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　１月１日（金）
1 今こそ未来見据え「成長力」つけよ・・・殻を破り新たな変革を

　化学産業が総じて好調な業績を維持するなかで２０１６年を迎えた。１４年から続く
円安、原油安を背景に、日本の国際競争力が大きく回復していることが背景だ。この間、
１０年以降の欧州経済危機や１１年の東日本大震災等内外における様々な困難を乗り越
え、不断の構造改善を実施してきた成果が大きい。久しぶりに晴れやかな新年といえよ
う。ただし各社は、単なる現在の延長線上に将来の姿を描いているわけではない。
　製造業は、人工知能（ＡＩ）とコンピューターの飛躍的発展を背景に、第４次産業革
命とも呼べる転換期を迎えている。こうした時代における新たなビジネスモデルの到来
に備え、今から変革に対応していかねばならない。

2 　日本の化学産業は、２００８年のリーマンショック以降の環境変化に対応し、環境・
　エネルギー、情報電子化学、ライフサイエンス等の成長領域への経営資源シフトを
　進めてきた。世界の産業構造は新たな変革期の差し掛かり、真の成長分野がどこに
　あるのか再検討が必要な時期となっている。新時代における新たな選択と集中とは
　何か？
　　日本を代表する４人の化学企業の経営者の考えは。
　
3 ■三菱ケミカル　越智仁社長 ■三井化学　淡輪敏社長

　・欧米並み成長・収益めざす 　・石油価格低迷の影響注視
　・産業構造の転換期迎える 　・異業種と新たな枠組を
　・地域単位でコスト削減を 　・誘導品の付加価値高めよ

■住友化学　戸倉雅和社長 ■昭和電工　市川秀夫社長
　・得意技術掛け合わせ勝負 　・「個性派事業」と海外に力
　・中国減速、心配過剰な面も 　・従来モデルから変革必要
　・ＩＴ革命への袋う応不可欠 　・円高に備え競争力を確保

4 環境保全、社会貢献さらに
　２０１６年は電力の小売りが自由化し、エネルギー業界の新たな時代を迎えそうだ。
　価格競争に加えソリューションビジネスも活発化、太陽電池や電気自動車の普及、
　２次電池等周辺部材に商機も増えそうだ。

　温暖化対策・・・地球規模の取り組み開始　ＣＣＳ等技術開発急げ
　温暖化問題が新たなステージを迎える。昨年末開催のＣＯＰ２１で「パリ協定」が採
択、温暖化対策に向け１９６カ国・地域のすべてが合意、一歩を踏み出した。ただ、こ
れはスタートであり次は実行だ。日本も２０３０年までに温室効果ガスを１３年度比で
２６％削減を打ち出しており、その実現に企業もさらなる取り組みが求められる。
エコやグリーンといった環境配慮に止まらず、社会問題、社会責任に広げたエシカルな
対応が求められる時代に入った。

　エネソリューション・・・電力小売り、異業種が意欲
　２０１６年４月１日から、電力小売りが全面的に自由化される。これまで電力会社１
社のみが行っていた地域の家庭・小規模事業者向けの電気小売りの新規参入が可能に
なる。石油やガス、その他サービスなどとのセット販売が多様化すると予想される。
　一方、より効率的な電気の使用方法に対する要望も増している。そこで、太陽電池や
蓄電池を製造するメーカーでは、各機器をＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー・マネジメン
ト・システム）で制御・運用するソリューション提案に力を注いでいる。

　改正労働安全衛生法・・・リスクアセスを義務付け、対象物質増え業界支援必須
　今年６月、改正労働安全衛生法（安衛法）が施行される。一定の危険有害性を持つ
化学物質による労災を防ぐため、リスクアセスメントの実施が義務付けられ、業種や
規模を問わず対象物質を扱う５００万社がその対象となる。対象物質数も、譲渡・提供
時に物質情報を伝達する容器・包装へのラベル表示とともに、現在の約１００から６４
０へと大幅に拡大する。安全に対するリスクコミュニケーションを見直す年にもなろう。
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5 　トイレタリー・日用品・・・インバウンド消費拡大「爆買い」への対応強化
　２０１５年１～１１月に日本を訪れた外国人は過去最高の１７９６万人に達した。
通年では１９００万人台後半に届く勢いで、１４年の１３４０万人から一気に４０％も
増加する見通しだ。
　日本旅行中に消費「インバウンド消費」も急速に拡大しており、１４年実績の２兆円
に対し、１５年は７～９月の１四半期間で１兆円を超え、年間では３兆円を超えると見
込まれる。円安の影響もあり旅行客が大きく増え、消費が期待できる状況が追い風とな
る。特にトイレタリー・日用品や化粧品、食品などは手ごろな価格で持ち運びしやすい
ため、土産物として人気が高い。中でも中国人の消費額は最も多く、中国のポータルサ
イトでは「日本に行ったら買わねばならない１２の神薬」や口コミサイトで紹介された
商品は、旅行者が購入リストを手に大型スーパーやドラッグストアなどで「爆買い」し、
商品を店頭に並べるのも追い付かないほど好調な売れ行きを見せている。
　企業にとっては、一過性のお土産としてだけではなく、次の訪日にも買ってもらえる
継続して使われるような製品の提供が収益を左右することになりそうだ。

9 変革期迎えるＡＳＥＡＮ・・・チャンス捉え成長基盤強固に
　中国や東南アジアの経済情勢は必ずしも順風満帆ではない。しかし２０１６年は、
　中国では第１３次５カ年計画が、東南アジアではＡＳＥＡＮ経済共同体（ＡＥＣ）
　がそれぞれスタートする。経済環境が変わる節目の年に、化学産業はどう変貌する
　のか。
　
　シンガポール・・・シェルの動向に注目、カタールが事業見直しも

　昨年は帝人がポリカーボネートの事業を撤退したが、日本ゼオンがＣ５ケミカルの投
資を検討するなど、多様な原料と地政学的な優位性では周辺国に比べ抜きん出ている。
　一時はユーテリテイコストの上昇が化学企業を苦しめたが、原油価格下落も背景に
同コストは抑えられておりジェロン島の化学企業は総じて増益基調にある。
　今後の動きが注目されるのが、シェルとカタール国営石油（ＱＰ）。シェルはブコム
島のナフサクラッカーとその誘導品設備について昨年末フォースマジュールを宣言。
クラッカーは長ければ本年半ばまで操業停止を余儀なくされる見通し。
　ＱＰは、２０１０年からシンガポール石油化学（ＰＣＳ）とザ・ポリオレフィン・カ
ンパニー（ＴＰＣ）に資本参加したが、原油価格下落を受け石化事業を見直す方向にあ
り、すでにベトナムの石化計画から撤退を決めた。シンガポール事業をどう位置づける
のか注目される。

　タイ・・・エチレン能力４４０万㌧、バイオ系相次ぎ事業化へ
　エチレンは域内最大の年４４０万㌧の能力に達したタイ。バルク品の内需はすでに供
給過剰の状態にあり、輸出展開を広げている。今後期待されるのは、豊富に産出される
サトウキビやキャッサバ、糖蜜といったバイオプラスチックやバイオケミカル。
　バイオプラでは、三菱化学とＴＰＰによるポリブチレンサクシネート（ＰＢＳ）合弁
工場が今年第一四半期に本格稼働する。また、ポリ乳酸（ＰＬＡ）世界最大手ネイチャ
ーワークスに５０％出資するＰＴＴグローバルケミカル（ＰＴＴＧＣ）では、米国に続
く第２工場をタイに建設する方向で詳細を詰めている。

　インドネシア・・・チャンドラ事業拡大、プルタミナは石化に意欲
　インドネシアの国内総生産（ＧＤＰ）成長率は昨年５％に届かなかったとみられる。
内需が経済の牽引役だが、景気悪化により消費者心理は冷え込み、二輪車や自動車等の
販売は前年割れを余儀なくされた。実体経済は昨年を底に今年から回復に転じると予測
されているが、政策次第で下振れ幅が大きくなるため、政府のかじ取りが注目される。
　昨年末、アサヒマス・ケミカルが第６期増強を完了させ、電解、塩ビモノマー、塩化
ビニル樹脂を順次立ち上げ底堅い国内需要に向け供給していく。
　チャンドラ・アスリ・ペトロケミカルもナフサクラッカーの増強を昨年末に完了し、
エチレンやプロピレンの生産能力を４割引き上げている。新規誘導品の事業化について
出資するタイのＳＣＧケミカルズとの協議を進めている。
川上では国営石油プルタミナが石油精製事業の強化と併せ、石化事業の拡大に乗り出そ
うとしている。まずは製油所の高度化・増強を進め、外資パートナーのノウハウを取り
込み効率経営を目指す。

　ベトナム・・・ニソン製油所　１７年稼働、自動車市場の拡大に期待
　昨年はＧＤＰ６．５％前後の高い伸びを示したベトナム。今年は共産党トップが交代
する予定で、高度経済成長の流れを継続できるか注目される。
　第４四半期には出光興産やクウェート国営石油、ペトロベトナム、三井化学が出資す
るニソン製油所の完成が見込まれる。ベトナムは二輪車を中心としたモータリゼーショ
ンが加速し、自動車市場の拡大も期待される。ニソン製油所は１７年７月の稼働開始を



目指し、伸びる内需を取り込んでいく。
　一方、南部のロンソン島でタイのＳＣＧケミカルズなどが計画中の石化プロジェクト
は、カタール国営石油が出資撤退し先行き不透明になっている。用地確保等クリアした
ものの、原油を供給してくれる新たなパートナーを求め、振り出しに戻った格好だ。

　中国・・５カ年計画始動、設備過剰、大気汚染対策急ぐ　化学は川中・川下に軸足
　従来の発展のひずみともいえる課題が顕在化する中国。深刻な過剰設備、大気汚染を
はじめとした環境問題。これらの課題解決が第１３次５カ年計画中に期待される。
一方で、地域戦略「一帯一路」は着実に成果を上げつつある。これに沿って２０年まで
の５年間は、中国企業の海外進出が拡大しそうだ。
　圧倒的なコスト優位性を持つ中東勢、北米勢の攻勢で中国の基礎原料や汎用樹脂は、
苦戦を強いられてきている。１１～１５年の第１２次５カ年計画中は、エチレン年８０
万㌧能力を軸とする武漢石化が１３年に稼働入りしたものの、スチームクラッカーへの
投資は比較的低調だった。ＣＴＯやＭＴＯをはじめとする石炭化学は、１４年秋以降の
原油価格の下落で、価格競争の前提条件が大きく変化している。石油化学、石炭化学共
第１３次５カ年計画中は堅調な設備投資の伸びが見込まれる。ＰＤＨの活況もあり主要
誘導品自給率が１００％前後に達したＣ３に比べ、エチレン換算自給率は５０％前後強
と、まだまだ設備投資の余地はおおいにある。
　ただ、業界全体では基礎原料ではなく誘導品、川中更に川下分野に投資や研究開発の
軸足がシフトする見通し。

　１月５日（火）
1 年頭所感
　経済産業大臣　林　幹雄・・・強い経済、大胆な変革で

　福島第一原発の廃炉・汚染水対策と福島の復興は、経済産業省が担う最も重要な課題。
引き続き取り組みを強める。第二は「希望を生み出す強い経済」の実現。デフレ脱却ま
でもう一息。昨年末の税制改正大綱では経済の好循環を確実にする為「法人実効税率
２０％台の来年度からの実現」と史上初の「固定資産税の投資促進減税の創設」を決定。
企業には、これらを活用した設備・技術・人材に対する投資への転換と３巡目の賃上げ
努力をお願いする。
　第三に、通商交渉の果実を最大限に生かした経済発展の実現。ＴＰＰが大筋合意し、
昨年末には２１世紀初の大型関税交渉であるＩＴＡ（情報技術協定）拡大交渉が妥結。
これら巨大な自由貿易圏の誕生は、多くの企業に新たな成長の機会を提供する。
　第四に、責任あるエネルギー・環境政策の推進。昨年末ＣＯＰ２１で「パリ協定」が
採択された。わが国の強みを生かしたアジア・太平洋地域での国際貢献を進める。今年
は、わが国がＧ７の議長国。世界のエネルギー安全保障と持続可能な発展に向けた議論
をリードしたい。

　日本化学工業協会会長　小林　喜光・・・イノベーション後押し
　　昨年１２月のＣＯＰ２１では、温暖化是正に向けて、有益は議論がなされたが、温
暖化以外にも世界では資源、食糧・水不足、異常気象の頻発等様々な問題、いわゆる「
グローバルアジェンダ」を抱えており、その解決はいずれも待ったなしの状況にある。
子ども、孫、さらにその先の世代が安心して暮らせる社会をつくるためにも、一刻も
早く従来の価値観から脱却し、新たな変革、イノベーションを生み出す必要がある。
　日化協は本年も「安全の強化と水平展開」「イノベーションの創出と社会への貢献」
「社会とのコミュニケーションの更なる向上」の３つのキーワードに沿って活動する。

　石油化学工業協会会長　浅野敏雄・・・持続的発展へ基盤整備
　国内の石油化学産業の競争力強化、将来の持続的発展に向けた業界共通の課題解決に
４つの重点課題の下、従来にもまして積極的に取り組んでいく。
　１点目が「事業環境の基盤整備」。税制・規制の面で「イコールフッテイング」が
極めて重要となる。引き続き法人税率引き下げなどの税制改正等の実現のために積極的
に取り組む。２点目は「保安・安全の確保」。現場目線での活動の充実を図る。３点目
は「グローバル化対応の推進」。シンガポールで開催予定のアジア石油化学会議（ＡＰ
ＩＣ）の成功と来年の日本開催に向けた準備を進める。
　４点目が「広報活動の推進」。「循環炭素化学」は、まだまだ十分浸透していない。
将来の石化産業を担う若者をターゲットに人材確保の視点からの広報に重点を置きつつ、
さらなる普及・啓発活動に努める。

8 日本のエネ需要見通し・・２０年度まで増加傾向　三菱総研まとめ　石炭・電力底堅く
　日本のエネルギー需要は２０２０年度まで増加傾向をたどる見通しだ。石油は緩やか
な減少局面が続くものの、石炭はエネルギー源多様化の観点から堅調に推移。電力は省
エネ化の進展などがマイナス要因となるが、全体としては横ばいを維持する。１７年度



は消費増税による影響が懸念されながらも、東京五輪の経済波及効果などがエネルギー
需要に寄与する見込み。
　三菱総合研究所がまとめた見通しによると、石油は不安定な原油価格や環境問題など
がエネルギー需要の下押し要因になるとした。
　なかでもハイブリッド・電気・燃料電池自動車をはじめとするエコカーの普及や機器・
建物といった産業全般における省エネ化の進展、電力・ガスへの燃料転換、原発再稼働
に伴う電力用Ｃ重油の減少等によって減少傾向が続く。
　一方、石炭は地政学的リスクが低いため供給安定性に優れるうえ、熱量当たり単価が
低いことなどから総じて一定の需要を維持する。
　電力は素材型産業向けのウエートが減少するものの、電力原単位の大きいサービス業
などが増加し、中期的な産業構造転換はプラス要因になるとみる。更に、単身世帯の
増加や東京五輪などによる旅客関連需要の拡大が寄与し、２０年までは概ね横ばいで
推移する見込み。

　１月６日（水）
1 旭化成、提案力を強化・・・独に欧州統括拠点、自動車やヘルスケア関連素材
　「マテリアル領域」６本部制へ

　旭化成は今春、独デユツセルドルフに欧州域内の素材関連事業の統括会社「旭化成
ヨーロッパ」を設立する。最重点分野と位置付ける自動車やヘルスケア関連素材につい
て、世界市場への情報発信地である欧州でスペックイン活動や製品提案力を強化するの
が狙い。また、今春の事業持株会社化にともない、素材（マテリアル）領域を従来の４
事業会社制から６本部１事業会社制へ改組する。領域間のイナジーの最大化を図り、グ
ループの素材領域の力を結集して環境・エネルギーやライフサイエンスといったメガト
レンドの取り組みを急ぐ。

12 三菱ケミカル統合新社・・・世界４極に司令塔組織、一元化で総合力高める
　三菱ケミカルホールデイングスは、三菱化学、三菱レイヨン、三菱樹脂の化学系３社
による統合新社に、製造やマーケテイング、投資などの地域戦略を担う司令塔組織を世
界４極に設置する。従来、現地法人やグループ会社のそれぞれが行っていた地域開拓を
エリアごとに一元化してグループの総合力を高め、海外事業を強化する。２０２０年度
に現状４３％の海外売上高比率を５０％に拡大するための重点施策と位置付ける。

　１月７日（木）
1 ２０１６トップインタビュー
　三菱ケミカルホールデイングス　越智　仁　社長

　懸案事項だった化学３社統合を決めた。昨年４月の就任後、グループの意見をまとめ
上げることに全力を傾けてきたなかで、「早く一致団結したかった。新中計は良いスタ
ートを切れる」と胸をなで下ろす。
　次なる課題は収益性の向上だ。５年後に現状６％台半ばの自己資本利益率（ＲＯＥ）
を１１％（国際会計基準では１２％）に高めることを目標に、統合新社の効果発現、ヘ
ルスケア事業の強化、社内改革などに注力する。



1 世界の農薬市場　足踏み・・・１５年実績マイナス、穀物安、ドル高響く
　２０１５年の世界の農薬市場が前年実績を下回った。穀物価格の下落やドル高により
牽引役だった新興国の需要が鈍化し、数年続いていた成長に足踏みを強いられた。厳し
い事業環境は今年も続く見通し。難局に際し、ダウ・ケミカルとでデユポンは統合を決
めた。日本の農薬メーカーは、国内市場が飽和するなか海外に成長の糧を求めているだ
けに、国際化を効率的に推し進めていく必要に迫られる。

8 肥料　１６年世界需要２％増・・・ＩＦＡ見通し、農作物相場の安定で
　国際肥料協会（ＩＦＡ）によると、肥料の２０１５年世界需要は前年比０．１％減の
１億８３１０万㌧（純成分換算）になったようだ。中国をはじめとする世界経済の低迷
と農作物相場の伸び悩みが微減の背景とみている。
　内訳は、窒素肥料が０．１％増の１億１０４０万㌧、リン酸肥料が０．９％減の４０
８０万㌧、カリ肥料が０．２％減の３１９０万㌧になったとみられる。
　今年は農作物の相場が安定することにより、肥料需要は２％増の１億８６６０万㌧に
回復する見通し。このうち窒素肥料が１．４％増の１億位１２００万㌧、リン酸肥料が
２．１％増の４１６０万㌧、カリ肥料が３．３％増の３３００万㌧と予測している。

12 住友化学　次期中計投資８０００億円規模・・・農薬など重点　Ｍ＆Ａも
　住友化学は２０１６年度から始まる３カ年の次期中計で、投資額を８０００億円規模
とする方針だ。財務体質改善に重点を置いてきた現行の中計では投資に優先順位をつけ
抑制してきた。次期中継では採算を確保できる案件を厳選したうえで積極的に資金を投
じる。農薬などのライフサイエンス分野や環境・エネルギー分野を中心にＭ＆Ａも模索
する。有望な投資先が見当たらなければ財務強化に振り向けるなど、経営資源の活用に
メリハリをつける。

12 エチレン換算輸出入・・・１１月出超幅１８％増
　経産省がまとめた２０１５年１１月のエチレン換算輸出入によると、輸出から輸入を
差し引いた出超幅は前年同月比１８．２％増の１６万５３００㌧となった。前月比では
３．１％増加した。原油安や円安を受けて石化製品を輸出に振り向けやすい環境が続い
ており、輸出比率は３６．８％と前月比１．１ポイント上昇した。
　品目別にみると、塩化ビニルモノマーが前年同月比５７．３％増の４万１２０５㌧、
塩ビ樹脂が同８７．８％増の２万８６５８㌧、エチレングリコールが同２３．５％増の
１万９７４６㌧、ＬＤＰＥが同３０．２％増の１万３５０７㌧と増えた一方、エチレン
は同１．１％減の７万１４１㌧、ＳＭは同４４．４％減の１万８１８５㌧と減少した。
　同月のエチレン生産は５８万３１００㌧と同０．９％減少した。内需は同６．９％減
の４１万７８００㌧、輸出は同１０％増の２１万４８００㌧だった。輸入は４万９５０
０㌧と同１０．６％減少した。

　１月８日（金）
1 コスモ、丸善石化を連結子会社に・・・コンビナート再編加速

　コスモエネルギーホールデイングス（ＨＤ）は７日、持分法適用会社である丸善石油
化学を連結子会社にすると発表した。４割の出資比率を３月末までに過半に引き上げる



計画で、少数株主の金融機関から株式を取得する模様。
　実現すれば千葉地区で石油精製から一貫の石油化学企業が誕生する。
６日、公正取引委員会に株式取得に関する計画届出書を提出した。
コスモエネルギーＨＤは１００％子会社のコスモ松山石油と合わせて丸善石油化学の
株４０％を保有。当初は完全子会社を望んでいたが、一部株主が株式譲渡に難色を示し
たため、当面は丸善石油化学が持つ自己株式９％を除く９１％のうちの過半の取得を目
指す。
　そもそも丸善石化の株主構成は複雑なため「思い切った投資や施策が実行できず、連
携に限界があった」（コスモエネルギーＨＤ幹部）のも事実。コスモエネルギーＨＤが
経営権を握ることで、上流の石油精製から石油化学の一気通貫で収益改善を図る。
２０１７年４月にはＪＸＨＤと東燃ゼネラル石油が経営統合することで合意しており、
両社は川崎地区で双方が持つエチレンクセンターの統廃合を計画中。収益低迷で構造
改革を急ぐ石油元売り企業の動きが、石油化学業界にも波及してきた。

2 イラン金融制裁解除・・・石化製品輸出決済の支払い受ける
　イランに対する金融制裁が解除された。同国政府はこのほど、２０１１年以来５年ぶ
りに国営企業が石油化学品輸出の決済に当たりスペインの銀行から支払いを受けたと発
表した。イランは１１年以降、国連決議などに基づく経済制裁により欧米や日本の銀行
との取引がなくなっていた。欧米銀行との取引再開を契機に、経済制裁全体の解除に向
けた動きが今後本格化するとみられる。
　石化製品の輸出を担う国営企業ペトロケミカル・コマーシャル・カンパニ（ＩＰＣＣ）
が支払いを受けた。同社によると、今後は石化製品の輸出決済に関する支払いを規制さ
れないことでスペイン政府、同国中央銀行と合意した。

10 大成ラミック・・・食品安全方針を公開
　大成ラミックは食品安全方針を公開した。食品安全マネジメントシステム（ＦＳＭＳ）
活動と位置付けており、要旨は次の４点。
①フードチェーンの一端を担う食品包装メーカーとしての安心と安全の製品提供と社会
貢献　②法令・規制要求事項および顧客要求事項の遵守と取引先に対する法令・規制要
求事項の遵守　③食品安全方針の全従業員への周知と各部署の目標達成に向けた具体的
展開　④食品安全システムの適切性の継続的なレビュー・改善。

12 社説・・・ＩｏＴ時代のモノづくりに思うこと
　日本の産業界で「イノベーション」という語が使われ始めて久しい。ただ「技術革新」
と同義的に扱われる場合も多い。これは明らかに偏った考え方だ。
　イノベーションは確かに「革新」を意味する。これまでにない価値を生み出すことに
変わりはないが、むしろ既存技術を融合・応用して新たな市場を切り開くことと理解し
たい。
　例えばスマートフォンの普及は社会現象といえる一大イノベーションだが、技術的に
はベルの電話発明以上のイノベーションではなかろう。スマホは、インターネット等の
情報通信技術（ＩＣＴ）が組み合わさって初めてイノベーションとなり得た。確かに
ＩＣＴ部材の微細化や処理速度の向上が市場を切り拓く役割は大きい。しかし、それだ
けでは製品の高機能化は果たせても真のイノベーションには至らない。
　ビジネスのアイデアや戦略が貧弱なまま「技術さえ磨いていれば何とかなる」という
考え方は、多くの製造業で過去のものとなった。モノづくりというハード面で優位を誇
った日本のエレクトロニクス産業が、ＩＣＴを基礎とするソフト産業化で大きく出遅れ
ていることに学ぶべきではないか。
　国内でロボット、ドローン、自動運転車といった技術が注目を集め、官民こぞって研
究開発に力を入れ始めた。これもＩｏＴや人工知能といったソフト面の技術がカギを握
る。２０２０年の実用化といった目標が掲げられているが、現状ではイノベーションに
値する普及が確実とは言い難い。だからこそビジネス戦略が重要になる。ドローンや自



動運転には規制も多く、事故などの責任や社会システムとしての管理コストも考慮が必
要。いずれも本格実用の時点で安全性、効率、融通性などが人手に勝るのか、なお微妙
だ。
　更にモノづくり自体も大きな転機を迎えている。独の「インダストリー４．０」に代
表されるＩＣＴを駆使した生産効率向上だ。製造現場でセンサーなどで個別収集したデ
ータを人工知能などで解析し、プロセスの全体最適化に生かそうというもの。日本でも
対応を急ぐ企業が多いようだが、身の丈に合わぬ導入が経済的負担にならないか。生産
者の責任や安全管理を含む技術伝承、更には雇用の問題などを、どうするか。ＩＣＴを
導入しつつも、将来を見据えた最適な付き合い方を、今一度考える必要がある。


