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　１２月１５日（金）
２ 社説　持続成長に向けて確かな戦略投資を

　化学企業の戦略投資が活発化している。その狙いは大きく２つあり、いち早く成長領域において
差別化された技術・市場を手中に収めることと、自社と重複しない市場を獲得し、シェアを拡大
することだ。中長期的な経営目標に向けて収益基盤の改善に取組み、利益目標の達成が視野に
入った企業は多い。ただ、想定した売上目標との乖離は大きく、今後の成長戦略を描くうえで
物足りなさが漂う。好調な業績をあげている一方、企業は将来を見据え不安感さえ抱いているのが
実情だろう。
　実現しなかったが、塗料世界第４位を狙った日本ペイントＨＤの買収提案は、欧米を軸に再編が
進む塗料業界において、世界を意識した焦りを感じさせた。実現すれば単純計算で売上高は１兆円
に迫り、手薄だった北米市場での本格展開も可能になるはずだった。膨大な買収資金などが及ぼす
財務面への影響から、今回は断念せざるを得なかった。
　高付加価値製品を多数抱えるファイン・スペシャリティケミカル企業において、戦略投資は
新たな成長源を追及したものとなるケースが多い。次々に新たな収益源を探さないと持続成長は
見込めない。また変化の早い市場環境に迅速対応するどころか、環境変化を起こすぐらいのスピー
ド感を持って取り組まないと生き残っていけない時代である。
　自社で築き上げる”時間”を稼ぐ意味でも、ＩＣＴ（情報通信技術）やライフサイエンス、
新エネルギーなどを成長領域と捉えてＭ＆Ａ（買収・合併）を打ち出す企業は多い。その領域に
おいて差別化された技術・市場を手中に収め、新たな収益源を築こうとするものだ。
　「会社の体力を考えると畑違いのＭ＆Ａは考えられず、現業周辺に限られる」（ファインケミ
カルメーカー）状況もある。中期計画で、通常投資とは別枠で設けられた戦略投資枠を無理に
使い切らず次の中計に回すなど、多くの企業は限りある資金の使途に神経を尖らせる。日本の
化学企業が世界で存在感を示し持続成長を遂げていくには、確かな将来像を描いたうえで迅速・
的確な決断が必要となる。

４ ＤＩＣ　次世代事業の開発加速・・・藻類や量子ドット有望
　ＤＩＣは、次世代事業を創出する研究開発を加速する。事業化が目前のフェーズでは、事業性
や技術が確立できる見込みなどを精査して開発テーマを絞り込んでおり、藻類、ガスバリア材料、
量子ドットなどの狙いを定めている。選択と集中で捻出した資金を外部提携などに活発に投下して
いる。数年後には人工知能（ＡＩ）やマテリアルズ・インフォマティクス（ＭＩ）を活用する
仕組みの構築を目指す。ＡＩは研究部門だけでなく、構造など全社的に適用できるか模索してゆく。
　ＤＩＣの研究開発は、テーマ探索や基礎的な研究をするＲ＆Ｄ本部を出発点とし、インキュベート
する製品化推進センター、事業化に向けた技術を確立する技術統括本部の順にステージアップする
方式を採用してる。開発テーマは進捗や市場動向に応じて３つのフェーズを移動する。基本方針と
して上層ほど資金を、下層ほど人員を投入する傾向にある。事業化に近い案件は抜本的な見直しに
より従来の２０件から１０件に絞っており、資金を有力案件に集中投下できるようになった。
　特に力を入れるのは藻類に含まれる成分由来の色素や健康食品成分、次世代ディスプレイ材料と
して期待される量子ドット、バリア性のあるコーティング材料。
　また、ＤＩＣは本社ビル（東京都中央区）内に来客者用のビジネスラウンジを開設した。ブラン
ディング活動の一環で、グループ所蔵の絵画の精細なレプリカをはじめ、アート、デザインに関する
書籍や作品を配置。コーヒーマシーンも設置しており、洗練された空間で落ち着きとくつろぎの
時間を提供する。

１２ 住化　電池絶縁膜の基材生産を自前化・・・ＥＶ需要拡大見据え
　住友化学はリチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）用セパレーター（絶縁膜）のベースフィルム
（基材）の増強検討に入った。早ければ２０１８年度までの中期経営計画中に投資内容を詰める
方針で、生産技術のブラッシュアップや生産場所などを固める。同社のセパレーターは基材に
アラミド樹脂を塗布した耐熱セパレーターであり、基材は自社生産もしているが、大半は国内
フィルム会社から外部調達し、加工している。電気自動車（ＥＶ）の普及拡大にともない電池
需要が増えるのは必須で、普及速度によっては基材の調達が困難になる事態も想定され、自前の
生産を強化する。

１２ 総合化学好業績　今後の課題は（２）
　住友商事石油化学品部　シニアアドバイザー　川上正則氏

　総合化学の好業績を支えるのが、石油化学部門の収益向上だ。石化の好況は世界の石化各社に
及んでおり、日本はどんな立ち位置にいるのか。来年以降、米シェール由来の石化製品の生産も
本格化する。石化製品のトレードに長年携わり、近年は経済産業省会合でも提言をしている住友
商事石油化学品部の川上シニアアドバイザーに聞いた。

■石化分野の好調をどう分析していますか。
　「金融緩和で金が余り、世界中で消費が旺盛だ。石化製品の価格が崩れないのはこの需要の
強さが背景。需要は均衡し、値段が下がらず、原油・ナフサ価格との値差を稼ぎやすい。石化
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業界は市況サイクルを繰り返してきたが、恐らく過去半世紀、これほどのいい状態はなかった。
日本だけでなく世界中の石化企業が恩恵を受けている。」
■最大消費地の中国の動向をどうみていますか。
　「地方都市や農村部にいてもネットで簡単に物を買える『アリババ効果』も加わって石化需要は
増大している。石化製品の自給率向上を目指す同国は環境規制への配慮をそれなりに行うものの、
石炭化学を一層推進し、さらにナフサクラッカー、米国エタン輸入によるエタンクラッカー、
ＬＰＧクラッカーなどの新規計画も目白押し。製油所の新増設の動向も含めて今後の需給に注意が
必要だ。一方で現状では、需要の伸びに供給が追いつかず輸入に大きく依存する構図は変わらない
だろう」
■来年から生産が本格化する米国シェール由来の石化製品の影響をどう予測しますか。
　「米国での石化工場の立地や原料調達事情により本当に競争力のある原料を確保しているか
どうかは不明であり、すべての商品が市況で決まり変化するなか、長期にわたって安価かそうで
ないかかは不透明感が残る。シェール石化のリスクは大きいと言わざるをえない」「米国での
増設分は内需の増加分の対応を除いてすべて輸出となり、圧倒的なコスト競争力を持つ中東品との
競争がとくに欧州やアジアで生じると予想され、市況下落やマーケットが乱れるといった影響が
出るだろう」「アジアの主戦場は中国だが、シェール石化の到来を前に中東品が中国での輸入品の
マジョリティーをすでに押さえた。さらに、中国の３大国営石油企業はナフサ由来の石化が事業の
主体。この事業が赤字になるのは同国としても避けたいのではないか。そう読んだ韓国などは
ナフサクラッカーの増設を始めた」
■日本は２０１４～１６年にナフサクラッカーを３基停止し、輸出に依存しない体制に転換して
　います。
　「欧州もナフサクラッカーの削減計画を公表したが、実際はほとんど止めていない。原油・
ナフサ安を受けてクラッカーマージンは向上し、大半の設備がフル稼働を続けている。イタリア
で休止が予定されていたエチレン設備は休止を先延ばしにする可能性が指摘され、英国では大型
設備新設も打ち出されている。世界の中で日本だけが縮小に向かった。」
■日本の石化が拡大する方策は。
　「日本はきめ細かくメンテナンスしながらクラッカーを運営し事故も少ないが、欧州は四六時中
トラブルに見舞われている。日本の安定操業の技術力は高いが、それでも操業５０年のプラントは
更新の時期に差しかかっている。経営層もそう認識していると思うが、（総合化学企業として
多方面に成長事業を抱えるなかで）なかなか建設を決断できない状況なのかもしれない」「日本は
近隣に世界最大の需要国を抱えており、大いに外需を取り込むべきだ。少なくとも１０年以内に
スクラップ＆ビルドによる大型最新鋭プラントへの投資検討が必要になるのではないか。中国が
質的向上を目指すなか、より付加価値の高い化学製品の需要も増えるだろう。日本の技術的優位性
を発揮できる機会は多い」

　１２月１８日（月）
１ 日化協会長会見・・・１７年「攻めの色濃く」、つながる産業でＷＧ

　日本化学工業協会の石飛修会長は、１５日の会見で２０１７年の化学産業を振り返り「全体
的に攻めの姿勢が色濃くなった年ではないかと思う」と述べた。また次世代人材育成やコネク
テッド・インダストリーズに係る最近の協会の取り組みを説明した。さらに素材企業による
データ改ざなどの不正行為が相次いだことを受け、各社のコンプライアンス強化を支援して
いく考えを示し「理事会で理事の皆様にもお願いした」と述べた。
　石飛会長は、好調な業績が続く化学業界の経営環境について、増加する海外需要に支えられ、
汎用品に市況上昇や高機能品の需要増加などを取り込んでいると述べた。一方で、海外経済の
不透明感や地政学的リスクもあり、経済施策の成り行きなど、様々な要因について引き続き注
視が必要との考えを示した。また経産省が推進する「コネクテッド・インダストリーズ分科会」
に対応し、協会内に「コネクテッド・インダストリーズ素材分野検討ワーキンググループ」を
立ち上げることを明らかにした。石飛会長は、どのような領域で企業のデータを連携させ、新
事業や素材開発につなげていけるか、そのなかでどのような課題があるかなどについて議論し、
提言する予定と述べた。

１６ エチレン生産　１１月０．７％増５６万㌧・・・実質フル操業２年に
　経産省がまとめた２０１７年１１月のエチレン生産は、前年同月比０．７％増の５６万
１６００㌧となった。生産は今年２月以降連続して前年を上回り、ＰＥを中心に国内需要の
堅調さを反映した。１１月は定修を実施したプラントはなく、稼働率９５％を超える実質フル
操業の状態が２年にいたった。需給バランスは均衡しており、エチレン価格は１㌧１３００
㌦超とマージンを確保しやすい環境にもある。
　１０月のエチレン換算輸出入実績は、輸出から輸入を差し引いた出超幅は、前年同月比
１３．６％増の１１万９８００㌧だった。輸出はエチレンが同２０．３％減の４万８９１０㌧
と減少。エチレン換算輸入はＨＤＰＥが同３１％増の１万７９６５㌧と増えた一方、ＬＤＰＥ、
エチレン等は減少した。

１６ 総合化学　好業績　今後の課題は（３）
　モルガンスタンレーＭＵＦＧ証券　調査統括本部株式調査部　
　　マネージングデイレクター　　渡部貴人　氏

　足元、原油・ナフサ価格が上昇しているものの、世界の消費動向は底堅く、石化製品、高機
能商品の市況や販売は好調が続いており、２０１７年度は各社の予想通り過去最高業績に届き
そうだ。では１８年度以降はどうなのか。

■・・・総合化学の好業績の背景をどう分析していますか。
「過去数年にわたって実施してきた石化の構造改革、高機能商品の販売増、石化の好市況の３



つが主要因。更に石化業界は１０年程度かけて価格交渉力もつけてきた。ポリオレフィンは
ナフサに連動して翌四半期に価格転嫁でき、都度交渉のケースも、輸入品の影響が少なく需給
が均衡する現在は価格転嫁しやすい環境にある。こうした価格への対応も好業績を後押しする
一因だ」
■・・・１８年度は米国シェールの本格的な台頭が予想されますが。
「大きな下押し圧力にはならないだろう。エチレン供給が増えることでマージンが縮じまる為
石化部門は減益傾向が予想されるが、肝心なのは国内のポリオレフィン需要の動向。ここが
堅調であれば引き続き高水準の利益を見込める」
■・・・来年度、高機能商品分野で焦点になるのは。
「北米の電気自動車（ＥＶ）大手の生産は１６年の８万台弱から２０年に向けて４５万台弱に
拡大する見通し。電池部材を提供する住友化学、三菱ケミカルＨＤ、旭化成はその恩恵を受け
るだろう」「もう一つが北米のスマートフォン。今年は３社モデルの内一つに有機ＥＬデイス
プレイが採用され、１８年は２モデルに採用が広がる。有機ＥＬ部材の供給量は倍に増え、
成長ドライバーになりそうだ」「ここ数年、芳しくなかった農薬もブラジル経済の回復と在庫
調整の進展によって上向きそうだ」
■・・・総合化学の石化の位置づけをどう評価しますか。
「『石化＝低収益』のような指摘もあるが、そうではない。当初、中国の石炭化学の台頭を
懸念したが、経済性は低く、脅威にはならない。米シェールのインパクトも大きくない。
フリーキャッシュフローの観点からみると、高収益だが継続投資の欠かせない高機能商品に比べ
石化は相当稼いでおり、現状の位置づけが適切。設備の高経年化は課題に残る」
■・・・１９年度は住友化学や三菱ケミカルＨＤが医薬品の特許切れの影響をうけます。
「営業利益が大幅に減少する要因になるが、会計上、純利益面は増益が可能とみている。ただ、
医薬に頼らなくとも安定収益を確保できる体力がついた今、多大な研究開発費を要する医薬品
の上場子会社を抱えるのは見直す時期ではないか。
コングロマリット・デイスカウントを解消できる答えの一つになる」

　１２月１９日（火）
１ 深化するオープンイノベーション②

■ＡＩ人材を育成
　オープンイノベーションは様々な形で進んでいる。水平連携では物質・材料研究機構が主導、
三菱ケミカル、住友化学、三井化学、旭化成の参画によりマテリアルズ・インフォマテイック
ス（ＭＩ）の共同研究に乗り出す。「ＡＩと材料開発をブリッジする人の育成は必要」との
認識は各社共通の参画動機の一つだ。
「企業単独だとリソースが少ない。物材機構のデータも利用できる」と期待する。「クローズ
にする部分とオープンでやる領域は明確。５年をめどにするが、３年目で成果を手取りできる」
（三菱ケミカルの村山英樹常務執行役員・研究開発部門・知的財産部門所管）とみる。４社共
通の事業であるＰＥでＭＩ手法を習得し、各社はその果実を自社の製品に展開する。
■事業ごとに選択
　三菱ケミカルにとって水平連携はオープンシェアードビジネスの一環。「Ｒ＆Ｄとビジネス
の境はない」（村山常務執行役員）として、事業ごとにオープンイノベーションとクローズド
をすみ分けてバリューチェーンでの開発を進める。
　炭素繊維複合材料では、基礎研究は同志社大学等アカデミアとの窓口を開く部分とクローズ
ドにする部分がある。材料・原料は全面的にクローズドで、プロセスも一部クローズドにし、
アセンブリーから用途開発にかけてオープンイノベーションを展開している。
　バイオエンジニアリングプラスチックでは、基礎研究、プロセス、アセンブリーはクローズ
ド、材料・原料、用途開発・市場開拓はオープンイノベーションを導入する。
　一方、アカデミアとはオープンイノベーションを加速する。１６年の実績を持つ米カルフォ
ルニア大学サンタバーバラ校との包括提携、中国の大連工科大学とは、ステージが一定に進ん
だものの開発を加速させるテーマが主体となる。

２ ダウ・ケミカル、紙おむつ向けＰＥ・・・柔らかさと強度両立、ＰＰ代替を狙う
　ダウ・ケミカルは、日本の技術チームを中心に新たな紙おむつ向けのＰＥを開発した。
柔らかさに特徴を持つグレードで、来年をめどに日本で上市する。主にＰＰが用いられる紙お
むつ用スパンポンドを対象にしており、差別化品としてＰＰの置き換えを狙う。
　開発したのは、繊維グレードＰＥ「アスパン」（商品名）の新製品「アスパン６０００」で、
ＰＥだけで作るモノスパンポンド用特殊グレード。
　将来的には、弾性フィルムや弾性不織布向けへの展開も計画。日本のＰＥ需要は産業用や食
品用途では１～２％成長と成熟している一方、衛生関連はインバウンド需要の後押しもあり年
５〜６％成長の需要増が見込める有望分野。「日本発の新しい技術」を軸に、新たな需要の掘
り起こしを進める。

８ ユニチカ・・・包装用フィルムを値上げ
　ユニチカは２０１８年１月１５日出荷分から包装用フィルムを値上げする。
対象製品と１連当たりの値上げ幅は、ナイロンフィルム「エンブレム」等が１５万マイクロ
メートル換算で５００円、ポリエステルバリアフィルム「セービックス」が１２マイクロメー
トル換算、バリア２軸延伸ポリプロピレンフィルム「セービックス」が２０マイクロメートル
換算で３００円。原油・ナフサ価格の上昇に伴いナイロンフィルム原料のカプロラクタム、ポ
リエステルフィルム原料の高純度テレフタル酸、エチレングリコールが値上がりし、ユーテイ
リテイーコストや輸送費等も上昇している。コストアップ分は自助努力で吸収できる範囲を超
えており、安定供給を維持するため価格改定の実施を決めた。



１１ 経産省　再エネ課題解決へ・・・ＦＩＴ負担抑制等検討
　経産省は１８日、専門家会合を立ち上げて再生可能エネルギーの大量導入と、それに対応し
た次世代電力ネットワークの構築に係る議論を開始した。
　政府が再生可能エネルギーの主力電源化を掲げ普及に力を入れるなか、妨げとなっている
系統問題に加えてＦＩＴの負担抑制等を中心に検討する。結論は順次、具体的な政策に落とし
込んでいく。
　経産省の諮問機関である総合資源エネルギー調査会に新たな小委員会を設置する。設定する
論点は、コスト競争力の強化、系統への円滑な受け入れ、事業環境整備の３つ。再生可能エネ
ルギーの最終的なＦＩＴからの自立を念頭に置き、積極的な入札制度の活用や既存系統の最大
利用に向けた仕組みの確立といった項目を取り上げる。

１２ 総合化学　好業績　今後の課題は（４）
　ＩＨＳマークイット　シニアデイレクター　米山昌宏　氏

　足元で好況を続ける世界の石化市場は米シェール陣営が本格稼働する２０１８年に一つの
節目を迎える。石化の世界地図が書き換わるのか否か。日本の取るべき選択は何か。変数が
多く先行き不透明な石化市場を読み解くための補助線を、海外事情に詳しいＩＨＳマークイッ
トの米山昌宏氏に聞いた。

■・・・日本の化学産業が取り組んできた構造改革をどう評価しますか。
「エチレンの国内生産はピーク時の０７年に比べ１５０万㌧ほど減ったが、稼働率は、実質
フル稼働の９５％を上回る。これは１４〜１６年の間に国内３社がエチレン設備を止めたこと
や川下の堅調な需要、比較的安定した原油価格に支えられてナフサクラッカーに競争力があっ
たことなどが背景にある」「高純度テレフタル酸やフェノール、ウレタン等の不採算事業から
の撤退、縮小も進んで各社の石化部門は収益力が高まった。一方、モビリテイー、ヘルスケア、
エレクトロニクス、フード＆パッケージ等成長分野に経営資源を振り向け、事業ポートフォリ
オは変化している。高付加価値路線だけでは販売ボリュームの確保が難しい点に留意は必要だ
が、日本の化学各社が利益重視の姿勢で取り組んだ構造改革は評価できる」
■・・・石化の世界動向をどう分析しますか。
「世界のエチレン生産能力は１７〜２２年平均伸長率が４．９％と予測する。これに対して
世界の需要の伸びは４．３％で、供給が需要を上回る。世界全体のエチレン稼働率は１６年が
８９．５％、１７年も８９．４％と高水準だが、米国のシェール陣営や中東、中国勢等の新増
設計画が立ち上がり、２２年にかけては世界の稼働率が８７％程度まで落ち込む可能性もある」
「ＩＨＳマークイットは、世界の石油需要が下支えとなり、１０年スパンで原油価格は１バレ
ル７５〜８０㌦水準まで上昇すると予測する。シェール由来のエタンは価格が１００万ＢＴＵ
当たり３〜４㌦と中東勢には及ばないが、原油価格が上昇すれば国際競争力は相対的に高まる。
世界の生産能力が増えることで稼働率の維持を狙った石化製品の玉突きが起こり、世界市況を
揺らす可能性も否定できない」
■・・・足元好調な需要や１８年に国内外でエチレン設備の定修が重なるアジアの石化市況は
タイト基調が続くとの見方が大勢を占めます。
「アジア市況がこのままいく可能性もあるが、警戒感は緩めない方がいい。好市況を背景に
統計に含まれないプロジェクトがいつ動き出すか分からない」「日本はナフサクラッカーが
主体で原料多様化に対応した設計の設備が少ない点も懸念材料だ。ナフサクラッカーの競争力
は誘導品のプロピレン、ブタジエン、ＢＴＸ等の市況を含めて決まるため一概に言えないが、
ナフサは原油上昇の影響を直接的に受ける為だ」
「それに日本のエチレン設備は稼働から半世紀を経た設備も多く老朽化が課題で、メンテナン
スコストが増加傾向にある。海外の最新設備は生産規模だけでなくエネルギー利用の面でも
効率性が高いはずだ。業績が良いと痛みを伴う改革は後退するが、今後の更新投資について踏
み込んで考える時期にきているといえる」
■・・・日本の化学産業の間で設備投資やＭ＆Ａ等の海外案件が増えています。
「成長市場の取り込み、安価な原材料の確保、自社技術の優位性を生かすといった観点から
海外投資はますます活発になるだろう。それを成功に導くカギはグローバルで戦える人材で、
若いうちから海外で鍛え、国際感覚を養う教育システムの構築が不可欠だ」

　１２月２０日（水）
１ 深化するオープンイノベーション③

　積水化学工業はオープンイノベーションで、シリコン系に比べ軽量で曲げられる新しいタイ
プの太陽電池、フィルム型色素増感太陽電池（ＤＳＣ）の開発に成功している。この製品は
「ビジネスモデルを軸にオープンイノベーションで新事業を創出する」成功例になる可能性を秘める。

■できたらすごい
　同社は得意とするフィルム技術を太陽電池に応用することで、従来の太陽電池にはない特性
が出せるのではないかと考えた。光電変換層は無機質で結晶化するには焼成が一般的だが、
フィルムにはそこまでの耐熱性はない。「しかし、出来たらすごい。。これがブルーオーシャ
ン戦略の仮説」。同社では、熱エネルギーでなく、衝突エネルギーを使い無機物をフィルム上
にぶつけることで常温下で光電変換層を形成する技術に注目。産業技術総合研究所で開発され
ていたエアロゾルデポジション法を導入してセルレベルで９．１％の発電効率を持ち、軽量で
曲げたりできる太陽電池を開発した。
　スペックも自社方針で決めるのではなく、大日本印刷等顧客企業と組み市場開拓型のオープ
ンイノベーションを進めている。
■年商１０００億円狙う
　同社ではコーポレートで次々世代事業開発・探索を行っている。予算は全社研究開発費の



１７％を充てる。「事業の大きさを重視する。一事業で年商１０００億円、営業利益２０％
が見込めるものを採択する」「圧倒的に勝ち切るストーリーを縦軸、徹底したアウトソーシン
グ、一番の競合をインサイダー化する」というオープンイノベーションを軸にした大型の事業
開発が複数進んでいる。今月には、ごみをエタノールに変換する世界初の革新的生産技術を発
表した。勝ち切るストーリーには、入口の企画段階で開発した知的財産を瞬時に且つ徹底的に
解析し競争環境を正確に把握するデジタル技術も背景にある。
■内部融合も追及
　内なるオープンイノベーションも同社ノテーマだ。各カンパニーの技術資産の共有を今後、
企業方針として進めることにしており、「中期計画で掲げた約１３００億円の売上増のうち
５００億円を“融合”で稼ぎ出す計画だ。
「積水化学はアプリ開発力はあるが、基礎研究立脚のスタンスは少ない。それを外に求める。
ただ、積水化学の化学の力でできることにはこだわる」としている。

６ 大日精化・・・２４年振り国内工場用地　茨城に、２０年稼働めざす　グラビアインキ等
　大日精化工業は、国内で２４年振りとなる工場用地を取得した。茨城県の工業団地の約７万
平方メートルの土地で、１期ではグラビアインキや特殊コーテング剤の生産を計画。２０１９
年着工、２０年の稼働を目指す。国内工場はこれにより１５拠店体制となる。２期以降も視野
にいれている。千葉でも特殊コーテング剤の増強を進めているほか、北米では特殊コーテング
剤、メキシコではコンパウンドの増強に着手するなど、国内外で需要を取り込む耐性整備を
加速する。

１１ ３Ｒ推進連絡会　「自主行動計画２０２０」の２０１６年度実績
　リデユース３団体、リサイクル５団体がそれぞれ目標達成

　容器包装の３Ｒを推進する３Ｒ推進団体連絡会は「自主行動計画２０２０」の初年度となる
２０１６年度のフォローアップ実績をまとめた。連絡会を構成する８団体の内、３団体が
リデユースの目標を達成、５団体がリサイクルの目標を達成した。
　リデユースについては、ガラスびん、ＰＥＴボトル、スチール缶の３団体。連絡会の推計で
は、リデユースの資源の節減効果は０６〜１６年度の累計で５６０万ﾄﾝに上るとしている。
　リサイクルについては、ＰＥＴボトル、紙製容器包装、飲料用紙容器以外が目標を達成。

１１ １８年度成長率、実質１．８％・・・内需主導、輸出も好調
　政府は１９日の閣議で、２０１８年度の国内総生産（ＧＤＰ）が物価変動の影響を除いた
実質で前年度比１．８％増加するとの経済見通しを了承した。設備投資や個人消費が伸びる
等内需主導で成長し、堅調な海外経済を背景に輸出も好調を持続すると見込んでいる。
　今年７月時点の見通し（１．４％増）から上方修正した。物価の伸びが弱いことなどを理由
に、物価動向を反映した１８年度の名目ＧＤＰは２．５％増と７月の見通しを据え置いた。

　１２月２１日（木）
１ 深化するオープンイノベーション④

　研究者の意識変革―。今、多くの化学企業が取り組むテーマだ。経営トップがオープンイノ
ベーションを進める動機の一つでもあり、オープンイノベーションの果実を得る必須要素だ。
　三井化学の福田伸常務執行役員は「同じことを考えている研究者は少なくとも日本に４人い
る。世界だと４０人いる。そのことを知って技術を開発していく必要がある。同じ開発をやっ
ている人がいるのならその人と組んだ方が早い」「研究者の目的は企業化。他者の特許は必要
に応じて取り込む。特許を工業化するにはノウハウが要る」「研究テーマに近いところで特許
が存在した場合、それを回避するのではなく、その人と一緒に開発をやる」こうした技術者
マインドの変革に２年前から取り組んでいる。
　今年４月にイノベーション戦略部を開設、オープンイノベーションの深化に乗出した旭化成。
小川周一郎研究・開発本部・技術政策室・イノベーション戦略部長は「課題解決型のオープン
イノベーションは十分にできている。イノベーション戦略部は事業創出のためのテーマの共奏、
更には事業化の壁に直面している開発技術の早期事業化を進める」と語る。「世の中がどう
動いているのか、外部の力をどうやって使うか見極めることのできる人材、文化を作るのが
ミッション」。成否の多くは人材育成にかかっている。
　今年化学系３社の統合により発足した三菱ケミカルは、技術プロモーター、技術プロデユー
サーを増やそうとしている。「外の技術を取り入れて次の商品開発をするというこれまでの
流れではなく、化学の本質に迫ってドラマチックなテーマを切り開いていくために、こういう
ところからやりたいというところから出発できる人材」（村山英樹常務執行役員）を技術プロ
モーター、技術プロデユーサーと位置付ける。
　村山常務執行役員は「理論的なメカ特性の１０分の１くらいしか出ていない汎用樹脂もある。
高次構造の制御にはわかっていないことが多い。モノの構造は熱エネルギーだけでなく、速度
論で決まっていることが沢山ある。それをコントロールする技術をさらに進展させることで、
従来では考えられなかったような性能を付与できる。既存材料にも大きなブレークスルーが
出てくる可能性がある」という。ＩＴを駆使した今のイノベーションの多くは「効率化が中心。
生産や工場が増えるわけではない」と分析する。
　そのためにも同社は一定のステージにまで進んだ成果を取り入れるだけでなく、ベンチャー
の能力を踏まえたうえで初期の段階から一緒に取り組もうとしている。「出来たものを見てか
らでは遅い。我々と組むことで開発が加速できると実感させる必要がある。ウィン・ウィンの
関係で速度と深みを持って最初から開発を一緒にやっていきたい」とオープンイノベーション
のギアチェンジを目指す。
「それが出来る人材を育成する必要がある。相手側に選択権があるので、その時にわれわれ
の方を向かせられるだけの技術プロモーター、技術プロデユーサーの存在が不可欠だ」「権限



と責任を与え、最初から目指すべきゴールを定めて原理原則からやれるシステムを作りたい」
と考えている。

１ ＪＸＴＧエネ・川崎製油所・・・「スーパー認定事業所」第１号に
　経産省は２０日、ＪＸＴＧエネルギー川崎製油所を「スーパー認定事業所」の第１号に認定。
同日、同省福島宏技術総括・保安審議官が、ＪＸＴＧエネルギー川崎製油所長の藤井文人常務
執行役員に認定書を交付した。藤井常務は「重い責任を感じている。より高度な自主保安を目
指し、活動を重ねていきたい」と語った。
　スーパー認定事業所は、高いレベルのリスクアセスメントの実施、ＩｏＴやビッグデータを
初めとするスマート化の導入等を条件に、連続運転期間や検査方法を事業者が自由に設定でき
る制度。能力のある事業者の裁量を大幅に増し、国際競争力の強化にもつながるとしている。

２ 社説・・石化の将来を考えて検証すべき点
　日本のナフサクラッカーで実質フル操業を示す稼働率９５％超の期間が２年に達した。９０
％超は４年に及び、化学大手の２０１７年度業績は過去最高に至った。米国シェール由来の
エチレン増産に対する脅威論は退き、１８年度以降も石化を取り巻く環境は崩れないとの
見方が強まっている。
好況に沸く石化業界だが、中長期的に事業を維持・拡大し続けるためには検証すべき点がある。
　一つは１４〜１６年の間に行われたナフサクラッカー３基の恒久停止。誘導品も含め大きく
上下に振れる市況が収益を直撃するリスクを薄める施策だが、好況の最中、何故世界で日本
だけが計画通りに設備廃棄を進めたのかという疑問は残る。
　油価急落前、日本と同様、ナフサクラッカーの多い欧州も設備削減を打ち出した。競争力あ
る天然ガスを抱える米国、中東はエチレン増産を計画し、中国は石炭化学の開発に躍起になり
始めた。これが日欧が設備停止を決断する最大の要因とみられるが、油価の大幅下落、ナフサ
の競争力が相対的に高まったとみるや欧州は削減計画を先送りした。世界経済が底堅いなか、
米国のエタンを輸入し、増産する動きも出始めた。
　コンビナートには異なる資本が入り乱れ、利害関係は複雑という。市況が好転したからとい
って、単純に設備停止を先送りできないのかもしれない。クラッカー３基の停止が、他の国内
設備の操業度にどう影響したかも正確にはつかみにくい。ただ、世界の競合の立ち居振る舞い
や実際の出来事を参考に、いかに、しぶとく生き抜くか、見つめ直すいい機会ではないか。
　もう一つはクラッカーの高経年化にどう向き合うかだ。
２２年には日本のクラッカーの過半が「５０年選手」になる。「未知の領域」という長期間の
運用は、高い保安・保全技術、きめ細かなメンテナンスによって支えられ、しかしながら世界
のエチレン設備の新鋭化・巨大化が進む中、日本の設備の効率性は見劣りする。
　日本は技術、人材、エンジニアリング、資金力、いずれも備えた世界屈指の「石化強国」だ。
増大するアジアの需要に対応するためにも、高経年化設備の刷新という重要課題に、真剣に
取り組む時期に差し掛かっている。

６ 荒川化学、富士工場の操業状況を発表
　今月１日に爆発・火災事故が発生した富士工場（静岡県富士市）の操業状況を発表した。
同工場内の全製品設備の操業停止を継続、発災現場を除き、停止命令の解除に向けて安全面に
最大限の注意、確認を行いながら点検、修理作業を進めているという。
　発災現場である印刷インキ用樹脂製造棟は再建しない方向で検討を進めており、安全確保の
ための処置を開始する。
　製品供給については、同社他事業所での代替生産や外部委託による生産を検討し、一部は
開始している、安全確認がとれた倉庫内の在庫では出荷を一部再開した。今回の事故では
印刷インキ用樹脂製造棟が全焼、その他隣接製造棟も一部損傷している。また、近隣住宅など
への被害も確認されているが、修理などを順次開始しているという。

８ エチレン用輸入ナフサ・・・１１月は３５６９円高
　経産省がまとめた１１月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は３カ月連続で
上昇。ドル建てで１㌧当たり３９．１㌦高の５３４．６㌦、円建てで１キロリットル当たり
３５６９円高の４万１８５６円となった。為替レートは１ドル＝１１３．５円で１．１円の
円安だった。

１２ エネ研予想・・・エチレン生産１８年度１．８％減
　日本エネルギー経済研究所が、２０１８年度の日本の経済・エネルギー需給の見通しをまと
めた。それによると、最終エネルギーの消費は、１７年度から一転して全部門で前年割れとな
り、なかでも燃料油販売量は軽油を除く全油種で減少する。エチレンプラントの定修が多いこ
となどでエチレン生産は１．８％減少し、ナフサ需要が減退する。
　前提となる経済状況は、世界経済が１７年度３．６％、１８年度３．７％成長と回復が続く
とみる。ただ、アジア経済はやや減速、日本も１７年度１．８％から１．１％成長へと減速す
る。中国需要の減退を受けて、機械関連の輸出が落ち込む影響が大きい。そうしたなか、最終
エネルギー消費は、１７年度は６年連続の減少を脱し、前年度比０．６％増加するものの、
１８年度は再び０．４％マイナスと減少に転じる。燃料油販売は、１７年度はエチレンプラン
トの定修が少ない事によるナフサの増加などがあったものの、全体としては０．９％減少。
更に１８年度は原子力発電所再稼働の進行に伴うＣ重油の大幅減少や、エチレン設備の定修の
増加を背景に６年連続となる２．３％の減少。これまでのピークである１９９６年度の２億
４６００万キロリットルの７割を下回る水準にまで落ち込む。これはおよそ半世紀前の水準だ。
　エチレンの生産量は、１７年度が前年度比１．９％増加するが、１８年度は１．８％減少。
ナフサ販売量は１７年度は２．８％の増加、１８年度は２．４％の減少を予想している。



　１２月２２日（金）
１ 大手化学企業東南アジア勢、好業績追い風にエチレン投資を活発化

　インドネシア、マレーシア、フィリピンの大手化学企業の業績が好調だ。２０１７年１～９月
期も主要４社中３社（チェンドラアスリ・ペトロケミカル、ペトロナス・ケミカルズ、比ＪＧ
サミット・ペトロケミカルズ）が大幅な増収増益だった。原油価格上昇に伴い期中にナフサの
平均価格が前年同期比２割程度値上がりしたものの、クラッカーマージン（ナフサとエチレンの
価格差）は６月の１トンあたり４５０ドルを底に反転。中間原料や合成樹脂の市況上昇と増販が
業績を押し上げた。旺盛な需要を背景に各社はエチレン投資を活発化。米国産化学品の流入に
備え、誘導品の多角化を図る動きも目立つ。
　急速な需要拡大に応え、域内化学大手は積み上がった手元資金を大規模投資につぎ込む。順調
なら域内では２３年までにエチレン能力が６００万トン追加される見通しだ。各社の投資に共通
するのは、いずれもナフサ分解炉を新増設すること。１８年以降、高い競争力を持つ米国産エチ
レン誘導品が東南アジアにも流入し始める。ナフサ炉で得られるプロピレンやブタジエン、芳香
族を原料に誘導品を増産、競争力を高める狙いがある。

１ 新社長登場　ＤＩＣ　猪俣薫氏（２０１８年１月１日就任予定）
◆現状をどうみますか
　「実行中の中期経営計画では１年目は最高益を達成し、２年目もその方向性で間違いない。
ただ新聞、出版など紙用インキはデジタル化の波を想定以上に受けており、計画は未達かもしれ
ない。原料の調達体制が強くなりきれておらず、既存事業の成長だけでは限界も感じる。なるべく
強い事業の柱を創設したい」
◆各事業の状況は
　「プリンティングインキは売上高の半分以上を占め、最もグローバルに展開する事業だ。紙用
インキの低迷には欧州拠点を中心に準備してきた。一方でフィルム包装市場は先進国も新興国も
伸びる。食の安全意識が高まり、食品メーカーにとって包装は単なる副資材ではなくなった。
増産、合理化で事業を拡大させ、接着剤やバリア性を付与する素材などとのセット販売もしていく」
◆現中計の戦略投資枠の消化率は２０％です
　「買い物のための買い物はしない。次世代事業創出のためのＭ＆Ａ、提携は当社の技術に磨きを
かけられる相手が対象だ。当社が進出していない地域を補完できる企業、得意分野が異なる同業
との連携もありえる。最終年で大型投資がなければ次期中計の投資枠を積み増すことになるだろう」

３ 三井化学ファイン　シリコーン系表面改質材、食品包材用途を開拓
　三井化学ファインは、ポリオレフィン（ＰＯ）表面改質材「イクスフォーラ」の用途開拓を
強化する。液晶保護フィルム向けに加え、食品包装用途や植物工場へ向けた提案を行っていく
方針。食品包材では、食品包装フィルムにイクスフォーラを添加することで液体スープなどの
充填スピード向上などを実現できることから、食品包材の製造・加工を行っている国内外の食品
コンバーターを対象に提案を進め、１年以内の本格採用を目指す。
　イクスフォーラは、ＰＯ材料に少量添加することで成型品表面に離型性や摺動性、撥水・撥油性、
耐汚染性、耐摩耗性、ガス透過性などの機能を付与できるシリコーン系の表面改質材。同製品が
もつユニークな特性が評価され、背面に対粘着剤離型性を付与した液晶保護フィルム向けで採用が
始まっている。同社は液晶保護フィルム向けに次ぐ新たな用途の開拓を進めており、その一つが
食品包材向け。イクスフォーラを食品包装フィルムに添加することによって、液体スープなどを
食品包装フィルムに充填するスピードを向上することが可能になる。さらにヒートシール後にも
強度を持ち剥離しないホットタック性も確保できる。同材を使用した食品包装フィルムの試験が
行われており、早期の採用を見込んでいる。可動部の摩擦係数を低減することで摺動性を改良した
化粧品容器向けの採用も進展する見通し。

液晶保護フィルム 食品包材フィルム

５ サンエー化研　産業材事業、メディカル分野に進出、絆創膏など剥離紙
　サンエー化研は産業資材事業の収益力強化へ向けて、メディカル分野への参入を目指す。
サージカルテープ、絆創膏、湿布薬、経皮吸収型製剤向けなど付加価値が高い剥離紙の開発を
目指す。２０１６年に立ち上げた掛川工場ＷＥＳＴ（静岡県掛川市）のクリーンな作業環境を
生かす。テープ用基材をはじめとした既存製品の国内市場が伸び悩み傾向にあるなか、新たな
柱として育成中の電材用工程紙や炭素繊維プリプレグ用工程紙とともに成長分野で足場を固める。
　サンエー化研の産業資材事業は、粘着テープ用基材、両面テープ用やラベル用などの剥離紙を
製造・販売する。得意とするコーティングおよびラミネート技術を駆使した各種製品で実績を
積み重ねてきた。海外からの粘着テープ流入を背景とした国内テープメーカーの生産停滞による
テープ基材の受注伸び悩みや一般用剥離紙の収益性低下など市場環境が厳しくなるなか、最近では
電材用工程紙や炭素繊維プリプレグ用工程紙の拡販に取り組んでおり、いずれも事業収益向上への
貢献が期待できる状況にある。
　産業材事業の上期（４～９月）業績は、剥離紙の売り上げ増、海外からの電材用工程紙の受注
回復などにより前年同期を上回った。ただ、掛川工場ＷＥＳＴ関連の費用負担増などにより営業
段階で赤字を計上した。低収益構造からの脱却へ向けては掛川工場ＷＥＳＴの稼働率向上が重要
テーマで、メディカル分野への参入はこの一環となる。
　掛川工場ＷＥＳＴは、産業資材事業の新拠点として昨年９月に操業を開始した。ラミネート加工、
シリコン塗工、巻き取り・仕上げまでの一貫体制が整備され、電子材料関連用途向けの高付加価値
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セパレーターにも対応する最新鋭設備を備える。クリーンな環境を生かした製品作りで品質・
納期面で信頼を得るとともに、新規顧客の開拓により売り上げを拡大し、業績改善の流れを加速
していく。

７ 酢酸エチル反転上昇　足元１０５０ドル、中国の供給減が影響
　酢酸エチルのアジア市況が約６年ぶりの高値となった。１１月上旬に９００ドルを割ったため
天井を打ったとみられたが、１１月下旬には９７０ドル、足元は１０５０ドルと反転上昇している。
環境規制によって中国の供給が絞られたことで市場に品薄感が漂い、発注時期を見極めていた
需要家の買いを誘発した。
　日本では値上げの動きが過熱している。輸入商社が９～１１月に１ｋｇ当たり１０～２０円の
価格改訂に乗り出し、１２月も複数の輸入商社が１０円前後の追加値上げを打ち出し、計３０円の
改定幅となった。国内品もすでに計３０円の値上げが表明されている。また、足元の海外市況高騰
を受けて、来年１月からの追加値上げを打ち出す輸入商社も出ており、値上げ局面は当面続きそう。

７ クラレ　ＥＶＯＨを３０円値上げ
　クラレは、２０１８年１月２２日出荷分からＥＶＯＨ（エバール）を１ｋｇ当たり３０円
値上げする。

１１ プラ加工機械　１～１０月生産１９％増、輸出好調１６万台突破へ
　射出成型機を中心としたプラスチック加工機械の生産が伸長してる。２０１７年１～１０月
までの累計生産台数はすでに１６年実績とほぼ並び、１７年通期では１万６０００台突破が確実
になる見通しで、過去１０年間で最高となりそう。。国内の堅調に加えて、主力の海外市場が
急回復したことで、各社はフル生産体制を続けている。
　全体の３割前後の国内は比較的安定的に推移している。一方７割を占める輸出が中国、東南
アジア、北米などで伸長した結果、全体を押し上げた。とくに中国市場が急回復している。
１０月の生産実績を見ると、主力の射出成型機が１３１１台（前年同月比４２．２％増）と
激増した。また押出機本体は４８台（同４倍）、付属装置が７０台（同８４．２％増）と高い
伸び率を見せた。ブロー成形機は３９台（同２２％減）であった。

１２ １１月ＰＥ生産増、ＰＰは減、国内出荷はＬＤＰＥ増、ＰＰは減
　石油化学工業協会が２１日発表した１１月の主要石化製品の国内出荷は、ＬＤＰＥが食品包装
などに使われるフィルム分野が好調に推移して前年同月を上回った。ＨＤＰＥは前年同月並みで、
ＰＰは射出成型分野の出荷減少などが影響し前年同月を下回った。輸出は、３品目とも下回った。
生産はＬＤＰＥが前年同月並み、ＨＤＰＥは上回った。ＰＰは定修規模差などから下回った。
　エチレンの生産量は５６万１６００トンと同０．７％増加した。平均稼働率は９８．３％と
対前月で０．５ポイント上昇。フル操業を２年にわたって続けている。１７年１～１１月の累計
生産量は５９５万３９００トンで、前年同期比で４．５％増加した。

２０１７年１１月のＰＥ、ＰＰ生産・出荷・在庫実績 （単位：千トン、％）
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