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　１１月２日（金）
１ ４～９月期決算

◆三菱ケミカルＨＤ　ケミカルズが好調
　三菱ケミカルＨＤの４～９月期決算は、市況の高水準が続くＭＭＡモノマーおよびニードルコークスの
好調が際立った。当期の売上収益は前年同期比６．５％増の１兆９２２０億円、コア営業利益は同２．１
％減の１８８１億円、純利益は同１９．６％増の１２０２億円だった。コア営業利益のうち、ケミカルズ
が同１６．１％増の８３５億円と全体の４４％を占め、事業セグメントで唯一増益だった。通期業績予想
を上方修正した。売上収益は前回予想に比べ１１００億円増の４兆４００億円、コア営業利益は同１３０
億円増の３６８０億円、純利益は同２９０億円増の２１３０億円と、売上収益および純利益では過去最高
を予想。年間配当も前期比８円増の４０円に引き上げる。

◆三井化学　各利益が過去最高
　三井化学の４～９月期決算は、増収増益となり、各利益は上期として過去最高となった。営業利益は
４セグメントのうち、モビリティ、フード＆パッケージングは原料価格上昇などが響き減益となったが、
他の３セグメントは増益となった。当期の売上高は４セグメントすべて増収となり、前年同期比１６．１
％増の７２０９億円、営業利益は同３．１％増の４９７億円となった。また、前年同期に比べ連結会社数
が２６社増の１５６社と持分法の投資利益が拡大したことで経常利益は同１６．９％増の５８４億円と
大幅に増えている。純利益は同９．４％増の４１７億円だった。通期予想は、売上高を５００億円増の
１兆５４００億円、営業利益は据え置いたが、経常利益を同５０億円増の１１７０億円に上方修正した。

３ ◆東ソー　４年連続で最高益
　東ソーの４～９月期決算は増収増益となった。利益面は４年連続で過去最高を更新した。売上高は前年
同期比８．４％増の４２４４億円、営業利益は同２．８％増の５６０億円、経常利益は同４．３％増の
６０７億円、純利益は同３．４％増の４１６億円だった。下期は原燃料価格の上昇とウレタン原料などの
海外市況下落の影響を受けることから、利益面の通期予想を下方修正した。通期予想は、売上高８８００
億円に上方修正、営業利益１０００億円、経常利益１０５０億円、純利益７１０億円を見込む。

◆宇部興産　費用増などで減益
　宇部興産の４～９月期決算は、売上高は前年同期比６．５％増の３４８２億円、営業利益は同３３．５
％減の１５０億円、純利益は２１．７％減の１２３億円だった。主力の化学事業でアンモニア工場の定修
や生産トラブル発生による販売減や費用増、合成ゴムも原料価格の上昇下での市況軟化があり採算性が
低下した。通期業績は予想は従来予想を据え置く。売上高は６．４％増の７４００億円、営業利益は
１２．４％減の４４０億円、純利益は３．７％減の３０５億円を見込んでいる。

６ 酢酸エチル反転上昇　１０００ドル台回復、輸入品値上げ
　酢酸エチルのアジア市況が反発し、１トン当たり１０００ドル台に回復した。原料の酢酸が９月から
上昇し始めたことや、中国大手が１０月から定修入りしていることなどを上げ要因に、１０月に１０２０
ドル前後まで上昇した。この先は強弱の材料が交錯しているため見方が分かれる。一方、日本では足元の
海外市況の高騰を受けて、１０月に複数の輸入商社が１ｋｇ当たり１０円の値上げを打ち出している。
　酢酸市況は冬場にかけて続騰する公算が大きく、酢酸エチルは連れ高となる可能性が強い。一方、定修
中の中国大手が１１月中旬以降に安定供給に戻り、タイト感が解消されることで価格の下げ圧力につなが
るとの見方もある。
　日本では昨秋から複数回にわたって値上げが表明された。今年１月の打ち出し幅は輸入品が１ｋｇ当た
り４５～５０円、国内品が４５円。輸入品は６月にも海外市況高騰による原価上昇分と中国品の特恵除外
措置による３．７％関税を織り込んだ値上げが打ち出された。改定幅は８～１５円だったが、８～９月は
市況下落を背景に数円の調整が行われたもよう。１０月に入って、複数の輸入会社が９月中旬からの原価
上昇などを理由に値上げを表明した。改定幅は１０円。交渉は順次進められているようだ。

６ 製品値上げ　一般溶剤の交渉大詰め・・・国産ナフサ上昇を背景に
　一般溶剤の値上げ交渉が大詰めを迎えている。第３～４四半期のナフサ価格が１ｋＬ当たり５３０００
～５６０００円水準に上昇すると想定したうえでの値上げが６～９月に打ち出された。ＭＥＫは１ｋｇ
当たり１０円程度、ＩＰＡは１０円以上、アセトンは１３円以上、ＭＩＢＫは１６円以上で決着局面を
迎えつつあるもよう。また、複数社が１８年第４四半期の国産ナフサ基準価格を１ｋＬ当たり６万円超
水準と想定して、追加値上げを打ち出している。

　１１月５日（月）
1 化学大手８社４－９月・・・営業益で明暗、実質好況継ぐ、原材料価格の転嫁課題

　化学大手８社の２０１８年４－９月期決算が出揃った。営業利益社では信越化学工業、旭化
成、東ソー、三井化学の４社が上期として過去最高を更新したが、残る４社は減益となり明暗
が分かれた。信越化学は塩ビや半導体シリコン等全事業が好調で、死角が見当たらない。減益
となった４社も、石油化学の定修の影響等特殊要因が多く、実質的には好況だった前年を引き
継いでいる。この間に買収を成功させた企業も多く、通期業績を押し上げる見通し。一方、
上期に上昇した原材料価格をいかに転嫁できるかが、下期の最重要課題となりそうだ。
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【化学大手の２０１８年４－９月期業績と１９年３月期予想】（単位：億円、％）

上段＝２０１８年４－９月期業績、下段＝２０１９年３月期予想

　１１月６日（火）
１ 超短波

■・・・「この１０年間で廃棄物を４３％削減することが出来た」と胸を張るのは、横浜市の
林文子市長。臨海部が京浜工業地帯に面しているため古くから環境意識は高く「分別や３Ｒの
徹底」を通じ、約３８０万人と国内最大都市人口を抱えつつも、成果を出すことが出来た。
「食品ロスを減らすことに力を入れている」といい、新たな目標に向けて歩みを止める気配は
ない。
■・・・長年の取り組みで得たごみ処理や管理に関する経験やノウハウは、横浜市だけに止ま
らない。世界銀行やアジア開発銀行（ＡＤＢ）等と連携し「途上国等海外にも広めている」。
近年ではアフリカとの協力関係構築に力点を置いていることもあり、「実践的な廃棄物管理の
あり方を支援している」と語る。ＳＤＧｓ未来都市の一員として「都市の持続成長を目指す」
と固く誓う。

３ 積水ヒノマル鳥栖工場・・・食品容器、小ロット対応強み　成形機更新し生産性向上
　積水ヒノマルは、積水化学工業の環境・ライフサイエンスカンパニーグループの一員として、
真空成型による食品容器事業を展開している。
　同社は１９４７年、日本窒素肥料の販売会社として発足した専門商社だが、６３年からプラ
スチックシート加工も開始し、製造会社としての顔も持つ。手掛けるのはＰＳＰ（ポリスチレ
ンペーパー）とＯＰＳ（２軸延伸ＰＳシート）の成形加工で、それぞれ食品トレーや弁当容器
とフタ等として出荷している。規模は大手に及ばないが、小ロット対応力により独自性を発揮
している。デザイン部隊を福岡と東京に擁し、自社で図面を作成し設計した商品を顧客へ提案
することもできる。“白玉”と呼ばれる白色のカップや丼に自動で連続的に最大６色まで局面
印刷できるのも特徴の１つだ。内嵌合で汁物を入れて傾けても漏れにくい容器などを金型メー
カーとも連携して作り上げており、大手弁当チェーンなどにも採用が広がる。特に注力するの
が宅配やテイクアウト向け。高耐熱など利便性の高い商品提案により付加価値シフトを進める
一方、ボリュームは大きいが差別化をしにくい汎用の白色トレーからは手を引いている。
　工場は鳥栖工場と関東工場（茨城県）の２拠点体制、鳥栖工場では、１９年度までの中計期
間内に、成形機の更新を実施する計画で、最新鋭機に入れ替えることで生産性を高め人手不足
の中でも需要に応えられる体制を構築する。
　従来ＰＳ系に限ってきたが、新たな材料系の商品開発も視野に入れて、来年２月に導入する
設備はＰＰフィラーと呼ばれる強化材を配合したＰＰシートも成形できる兼用機。外部委託品
で市場開拓しながら将来的な自社生産を目指す。
　１６年４月から積水化学の環境・ライフラインカンパニーグループになった。（従来はコー
ポレート管轄）カンパニーの協力を得て人材教育や安全、品質面などについての技術研鑽会等
で大きな効果が挙がっている。同カンパニーに真空成型を手掛ける企業は他になく、将来的に
はこの技術を積水化学の他事業に展開していくことも期待されている。

　１１月７日（水）
８ 「化学の日／化学週間」記念ケミカルフォーラム　「化学技術の発展へ　今すべきこと」

　記念フォーラムは化学工業日報社が主催し、１０月２４日　東京証券会館ホールで開催された。

　来賓挨拶：経産省製造産業局素材産業局課長　湯本啓市　氏
　化学産業はわが国経済社会を支えるリーデイングインダストリーであり、様々なイノベーシ
ョンの実現に貢献する新しい素材を社会に送りだしてきた。第４次産業革命を実現する上でも
引き続き大きな役割を果たすことを期待したい。
　大きな時代の潮流の変化としてＳＤＧｓに沿った多面的な取り組みが企業活動に必須になっ
ているほか、地球温暖化対策、海洋プラスチック問題への対応も重要だ。
　今後は新たなデジタル技術の導入でプロセスや素材開発を更に飛躍的に向上させることが

社名
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
19,220 6.5 1,881 -2.1 - - 1,202 19.6
40,400 8.5 3,680 -3.3 - - 2,130 0.6

旭化成
10,414 8.0 1,043 12.6 1,102 12.6 789 11.4

325

1,600 -6.022,100 8.2 2,100 5.8 2,220 4.4

-4.8
積水化学工業

5,549 3.9 421 -8.3 458
11,630 5.0 1,020 2.8 1,000 6.5 670 5.6

-5.6

宇部興産
3,482 6.5 150 -33.5 186 -21.2 123 -21.7
7,400 6.4 440 -12.4 455 -10.3 305 -3.7

信越化学工業
7,917 13.9 2,092 33.9 2,171 35.5 1,588 43.4
15,600 8.2 3,900 15.8 4,000 47.5 2,900 8.9

住友化学
11,221 7.9 1,021 -19.6 - - 614 -20.2
24,900 13.7 2,400 -8.6 - - 1,300 -2.8

東ソー
4,244 8.4 560 2.8 607 4.3 416 3.4
8,800 6.9 1,000 -23.4 1,050 -20.6 710 -20.0

三井化学
7,209 16.1 497 3.1 584 16.9 417 9.4

800 11.815,400 15.9 1,060 2.4 1,170 6.2



可能になるのではないか。わが国の化学産業が引き続き世界の潮流の先頭に立ってイノベー
ションをリードする存在になるために産学の活躍に期待したい。経産省としても積極的に取り
組みを支援していく。

　特別講演：東京大学名誉教授　御園生　誠　氏
　これからの化学技術を考える上で、グリ－ンサステイナブルケミストリー（ＧＳＣ）につい
て取り上げたい。まず、環境クズネッツ曲線（経済発展と環境負荷の関係を表す逆Ｕ字型の曲
線）について説明する。横軸の一人当たりＧＤＰが増加するにつれて、縦軸の環境負荷は増え
るものの、環境規制や技術改善が進むことでＵターンし、その後は経済成長しても、環境負荷
は減るというものだ。これが実現すれば持続的な社会に繋がると考えている。
　ただ、環境クズネッツ曲線をＵターンさせるのは容易なことではない。実現のためには一つ
の技術だけではなく、多くの優れた技術を集めて、全体を最適化することが必要だ。火力発電
の低炭素化と効率向上、再生可能エネの漸増、ライフスタイル・社会システムの転換などが挙
げられる。
　環境負荷の低減とＧＤＰの増大を両立（Ｕターン）を可能にするための有効な案として、
ポジテイブＧＳＣがある。これは便益、快適、福祉等の性能を一定にし、環境負荷を減らすと
いうレス・ネガテイブの考えではなく、環境負荷を一定にし、性能を飛躍的に増やそうとする
ものだ。例として、紙おむつ、炭素繊維、ＬＥＤ、新分離技術、蓄電池等が挙げられる。
　自然共生型のＧＳＣも提案する。経済とエネルギー（ＣＯ２）の結合は強く、個別の製品や
プロセス改良の積み上げだけでは総量が増えて、野心的な目標は達成できないと思われる。
　そこで、自然と先進材料を有機的に連携させ、なおかつ競争力のあるような技術の方向を考
えることも必要と考える。例えば、自然の太陽光、風、水、土、緑をなるべくそのままに広域
の環境改善・維持に活用する技術はどうか。そのための先進材料には建材（斜熱、断熱,、透
熱）、舗装材、保水、透水、地中熱利用が挙げられる。
　結論すると、化学技術の果たす役割（責任と義務）は大きいとはいえ、化学技術の未来は、
楽観できるものではない。大事なことは、正しい方向を見つける考え方にある。それはエネル
ギー、資源消費、環境負荷が全体として小さく、などかつ競争力を維持できる豊かな社会へ向
かう技術の方向だと考える。
　また、一人ひとりの健全な批判者精神とバランス感覚も大事である。
世の中には多くに技術があるが、一つに過大な重心を置くと、間違いを起こしかねない。
科学がポピュリズムに踊らされず、自ら考え、判断し、質の高い評価をすることが不可欠だと
思う。

１２ ジェトロ　中国輸入博　連動フォーラム
　５日から開幕した第１回中国国際輸入博覧会に連動する形で、日本貿易振興機構（ジェトロ）
は６日、上海で「日中匠×イノベーション連携フォーラム」を開催した。
６日の開幕式では経産省副大臣の磯崎仁彦氏が登壇し「今年は日中平和友好条約締結４０周年
の節目だが、中国も経済改革開放政策を掲げて４０周年と、両国にとって大切な節目の年」と
し、「先の習近平国家主席と安倍晋三首相との会談で第三国の社会インフラ共同開発や日本の
持つ環境や省エネ技術で双方の協力強化が互いに確認された。
　経産省として中国商務部や関係部門と連携し、両国の経済交流拡大を進めたい。中国輸入博
覧会は貿易を通じ開放型経済を広げる中国政府の新たな政策姿勢で、日本の経済拡大にもつな
がる」と語った。

　１１月８日（木）
１ 双日プラネット　ナイロンフィルム北米で倍増、２万トン超

　双日プラネットは、北米市場で包装資材事業を拡大する。カナダ合弁会社アメリカン・バイアクシス
（ＡＢＩ、マニトバ州）の２軸延伸ナイロンフィルム（ＢＯＰＡ）工場を増強し、年産能力を現状比倍増
の２万トン超に引き上げる。投資額は６０億円で、新ラインの稼働は２０２０年第１四半期を計画してい
る。北米では食品包装向け需要やネット通販取引の拡大により、軽量で強靭なフィルムなど軟包装市場の
成長が続いている。同社はＢＯＰＡの増産体制を敷くことで成長市場での需要を確実に取り込みたい考え。
同時にＢＯＰＡで６割強のシェアを握る北米市場での存在感をより一層高めていく。
　ＡＢＩの工場の敷地内に新生産建屋を建設する。新生産棟には、同時２軸延伸製造ラインを新たに導入
する。既存棟は逐次延伸製造ラインのみだが、同時２軸延伸製造ラインを導入することで新たな用途での
展開が可能になる。同時２軸延伸法はレトルト食品や冷凍食品の包装に適しているほか、ラミネート型
リチウムイオン２次電池の外装材にも対応できる。
　ＡＢＩが製造するＢＯＰＡは、双日プラスチックスアメリカ（ＳＰＡ）が販売を担い、北米市場で６割
強のシェアを獲得している。ＡＢＩの増産に先行して販売体制を強化する。
　北米の軟包装材市場は今後も年率６～８％の着実な成長が見込まれている。食品分野で電子レンジ活用
による利便性などから、ビン・缶からフィルムなどに置き換えが進んでいることが背景にある。ネット
通販利用の拡大による物流量の増加も市場成長に拍車をかけている。ＢＯＰＡを用いた包装材をプラス
チックの減容化による環境対策、食品賞味期限延長によるフードロス対策など社会貢献につながるプラス
チック素材と位置づけ、さらなる普及に注力していく。

１１ ネイチャーワークスジャパン　ＰＬＡ：フィルム、繊維分野拡大・・・透湿性など機能前面
　ネイチャーワークスジャパンは、ポリ乳酸（ＰＬＡ）の付加価値戦略を加速する。同事業は世界市場で
年率１ケタ台後半の成長を継続しており、海洋プラスチックごみ問題を背景に米国プラントはフル稼働が
続く。そのためグループ全体でニート販売から高機能品やコンパウンド品といった付加価値品へシフトを
強め、ポートフォリオの組み替えを急ぐ。日本ではＰＬＡの透湿性や疎水性などの特徴を訴求しフィルム
や繊維分野で用途開拓を推進。射出用途ではフィリピンの大手コンパウンダーと組み、競争力の高い
ペレットを現地で生産し日本や東南アジアへ展開していく。
　ネイチャーワークスジャパンは、ＰＬＡの世界最大手・米ネイチャーワークスの日本法人。ネイチャー



ワークスは米ネブラスカ州に年１５万トンのブレア工場を持ち、旺盛な需要に対応して同７万５０００
トンの増強検討を進めている。足元はフル稼働が続き、増強分の立ち上げには１年半の期間を要すること
から、グループ全体でポートフォリオの高付加価値化に取り組んでいる。
　日本市場では包装材料向けのフィルム。シートが主力。そのほか繊維・不織布、射出成形用途のコンパ
ウンド品などを手がける。日本には欧米市場で付加価値分野に位置付けるコンポスト用途がないため、
ＰＬＡ特有の樹脂性能を切り口に採用実績を伸ばしている。
　包装材料ではＰＬＡのガス透過性や透湿性を生かす。鮮度保持を目的にカットサラダやミニトマト、
イチゴなどの容器に使われており、ＰＬＡの特性を生かした拡販に取り組む。一方で欧米のコンポスト
市場をにらんだ輸出戦略も検討し、国内コンバーターや商社との連携を模索していく。
　繊維・不織布分野はコーヒーカプセルやティーバッグ向けの需要が堅調。「ＰＬＡは疎水性が高いため
パルプ由来に比べて抽出時に雑味が出にくい」(同社）。衛生材料向けのニーズも高く、ＰＬＡとオレ
フィン系との最適な組み合わせの検討が進む。
　射出用途はＰＬＡの割合を増やしたアロイグレードなどで家電・ＯＡのＡＢＳ代替を進める。サプライ
チェーンをグローバル化し競争力も強化していく。フィリピンの最大手コンパウンダーと組み、米国から
輸出したニートレジンを現地の保税エリアでコンパウンドし、日本や東南アジアに展開するスキームを
構築している。「日系家電メーカーは東南アジアに多く進出しており、フィリピンは最適地」（同社）。
同拠点を活用して事業拡大に取り組む。

１２ マレーシア首相都内で講演　透明な政治、法律順守を徹底・・・海外からの投資、再活性化
　マレーシアのマハティール首相は６日、日本マレーシア経済協議会、マレーシア日本経済協議会、日本
貿易振興機構が東京で主催した日本マレーシア経済協議第３６回合同会議兼マレーシア・ビジネス・
フォーラムで講演を行った。「マレーシアの現状と日本への投資の期待」と題した講演会では、今年樹立
した新政権において政治の透明性や法律順守を徹底する姿勢を強調。海外投資家が懸念するこれらの課題
を払拭し、「マレーシアを投資家にとってのプロフィット(利益）センターとする」と力強く宣言した。
　マハティール首相はマレーシアは再構築が必要と認めたうえで、産業政策については、天然資源頼みか
ら脱却し、付加価値型の産業育成を追求するとしている。また、「マレーシア経済の再構築において海外
からの直接投資は重要な役割」と強調。マレーシアでは、政府や行政サポートにおいて一般的に地場企業
が優先されることが多いと言われており、海外投資家が二の足を踏む一因ともなっていたが、今後は「投
資元が現地企業か外資企業という理由でサポートに差をつけることはせず、公平でビジネスフレンドリー
という立場を追求する」と日経企業に訴えた。
　ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）の現状においては、「各国の政策が優先され、地域の全体戦略が
実施されにくい。かつて、シンガポールのリー・クワンユー元首相やインドネシアのスハルト元大統領
とは緊密な友好関係を構築していたが、現在のリーダー間では足並みを揃えるのは難しい」と分析。
また、米州貿易戦争についても触れ、「中国からマレーシアなどに製造業の移転などの可能性もあるが、
基本的には負の影響が大きい。摩擦からは何も解決せず、問題を大きくするだけ」と懸念を示した。

　１１月９日（金）
２ 社説　中間選挙を終え米国経済の先行きは

　米中間選挙で４年ぶりに「ねじれ議会」が生じる結果となった。上院では政権与党の共和党が過半数を
維持したが、下院では野党の民主党が逆転して過半数を獲得。トランプ政権に対する支持と嫌悪が入り交
じる結果となった。下院を掌握した民主党は今後、ロシア疑惑や脱税疑惑などを追及し、大統領の弾劾要
求や諸政策の阻止に動くはずだ。トランプ氏は対応に時間とエネルギーをとられ、より強硬な「トランプ
流」を発揮しかねない。切り札である大統領令を再び乱発することも想定され、混乱や分断が加速する
恐れがある。いずれにしろ、好調な米経済にとって好ましくない環境が予想される。世界のＧＤＰの４分
の１を占める米経済にブレーキがかかれば、世界経済は方向性を失いかねない。
　昨年１月の大統領就任以来、世界は型破りなトランプ流を目の当たりにしてきた。しかし半世紀ぶりの
失業率の低さにみられるように、足元の米経済は絶好調。トランプ流が結果的にもたらした好景気のなか、
中間選挙は両院とも共和党が勝利してもおかしくない状況だった。しかし米国民は景気の良さだけにとら
われることなく、冷静にトランプ政権の約２年間に審判を下した。中間選挙としては異例の盛り上がりを
みせたのも、国民の政治への関心の高まりを反映したものだ。
　トランプ氏は米国第一主義を掲げ、鉄鋼や自動車など米国が強かった産業を復興させることで雇用を
増やし、強い米国を取り戻すと言い続けている。しかし経済は生き物であり、環境の変化に対して常に
適応能力を高めなければ生き残ることは難しい。旧来然とした産業にしがみつけるのは、せいぜい５～
１０年くらいではないか。今の時代、もっと短いかもしれない。
　１００年以上前、ウィルソン大統領は「富は既存の支配階級から生まれるのではなく、未知の人たちの
想像力と発明と野心によって創られる」と述べたという。米国発のこれまでのイノベーションの多くが
移民によってもたらされたことも見逃せない事実だ。中国との貿易戦争に明け暮れるよりも、ＩｏＴや
ＡＩ、自動運転など世界ノイノベーションをリードする座を中国に奪われないよう、長期的な視点の下、
破壊と創造を後押しするべきではないか。
　日本の化学企業も、この中間決算では、おおむね前年並みの好調さを引き継いでいる。しかし足元の
好景気に踊らされることなく、中長期ををにらんだ次世代の柱を育成するべく、破壊と創造へ勇気を持っ
て踏み出して欲しい。

２ 三井化学が公開講演会　海洋プラ問題　一緒に考えませんか？
　海洋プラスチックごみ問題、一緒に考えませんか－。三井化学は７日、東京都港区の本社内で講演会
「みんなで海洋ごみ問題を考えよう！」を開いた。社員だけでなく、外部にもオープンとする形で行い、
約１００人が参加。海岸清掃活動に３０年近く取り組んでいるＪＥＡＮの小島あずさ副代表理事を講師に
招き、プラごみによる海洋汚染の実態を紹介した。
　「美しい海をこどもたちへ」を演題とした小島副代表は、実際に現場で撮影した豊富な写真を見せつつ、
国内外の海岸でいかに多くのプラごみが確認できるかを示した。回収したなかに日本から古くに排出され
たごみも多くあることから、「今のプラごみは先進国の負の遺産でもある。途上国だけの問題でない」と
強調。国際的にも海洋プラごみへの関心が高まるなか、「まず現場を見て欲しい」とも訴えた。



　講演後にはパネル討論も行った。小島副代表、日本プラスチック工業連盟の岸村小太郎専務理事が登壇
し、三井化学の右田健ＥＳＧ推進室長が司会を務めた。会場から出た質問も交えつつ、海外の先進事例や
化学業界はどのように問題と向き合うべきかなどを議論した。
　三井化学は、２０１５年から社員との共同ＣＳＲの一環として、ＪＥＡＮの活動を支援している。右田
室長は、「国内でも１、２位を争うプラ生産企業として、何が起こっているかを社員にも考えてもらう
きっかけにしたかった」と狙いを語る。小島副代表は「幅広い人たちに問題を知ってもらうためにも企業
がこうした取り組みを行ったのは画期的だ」としたうえで、他社でも「同様の動きが広がれば」と期待を
寄せた。

６ 医療用医薬品７～９月期　マイナス成長続く
　ＩＱＶＩＡは、２０１８年７～９月期の国内医療用医薬品の市場データ（薬価ベース）を発表した。
同期医療用医薬品の総売上高（薬価ベース）は、前年同期比３．５％減の２兆４５２０億円。薬価改訂が
あった前期（４～６月期）に続くマイナス成長となった。製品別売上高では、昨年発売のＣ型肝炎(HCV）
治療薬が１位を維持した。
　病院、開業医、薬局すべてのセグメントが前年同期比で売上減となっており、薬価改訂がない四半期だ
が市場が縮小した。過去５年間の同じ期（７～９月期）でみても、初めてマイナス成長となった。

８ ＰＯＦ　９月出荷１．６％増
　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）の出荷量は前年同月比１．６％増の４万６７２トンとなり堅調に推移した。
用途が多岐にわたるＬＤＰＥは３．４％増の２万６６０６トン、レジ袋・ごみ袋、産業向けが多い
ＨＤＰＥは１．６％減の１万３５５０トンと２ヶ月連続で、ＰＰは５．１％減の５１６トンと４ヶ月続け
て前年同月を割り込んだ。

８ ＰＯＦ値上げ大勢決着　１５０～２００円、原料上昇分を転嫁
　ポリオレフィンフィルム（ＰＯＦ）の価格改訂交渉が大勢で決着した。上げ幅は１連（５００ｍ2）当
たり１５０～２００円。今月中には新値に移行するとみられる。７月に受け入れた原料樹脂の値上げ分を
転嫁し、物流費や副資材費などの上昇分は積み残したようだ。フィルムメーカーは、今春の価格改訂と
比較して「難航した」との印象を持っている。
　値上げされるＯＰＰフィルム、ＣＰＰフィルム、ＬＬＤＰＥフィルムの主力用途は食品包装向け。大手
フィルムメーカーの打ち出しは原料分が半分から２／３、物流費や副資材費などの分が１／３～半分の
合計３００円だったが、原料見合いの値上げで妥結する方向にある。フィルムメーカーは原料樹脂のＰＰ、
ＰＥについて１０～２０円の値上げを受け入れていた。
　交渉相手のフィルムコンバーターは、２月中旬に受け入れたフィルム値上げの転嫁を食品メーカーなど
ブランドオーナーと進めているが、コンバーターが加工する包装資材だけでなく、インキや溶剤、ダン
ボールなどさまざまな資材が値上りするなかで停滞しており、フィルムのさらなる値上げに難色を示した。
　その後、１０月下旬に原料樹脂メーカーが新たな値上げを発表したことで、フィルムメーカーは１０月
第２週以降、樹脂見合いを最低ラインに、物流費や副資材費などの上乗せを低減する方針に転換。コン
バーター側で原料樹脂の値上げが進む環境への理解がある程度浸透しつつも。１０月はナフサ価格の変動
が大きく、一部様子見も発生した。
　７日の輸入ナフサ価格は１トン当たり５８４ドルで、７００ドル台半ばに迫った１０月前半時点と大き
な開きがある。原料樹脂の価格改訂が進みずらい状況になっており、どのように進展するかが焦点の一つ
となる。加えて、価格転嫁が流通まで含めたサプライチェーン全体にどのように行き渡るかも、今後の
大きな課題となる。

１１ 廃食品ガス発電プラント完成　ＪＦＥエンジ・ＪＲ東など・・・リサイクル率向上に貢献
　ＪＦＥエンジニアリンググループとＪＲ東日本グループが共同で設立したＪバイオフードリサイクルの
食品リサイクルプラントが８月に完成し、食品リサイクル・バイオガス発電事業を開始した。同プラント
は１日８０トンの食品廃棄物をメタン発酵によりガス化し発電を行う。
　同プラントは、ＪＦＥエンジニアリングの横浜本社敷地内に建設された。処理能力は産業廃棄物４０
トン、一般廃棄物４０トンの計８０トン。搬入した食品廃棄物は容量４０００ｍ3の発酵槽で３７℃に
加温され、約２０日かけてメタンガスを発生させる。最大ガス発生量は毎時６００ｍ3．メタンガスは
容量１５００ｍ3のガスホルダーに貯蔵され、ガスエンジンに供給する。能力９００ｋＷのガスエンジン
２基で発電する。年間想定発電量は１万１０００メガワットで一般家庭の約３０００世帯分に相当する。
電力はＦＩＴを活用して販売する。
　食品リサイクル法はリサイクル率目標を定めており、食品製造業、同卸売業、同小売業については目標
を上回る実績となっているものの、外食産業では５０％目標に対し２３％（１６年度実績）にとどまって
いる。外食産業から出る廃棄物は異物が多く、飼料や肥料としての利用に不向きで従来は焼却処分されて
いたが、メタン発酵による電力回収が有効とされている。

１２ 帝人　ＭＬＣＣ製造向けＰＥＴ離型フィルム　インドネシアで増産
　帝人は、インドネシアのＰＥＴフィルム工場で積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の製造工程な
どで使う離型フィルムを増産する。２０１６年以降、１案件当たり最大数千万円を投じて高機能化・高品
位化に向けて生産ラインの改造投資を推進。包装用途などに比べ付加価値が高い同フィルムの比率を早期
に全体の８割以上に引き上げ、競争力を強化する。
　現地法人・インドネシア帝人フィルムソリューションズ（ＩＴＦＳ）は、製品の約７割を日本に輸出。
日系企業向けを中心に東南アジアや台湾、中国にも供給している。同社はＭＬＣＣ工程用離型フィルムの
増産に向け生産ラインの改造を行ってきた結果、コンデンサーメーカーなどの採用が増え、１５年当時に
全体生産量の１０％程度だった同フィルムの比率は全体の３～４割に高まった。さらに増産して８割以上
に引き上げたい考え。帝人の強みの一つが、フィルムに耐熱性や易離型性を付与するために行うシリコー
ン塗布の工程をフィルム製造ラインで行えること。これによりコストを削減できる。また独自組成のシリ
コーンを使う事により幅広のフィルムにも均一膜厚で塗布できる事。


