
化学工業日報抄録　
【１２月１４日（月）～１２月１８日（金）】

　日本ポリエチレン製品工業連合会
松井

「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）

　１２月１４日（月）
1 昭和電工委　新中計「Ｐｒｏｊｅｃｔ２０２０＋」・・・収益構造、４分野で改革
　ＨＤ依存から脱却、高純度ガスなど投資

　昭和電工は、２０１６年から始まる５カ年の新中計「Ｐｒｏｊｅｃｔ２０２０＋」を
策定した。３年後の１８年度の計数目標として、売上高８５００億円、営業利益５７０
億円、純利益３００億円、総資本利益率（ＲＯＡ）６％、株主資本利益率（ＲＯＥ）９
％をコミットメントするとともに、２０年度のイメージとして売上高９３００億円、
営業利益７００億円を掲げた。１１日に会見した市川秀夫社長は「現状、ハードデイス
ク（ＨＤ）に過度に依存する利益構造を、１８年度までにバランスの取れた事業構造へ
改革していく」との意気込みを語り、電子材料用高純度ガスやアルミ缶、機能性化学品
といった「成長加速事業」やリチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）材料、炭化ケイ素（Ｓ
ｉＣ）エピタキシャルウエハーなどの「優位確立事業」の収益拡大計画も説明した。

2 シェルのクラッカー停止　復旧に数カ月・・・エチレン需給ひっ迫へ　
　定修明け新設備稼働　オレフィン供給は増加

　シェルが供給不能に落ちっているシンガポールの石油化学設備の復旧は、数カ月先と
なる見通し。とくにブコム島のクラッカーは最大６カ月間停止する恐れが浮上しており、
日系を含むジェロン島の各誘導品メーカーは対応に追われそうだ。
　ＡＳＥＡＮ域内ではインドネシアのチャンドラアスリが今週にクラッカーの定修を完
了する予定のほか、タイＩＲＰＣは１月にプロピレン新設備の稼働を開始する見込み。
このため域内のオレフィン供給は増えるが、供給不能が数カ月間に及ぶ場合、とくに、
エチレンは局所的な需給ひっ迫の可能性がある。

2 ダウとタキガワ・コーポ・・・包装容器技術で提携
　「パックスエキスパート」のライセンス供与は、共同印刷に次ぐ２例目

　ダウ・ケミカルは、タキガワ・コーポレーション・ジャパン（千葉県船橋市）との間
で「パックスエキスパート」包装技術に関するライセンス契約を締結した。
　ダウ・ケミカルは、タキガワ・コーポレーション・ジャパンとパートナー関係を構築
することで新たな市場を開拓するとともに、顧客に対しては利便性や機能性がさらに向
上した持続可能な包装材の選択しを提供できるようになるとしている。
　ダウ・ケミカルが同技術のライセンスを日本企業に供与するのは、２０１４年１１月
の共同印刷に続いて今回が２例目になる。

12 東レ　グローバル拠点網充実　遠山和年　樹脂事業部門長に聞く
　連携強めて競争力発揮・・・コンセプト共有し設計も
　■・・・樹脂部門の取り組みについて。

「ソリューション提案という言葉は以前から使用しているが、顧客とコンセプトを共有
して設計まで入り込むことまででき始めている。顧客の設計に対してどの素材を用いて
どのような形状にすれば最も効果的か。部品点数を減らすために金型をどのように設計
するかなどの提案も行えるようになってきた。そこまで踏み込まないと単なる樹脂メー
カーでは生き残れないし、顧客もそういうことを期待しはじめている」

　■・・・グローバルな拠点網も強みになります。
「名古屋のオートモテイブセンターをはじめ、拠点ごとにソリューションのための場を
作ってきたが、それらの拠点が互いの情報を共有しあい、生産の融通もし合えるなど
連携し始めている。今年６月に設置したグローバルマーケテイング部では、欧州、中国
ＡＳＥＡＮ等世界も世界的に拡充している。今年、欧州にもマーケテイング及び販売の
拠点を設立し、技術ラボも作った。営業とコンパウンド拠点とテクニカルセンターが
三位一体で顧客をフォローできる体制が機能し始めている」

　■・・・グローバルオペレーションが生産、供給のみならず技術面でも機能してい
　　るのですね。

「ある拠点がフル操業になったらすぐに増設するのではなく、別の拠点でカバーする。
それが量産品目だけでなく試作品でもできている。欧州系の樹脂メーカーのコンパウン
ド拠点は委託先が多いなか、自前にこだわっていることも役立っている」

　■・・・欧州にもコンパウンド拠点が必要になります。
「自動車業界で環境対応が最も進んでいるのが欧州。今回、営業と技術ラボの拠点を
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設けたことで現地の情報が速やかに入手できるようになった。当社のコンパウンド拠点
は８カ国１２拠点に立地する。当然、欧州にも拠点設置を検討している。

　■・・・ＡＢＳ樹脂が好調です。
「透明や耐熱などの特殊グレードを中心にエンドユーザーとの直取引が増えている。
原料市況に左右されない事業体にするためにも顧客と密接に開発していくスタイルに拘
っていく。さらに日本とマレーシアの拠点で生産から販売までを従来以上の効率的に行
うためいに構造改革も進めている」

13 在日欧米化学企業特集・・・成長源は“顧客視点のイノベーション”
　欧米には長い歴史を持つ化学関連企業が多い。最も長い歴史を誇る独メルクは、２０
１８年に設立から３５０周年を迎える。米デユポンは２００年を超える歴史を持ち、
独バイエルは１３年に創立１５０周年を祝った。独ＢＡＳＦは今年、創立１５０年を迎
えた。
　各社の成功の背景には、顧客を重視し、技術革新に取り組む姿勢がある。独メルクは
「３４０年以上にわたって成長を続け、特別な存在であり続けてきたのは、メルクが持
つ遺伝子であると確信している」「その遺伝子は自社の製品から考えるのではなく、顧
客が何を求めているかを第１に考え、顧客のニーズに対する答えを見出すことであり、
常にイノベーションに専心することだ」という。
　最近、長い歴史を持つ企業をルーツにする新しい企業が相次いで誕生している。
ケマーズはデユポンから、コベストロはバイエルからそれぞれ分離・独立した。歴史を
刻んだ企業から事業を引き継いでいるのだから、経験や実績は申し分ない。こうした企
業は、引き続き顧客とイノベーションを重んじる。日本でも顧客との共同開発を最重要
テーマの１つに掲げるほか、大学や研究機関との関係を強化してイノベーション創出に
向けた取り組みを続ける。
　コベストロ＝ＣｏｖｅｓｔｒｏのＣとＯは協力（ＣＯllaboration）を表している。

　 社名の一部に取り入れた協力（Ｃｏllaboration）の場として、「イノベーション・
センター」（兵庫県尼崎市）は、顧客ニーズに対応した研究開発やソリューションを
提供する。

14 　世界攻略、まず日本で基盤固め・・・高品質品供給、信頼を獲得
　日本における成功が世界市場での成功につながる―。日本で事業を展開する海外の化
学企業首脳は、例外なくこう強調する。これが日本の事業を重視する理由の１つであり、
日本で投資を続ける背景でもある。
　ダウ・ケミカルは、今年１１月「ダウ日本イノベーション・デー東京」を開催した。
同社は「顧客の抱える問題を解決するためには科学と技術の両面に投資を続けていく」
との方針だ。「これまでのＰＳ、ＰＰ、ＰＥ、ＰＣといったプラスチックを大量に販売
するビジネスモデルから、たとえばより革新的なフレキシブルパウチを実現するシステ
ムを紹介するビジネスモデルを進めている」という。大量生産した製品の供給から、
顧客ニーズにマッチした製品を開発・提供するビジネスモデルへの転換には、必然的に
顧客をより良く知ることが必要になる。ダウ日本イノベーション・デー東京はそのため
の重要な場となったという。

　１２月１５日（火）
1 ダウ・デユポン合併合意・・・３社に分割、成長加速、農業分野など再編の契機に

　ダウ・ケミカルとデユポンは対等合併の後、両社の事業を３社に分割して上場会社を
設立することで合意した。２０１６年下期に合併を終え、統合完了の１８～２４カ月後
に農業関連、素材科学、特殊化学品の３分野を手掛ける上場会社を設ける計画。再編の
機運が高まる農業関連で、その動きが加速する契機にもなるとみられる。
　統合後の社名は「ダウ・デユポン」。時価総額は約１３００億ドルに達する。同社の
取締役執行役会長には、ダウ・ケミカルのアンドリュー・リバリスＣＥＯが、ＣＥＯに
はデユポンのエドワード・ブリーンＣＥＯがそれぞれ就任する。ミシガン州ミッドラン
ドとデラウエア州ウイルミントンの両本社体制をとる。コスト削減効果は３０億ドルに
達すると見込んでいる。統合後には農薬・種子を軸にした農業関連、ポリマー、エラス
トマー、ウレタン原料など多様な製品を擁する素材科学、エレクトロニクス、ニュート
リション・ヘルス、工業用バイオ、安全・防護関連を手掛ける特殊化学品の３社は発足
することになっている。

2 中国　エチレン生産、最高更新へ・・・１５年１７００万㌧超え確実
　中国のエチレン生産が堅調に推移している。国家統計局のまとめによると、１１月の
生産量（速報ベース）は前年同月比１．５％増の１４６万㌧強だった。１－１１月累計
生産量は前年同期比２％増の１５７４万㌧。月平均生産量が１４４万㌧強となっている
うえ、１２月の生産量は例年当該年のピークかそれに近い水準となる。このため２０１
５年の生産量は初めて１７００万㌧を突破した前年実績を上回り史上最高を更新する公



算が大きい。

5 アジア市況　プロピレン底打つ・・・ＰＤＨ、ＯＣＵ稼働調整で
　アジアのプロピレン市況はやや持ち直した。プロパンを原料にプロピレンを作るＰＤ
Ｈ設備の立ち上がりや、高値のエチレンでの収益機会を得るためにナフサクラッカーが
フル稼働を続け需給が緩んでいたが、ここにきて中国などのＰＤＨ設備や日本のエチレ
ンからプロピレンに転換するオレフィン・コンバージョン・ユニット（ＯＣＵ）が稼働
調整に踏み切ったことで価格は上昇に転じた。
　足元のプロピレン価格は１トン当たり６００ドル台と直近安値の１０月に比べて６％
高い。ナフサとの値差は１４６ドルと１０月の１１１ドルに比べ広がっている。

　１２月１６日（水）
1 化学業界　ＴＰＰ生かし輸出拡大を・・・調達や加工、最適化で恩恵　
　原産地「自己証明」も有用

　デロイト・トーマツ・コンサルテイングはＴＰＰが各産業に与える影響をまとめたレ
ポートを作成し、このほど「日本企業はＴＰＰをどう活用すべきか」と題したセミナー
を開催した。日本の化学業界はＴＰＰ参加国に約２兆円の化学製品を輸出しており、こ
のうち約半数を占める米国向けの関税が撤廃されることで、中国や韓国に比べて関税面
で優位になる。この恩恵を最大、最適化戦略も重要になってくる。
　ＴＰＰの直接的なメリットは、これまで日本とＦＴＡやＥＰＡを提携していなかった
国と新規に特恵条件を得られることが挙げられる。経済大国の米国やカナダ市場に参入
しやすくなり、化学業界に与える影響も大きい。
　特に米国向けの化学製品の輸出額は大きく、関税撤廃のメリットは大きい。
ＴＰＰが採用する「累積原産地規則」に従ってサプライチェーンを最適化できる可能性
がある。累積原産地規則とは、２国間ＦＴＡと違い、複数国協定のＴＰＰに対して製品
の「原産地」を締結国それぞれの加工工程で生じた付加価値で累積する考え方。付加価
値の合計が閾値を超えれば関税撤廃や削減が適用される。
　化学産業が自動車や電子機器など多様な川下産業に素材を供給する構造であることか
ら、加盟国内で原料の調達地や製造拠点などを組み合わせ、ＴＰＰの恩恵を最大限に享
受できるサプライチェーン戦略が可能になる。
　これを後押しするのが、原産地の「自己証明制度」だ。これまでの原産地証明は第三
者による証明制度であったため、機密情報の漏洩リスクが考えられた。レシピや組成が
重要で少量多品種を扱う高機能化学品分野では、第三者証明制度による事務コストをか
けてまで関税コストを下げようとするインセンテイブが働きづらかった。自己証明制度
では企業が自己責任で原産確認や証明書を作成することができ、ＴＰＰを活用した関税
削減に取り組みやすくなる。ただ、この制度では原産性の不正防止策として、輸入側税
関が事後検認を行う。そのため相手側への情報開示を最小限に抑えながら、関税削減メ
リットを獲得する戦略性が必要となる。完全に秘匿したい情報は引き続き関税を払い続
けるなど、品目ごとの対策が要求される。

【化学分野における主な関税削減・撤廃】（出典：デロイト・トーマツ・コンサルテイング）（単位：億円）

3 中国政府　危険物工場の移転促進・・・支援基金を準備、化工園区に集約
　中国政府は、危険物（危険化学品）メーカーの移転・集約を加速させる。住宅地から
離れた化学工業団地（化工園区）に集約することで、安全対策の徹底を図るのが狙い。
「すでに工業情報化部が移転を支援する基金を整備すみで、助成対象プロジェクトを選
定中」（業界関係者）。これまでに２００件強が選定されているようだ。同時に工業情
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報化部は、全国に点在する化工園区のレベル向上を促していく。８月の濱海新区（天津
市）での爆発事故を契機として安全対策が、総額数千億元と見込まれる工場移転・集約
を進める局面に移行した。

11 経産省・・・ＦＩＴ見直し案、次期国会で法改正へ
　太陽光発電の偏重是正、高効率・低コスト化めざす

　経産省は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ）の見直し内容を固めた。
制度改革を検討する有識者委員会が１５日、報告書をまとめた。発電事業の実施可能性
を確認したうえでＦＩＴ認定する新たな認定制度の創設、事業用太陽光への入札制度導
入、賦課金減免制度の再設計―等が柱。同省は改正法案をまとめて年明けに召集される
通常国会に提出、２０１７年の施行を目指す。

　１２月１７日（木）
12 社説・・・聖域なき構造改革　臆せず挑むべし

　ユニチカが中国におけるナイロンフィルムの生産から撤退を決めた。食品包装用のナ
イロンフィルムは同社のコアビジネスに位置付けられ、高分子事業のなかでも中核事業
である。しかし、中国では生産拠点を設立した２００４年以降、新興メーカーの乱立に
悩まされ、思うように利益を上げられない状況が続いていた。一方、現地で生産してい
なかったバリアフィルムでは、引き続き中国市場を攻めていく方針を明らかにし、拠点
閉鎖を後ろ向きの決断とはしない意思を示した。聖域なき構造改革を断行し、よりスリ
ム化した体制で収益拡大を目指そうというものだ。
　進出当時の計画では、０８年～０９年頃に２号機を立ち上げる考えだったが、今春、
インドネシアの増設ラインが本格稼働して供給力にゆとりが生まれたことで、今後も厳
しい競争が予想される中国拠点の重要性が揺らいだ。トータル年４万６５００㌧の生産
能力のうち、中国拠点は５０００㌧に過ぎないが、１０年余り続けてきた事業だ。撤退
の決断は簡単ではなかったはず。ただ中国の生産拠点が真に存在感を発揮していくには
バリアフィルム製造のための改造投資が必要で、さらなるリスクを抱える恐れがあった。
　経営再建に向けた事業の選別を続けてきたユニチカだが、主力事業であってもスリム
化すべきと、早めに見切りをつけたことを評価したい。選別と集中に悩む企業には学ぶ
べき点があろう。

　１２月１８日（金）
1 精留塔

　欧米の化学産業の動向を四半世紀近く見てきた。１９９０年代前半、日本のどの化学
企業より大きかった欧米の化学会社が次々と消えていくのを目の当たりにして、何が起
こっても不思議はないと思っていたが、ダウ・ケミカルとデユポンの合併話には驚いた。
▼ダウが農業科学部門の最適オーナーシップを模索すると発表して以降、同分野で何か
あるとにらんでいたが、丸ごとの統合が検討対象となっているとは想像できなかった。
背景にはアクテイビストの存在があるとの分析もある。英ＩＣＩも数％の株式を保有し
た株主の要求に突き動かされるようにゼネカとの企業分割に進み最終的には消えた。
▼「ウオールストリートはジャングル」。ある米国化学企業の広報はそう表現する。少
しでも弱みを見せると食われてしまう。デユポンもダウも優良企業だ。ダウは直近の四
半期まで４１６期連続で配当を続けている。デユポンはサイエンスの力を世に送り込む
パイオニアとして走ってきた。そんな両社が統合に進む。資本主義の厳しさである
▼翻って日本の化学企業は事業基盤の転換を進めつつ、産業構造自体は四半世紀前と大
きくは変わっていない。変わらないことの意味はまだ見えない。ただ、世界の化学産業
の中でその産業構造と存在が際立っていることだけは間違いない。

3 産廃由来の原料・成型品ＣＦＰ登録を開始・プラリサイクル工業会、プラ有効利用組合
　全日本プラスチックリサイクル工業会（会長：植田常幸栄興物産社長）と日本プラス
チック有効利用組合（理事長：岡田巧リプロ会長）はこのほど、産業廃棄物由来のＰＥ
とＰＰのリサイクル率１００％ペレット及びリサイクルプラスチックを原料とする成型
製品のＣＯ２排出量を算定し、「カーボン・フット・プリント（ＣＦＰ）宣言認定製品」
の登録・公開を行った。団体平均値でＣＦＰ登録は国内で初めて。

7 原油需給、１６年末までに均衡・・・ロシア・エネルギー相が見解
　ロシアのノバク・エネルギー相は、国営テレビ局「ロシア１」の番組で、各産油国が
現在の生産水準を引き上げなければ、２０１６年末までに需給が均衡に戻る可能性があ
るとの見方を示した。
　ＯＰＥＣが先に、生産目標の設定を見送ったことを受け、原油価格は１バレル当たり
４０ドルを割り込み、０８年以来の安値をつけた。
　ロシアはサウジアラビアと競合する産油大国。これまで一貫して生産量引き下げや



ＯＰＥＣとの協調減産を拒否してきている。ソ連崩壊後では最高水準の生産を続けてい
る。イバク氏は「年間５億２５００万㌧（日量１０５０万～１０６０万バレル」の生産
を維持する方針だ」と述べた。また、ロシア中銀は、今後３年で原油価格が３５ドルと
なった時の対策を講じているという。

11 経産省　補正予算・・・柱はＴＰＰ・１億総活躍、中小企業支援に重点配分
　経産省は今年度補正予算案をまとめ、１７日開催の自民党の部会に報告した。補正予
算２９０１億円と予備費１０００億円を合わせた総額は３９０１億円。柱はＴＰＰ関連
と１億総活躍関連。中堅・中小企業支援策に重点配分し、新市場開拓、海外展開、設備
投資などを後押しする。消費税の軽減税率対策には、予備費の１０００億円を充当する。
　きょう１８日の閣議後に林幹雄経産相が公表する。

12 １１月の主要石化製品生産・・・エチレン生産０．９％の微減　稼働率９５．３％
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた２０１５年１１月の主要石油化学製品生産実
績によると、エチレンの生産量は前年同月比０．９％減の５８万３２００トンだった。
実質稼働率は９５．３％となり、損益分岐点である９０％台を維持している。
　主要樹脂の出荷動向をみると、国内出荷で前月比では、営業日数の減少などからＰＰ
を除きマイナス。前年同月では３樹脂はプラスだった。

【１５年１１月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【２０１５年１１月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

103
93 101 91 100 101

前年同月比 108 109 100 109

104 111

ＰＰ
数量 220 206.5 12.2 218.7 559.7
前月比

ＨＤＰＥ
198.8

前月比 91 97 79 94 103
数量 77.7 64.9 7.5 72.4

前年同月比 106 108 83

前年同月比 106 107 114 108 85

348.3
前月比 108 96 94 96 102

在庫
国内 輸出 計

ＬＤＰＥ
数量 139.5 115.6 16.9 132.5

ＰＰ 220.0 93 108

生産
出荷

ＬＤＰＥ 139.5 108 106
ＨＤＰＥ 77.7 91 106

品目 生産高 前月比 前年同月比
エチレン 583.2 99 99


