
プロピレン系ゴムなどの誘導品設備が順次稼働を予定。一方、サウジアラビアではサウジアラムコ
との合弁「サダラ・プロジェクト」において、ミックスフィードクラッカーを軸とした石化コンプ
レックスの操業を開始。その一部として、４系列合計で１３２万トンのＰＥ設備を新設。内訳は、
ＨＡＯ－ＬＬＤＰＥ２系列で７５万トン、ＬＤＰＥが１系列３５万トン、エラストマー製品が２２
万トンとなっている。
　ダウ・デュポンは日本市場に対してこれまでチーグラー・ナッタ触媒を用いたＣ8・Ｃ6ＬＬＤＰＥ
「ダウレックス」（商品名）とメタロセン触媒のＣ8ＬＬＤＰＥ「エリート」を主力製品として
事業を展開。機能性や安定的な供給基盤を武器に、輸入品メーカーとしては異例の規模で市場開拓
を進めてきた。
　さらに日本市場を開拓するため、米国およびサウジで新たに生産するＰＥ製品を相次いで日本
市場に投入する。その一つがＬＤＰＥで、米国で生産予定の「アジリティ」と、サウジで生産して
いるシュリンクフィルム・フォーム向けのＬＤＰＥをそれぞれ上市する。アジリティは新技術に
よる押出しラミネート用高圧法ＬＤＰＥで、ドローダウン性に優れるチューブラー法の特性を実現
しながら、ネックインが小さいオートクレーブ型にも近い性能を併せ持つという。欧州拠点で開発
を進めている同製品だが、来夏以降に米国拠点で生産を開始。グローバル市場に供給する。日本を
含むアジア市場での継続的な需要が確認される場合には、物流面で有利なタイやサウジでの生産も
視野に入れる。
　また、主力製品であるＬＬＤＰＥにおいても、新製品を相次いで日本で上市する。昨年には
新技術であるポストメタロセン触媒を用いたＣ8ＬＬＤＰＥ「インネート」を日本で上市。
ユーザーとの評価試験を進めている。インネートは耐衝撃性に優れていることから、自立式パウチ
やＢＩＢ（バッグインボックス）といった食品包材関連、産業用では突き刺し耐性の特徴を生かし
てサイレージや重袋への採用が期待されている。米国拠点からの供給となるが、高い物性が要求
される食品分野でのインネートの価値を訴求してゆく。また、新たにサウジで生産を開始した
エチレン・ブテン共重合体のＬＬＤＰＥ「セフォール」についても日本市場に展開する。主に
産業用のフィルム用途などを対象としており、これまでのＣ6やＣ8ＨＡＯ－ＬＬＤＰＥでは開拓
しきれなかった顧客層を対象に供給していく。将来的にはセフォールで切り開いた顧客層に高機能
グレード品を紹介していく。

７ 藤森工業・・・成形液体容器、マレーシアに新工場　血液希釈液向け拡大
　藤森工業は、成形液体容器「キュービテーナー」の生産を拡大する。このほどマレーシアに
新たな生産拠点を確保。ロボットやＩｏＴなどを駆使した最新鋭の設備を導入し、早ければ
２０１８年下期に操業を始める。中国、インドを中心とするアジア地区および南米における血液
検査市場の拡大にともない、血液希釈液用途などでキュービテーナーの需要拡大が見込まれる。
同社は日本、米国を含め３拠点の整備を進め、機能性容器のグローバル供給体制を確立してゆく。
　液体容器のキュービテーナーは、段ボールと（ＰＥ）製のフレキシブルな成形容器を組み合わ
せた業務用のバッグ・イン・ボックス（ＢＩＢ）。軽量で作業性が良いうえ、独自設計の特殊樹脂
を使用しているため、強度、耐薬品性にも優れる。段ボールはリサイクル可能で、内容器も軽量で
折り畳め、廃棄物を低減・減容化できるなどのメリットもある。
　日本におけるＢＩＢのパイオニアとして市場投入して以来、５０年以上にわたり工業薬品から
食品、医薬品などの多彩な用途で実績を積み重ねてきた。最近では中国、インドを中心とする
アジアおよび南米における血液検査市場の成長により血液希釈液などの用途で需要が増大傾向に
あるため、マレーシアで増産体制の整備を進めてきた。
　藤森工業は国内のほか、米国、マレーシアの３拠点でキュービテーナーを生産している。この
うちマレーシアでは、ザクロス・マレーシアの既存工場が手狭となっていることから、クアラルン
プールの近くに建屋１棟を賃貸で確保した。新拠点は既存工場より面積が広大で、当初は半分程度
のスペースを使い最新鋭の設備を数ライン導入する方向で検討している。稼働は１８年度後半と



なる見通し。
　一方、米国については、ザクロス・アメリカが老朽化が進んだメリーランド州の工場からデラ
ウエア州の新拠点への移転を完了。引き続き生産設備自動化などによる品質安定化に取り組んで
いる。

８ サン・トックス・・・ＯＰＰ・ＣＰＰを３００円以上値上げ
　サン・トックスは、１２月２１日出荷分からＯＰＰおよびＣＰＰを値上げする。改定幅は、
５００平方メートル当たり３００円以上（厚み２０μｍ相当品）。ナフサ価格高騰による樹脂
メーカーからの値上げ要請を受入ざるをえない事、物流費や副資材費の増加が理由。

８ 丸紅ケミックス・・・酢酸エチルを１０円値上げ
　丸紅ケミックスは、１２月１日出荷分から酢酸エチルを値上げする。改定幅は１ｋｇ当たり
１０円。海外市況の高騰により製品原価が上昇し、今回の価格改訂となった。９月と１１月にも
各１０円の値上げを打ち出しており、今回で計３０円の値上げとなる。

８ タルク原料鉱石中国で品薄感強まる・・・操業停止続く、輸出価格引上げ
　タルクは、主産地の中国で原料鉱石の品薄感が強まっている。主要鉱山で環境規制を理由に
いぜん操業を休止させられているためだ。この動向を受け、現地サプライヤーは今春に続き、
輸出価格を引き上げる方針を通告した。今春の輸出価格の値上げは１トン当たり１００ドル以上
であり、これを受けて国内メーカーは樹脂向けで１ｋｇ当たり10円以上の値上げ交渉を実施し
秋口におおむね浸透させた。今回も来年１月積み分から１トン当たり１００ドル超の値上げを
通告。さらに中国では環境保護と銘打った課税制度が来年にもタルクへ導入される観測が出て
きており、税率が決定したタイミングで価格に上乗せされるものと見られている。

１２ 出光ユニテック・・・ＰＰ加飾シートを事業化、顧客と共同開発体制
　出光ユニテックは、独自の高透明ＰＰシートを用い、樹脂表面に意匠性を施す加飾成形用の
シート事業を立ち上げる。塗装などの従来の手法と比べ、低コスト・低環境負荷での意匠性を
実現する。自動車や家電、住宅機器などでの用途開発に向け、顧客と共同で実機で開発が可能な
体制を整えた。加飾シートは、ＰＥＴやＰＣなどでは用いられるようになってきているが、より
使用範囲が大きいＰＰで実用化されるのは初めて。
　加飾成形は、インモールド、インサート、被覆といった各種成形により樹脂の表面に意匠性を
付与するもので、塗装・メッキレスによる環境負荷の低減、ステッカーなどと比べて剥がれにくい
などの特徴がある。すでに多くの領域で採用され需要も拡大傾向にあるが、基材として用いられる
のはＰＥＴ、ＰＣ、アクリル樹脂などが中心。
　これに対し出光ユニテックでは、ＰＰの結晶化コントロール技術により、無延伸でクリア感の
ある透明性を実現するＰＰシート技術を保有。これを使い、これまで難しいとされたＰＰでの加飾
シート事業に乗り出すことにした。
　すでに二輪車の外装で一部採用されているのに続き、自動車の内装・外装、住設機器、家電外装
といった領域で採用を働きかけていく。用途を開拓するにあたり、直接の需要家となる印刷、樹脂
加工メーカーとのオープンイノベーションを積極化する。千葉県袖ケ浦市の商品開発センター内に
新たに射出成形機を置くなどして、原料の選定からシート開発、試作用金型の制作、真空圧空成形
機・射出成形機での成形評価、物性評価、成分分析までを一貫して手がけられる開発体制を構築
した。需要家と共同での開発を推進することで、大型事業への育成を目指す。


