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　２月２２日（月）
2 中国　１５年原料樹脂生産２桁増・・・製品に追いつく

　中国の原料樹脂生産が拡大基調を継いでいる。２０１５年の原料樹脂の生産量は前年
比１０．５％増の７６９１万㌧だった。プラスチック製品生産量は同１％増の７５６１
万㌧で、原料樹脂の国内生産量がプラスチック生産量に追いついたかたちだ。
　石炭からのオレフィン生産（ＣＴＯ）、メタノールからのオレフィン生産（ＭＴＯ）
を主体とする石炭化学やプロパン脱水素（ＰＤＨ）といった原料多様化が汎用樹脂生産
量を押し上げている。中国の石炭化学系オレフィン生産能力は１５年央時点で７３０万
㌧。原油価格が低迷するなかでのコスト競争力や水資源をはじめとした環境対応に課題
が指摘されるものの、石炭化学の存在感が一段と強まるとの見方が主流だ。
　中国のＰＤＨ設備は、１３年に天津渤海化工が年産６０万㌧設備を立ち上げたの最初。
現在、「稼働中、建設中の設備に構想段階のプロジェクトを加えると総生産能力は年
１１００万㌧強に上る」という。ＰＤＨや石炭化学によりプロピレンは充足する一方、
エチレン換算自給率は「２０年時点でも６７％前後にとどまる」という。ＰＥの生産量
は増加基調にあるものの、輸入量も年間数百万㌧で推移することになりそうだ。

3 アジア・中東　エチレン高稼働続く・・・インドなど誘導品需要が拡大
　アジア・中東地域のエチレン設備は、２０１６年も９５％を超える高稼働が続きそう
だ。今年の域内需要は約８０００万㌧。名目生産能力は約９０００万㌧に伸びるが、定
修予定や設備トラブルの可能性を織り込むと、昨年並みの高稼働率が見込まれる。
　原油価格が低水準で推移しているのに対し、石化バルク品や合成樹脂の価格は、東南
アジア、インドなどでの需要拡大を背景に堅調に推移。域内の誘導品プラントも高稼働
が続く。１５年におけるナフサ－エチレンの平均スプレッドは、１トン当たり約６４０
ドルと１４年比１１０ドル以上増えたもよう。１６年２月上旬時点でも、この基調に変
化はない。
　域内では今年も定修が多く、台湾プラスチック（麦寮）、台湾中油（高雄）、韓ロッ
テケミカル（麗水）、マレーシアのタイタン・ケミカル、タイＰＴＴグローバルケミカ
ル（マプタプット）、シンガポール石油化学（シンガポール）等が予定している。
日本でも三菱化学（鹿島）、丸善石化（千葉）、出光興産（徳山）等５基の定修が予定
されている。
　インドには１１基のエチレン設備があり、名目生産能力は約６００万㌧。インドガス
公社（ＧＡＩＬ）と国営石油ヒンダスタン・ペトロリアム（ＨＰＣＬ）は、南西部アン
ドラプラデッシュ州で、石化コンビナートの新設を計画している。エチレンはエタン
ベースでの生産を検討しており、米国からのエタン輸入を視野にいれているようだ。

11 １３年度の温暖化対策・・・「実績が見込み上回る」７６件　　環境省集計
　政府の地球温暖化対策推進本部は、環境省が集計した地球温暖化対策の２０１３年度
における進捗を公表した。自治体や企業、国民の取り組みに対する支援等、政府が推進
した対策・試作が温室効果ガスの排出削減目標に実効を上げたかどうかを点検している。
　全体で１８８件の対策のうち、実績が見込みを上回ったものは７６件で前回点検時よ
り大きく減少した。環境省では、産業界の自主行動計画が低炭素社会実行計画に移行し
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目標指標の変更等過渡期にあたるためと説明している。
　１２年度までは京都議定書目標の達成を掲げて進められてきた。目標や点検は、京都
議定書目標達成計画を策定した０８年時点のものを用いている。このため今回の点検で
は、１４年７月の前回点検時と達成状況が大きく変化した。
　政府は昨年末のＣＯＰ２１におけるパリ協定を踏まえ、今春中に地球温暖化対策計画
を策定する。これまでの実績を踏まえるとともに、新たな状況変化も織り込んだ対策、
施策の在り方を検討していく。

12 社説・・・次なる消費行動に向かう訪日中国人
　２月１３日までの中国の旧正月（春節）が終わった。昨年、日本を訪れた中国人旅行
者は約５００万人、今年は７００万人弱と予測されている。また、買い物や諸費用等
インバウンド消費も、来日外国人中トップの額で、昨年は１兆円以上の経済効果をもた
らしたとされる。
　中国の総人口から考えれば７００万人の訪日はスタートラインといえる。「まだ外国
へ行ったことのない層」が数億人単位で存在しており、我が国の流通業界や旅行業界は、
更に来訪者が増えることを期待しているだろう。
　ただ単純な消費旅行は、いつかは終わりを迎える。中国人の訪日行動に変化の兆しが
出てきている。爆買いとは異なる目的で来日する中国人が増加し始めている。我が国の
各業界も受け身の「客待ち姿勢」ではなく、来日中国人へ多彩な価値が提供できるよう
イベントの充実を急ぐべきだ。
　一般訪日客には医療や美容での滞在、より深い歴史・文化体験ができるツアーなどに
人気が集まりつつある。我が国産業界は、来日中国人の増加を好機ととらえ、民間レベ
ルの業界交流などに積極的に取り組んでほしい。
「訪日＝爆買い」という単純思考のままなら、ブームは一過性に終わる。
それでは惜しい。

　２月２３日（火）
5 １５年　印刷インキ出荷・・・金属向け好調も平版不信響く

　経産省の生産動態統計によると、印刷インキの２０１５年１－１２月出荷額は前年比
１．４％減の２９５５億円だった。出荷額が前年を下回るのは１１年から５年連続。
食品用品の包装資材向けグラビアインキは前年並みを確保したが、出版・商業印刷向け
オフセット（平版）インキや新聞インキが振るわなかった。
　出荷量は同２．３%減の３４万５８０００トンだった。

【２０１５年１－１２月の印刷インキ実績】（単位：トン、百万円、％）

経産省生産動態統計より

12 トップインタビュー　丸善石油化学：藤井シュン　社長
　集中投資で収益力高める

■・・・３月末までにコスモエネルギーＨＤの連結子会社となる予定です。
「これまでも千葉コンビナートでインテグレーションしており、昨年にはコスモ石油の
桟橋活用を開始しＭＥＫの出荷を大型ロットで運用して輸出の効率を向上させるなど
連携を進めている。今後、資本関係を強固にして一体運営を強めていくことになる」
「ただ、エチレンセンター会社としての当社の位置づけが変わることはない。
クラッカー２基体制によるコンビナートの維持が大前提だ」
■・・・昨年は京葉エチレンの新体制がスタートしました。
「７月から新たな体制が始まり、これまで順調に運営している。住友化学への製品供給
を担うことになり当社のセンターはさらに強化された。一方で、燃料バランスが変わっ

品目 生産量 出荷量 出荷額

平版
111,587 127,081 81,593
94.9 96.9 97.6

樹脂凸版
21,986 22,847 17,398
96.9 96.1 94.2

金属印刷
11,191 13,499 12,019
101.6 100.5 103.4

グラビア
121,756 156,580 85,367
100.8 99.1 100.2

その他
37,236 38,549 73,769
99.2 98.6 101.3

新聞インキ
44,425 46,834 25,403
94.8 91.4 90.7

合計
348,181 405,390 295,549
97.7 97.7 98.6



たため改善に取り組んでいく。工場の操業状況と照らし合わせて最適化を図る」
■・・・２０１６年度から新たな中計が始動します。
「１８年までの３カ年計画の期間には、アジアの石化市場にシェールガス・オイルの影
響が」出てくるだろう。シェール由来のエタンクラッカーの計画は遅れ気味との見方も
あるが、相当なスピードで進んでいるというレポートもあり、アジアのナフサクラッカ
ーにとって試練の時代を迎える。本格的な競争激化に対してクラッカー全体の収益力を
高める案件に集中投資していく」
「不変テーマである石油精製、誘導品各社、周辺企業との連携、原燃料融通、ユーテイ
テイー最適化をさらに強化していく。また、溶剤、レジスト周辺材料など強みを持つ分
野で収益を拡大する。Ｃ４、Ｃ５の有効活用では、余力のあるＣ５財源をいかし石油樹
脂の技術を用いた新製品を開発したい」

　２月２４日（水）
1 木村産業のセルローススクラブ剤・・・化粧品大手　数社が採用　輸出洗顔料用

　木村産業が提案するセルロース由来のスクラブ剤が、国内大手化粧品メーカー数社で
採用されることが決まった。米国でプラスチック製のスクラブ剤（マイクロビーズ）の
使用が禁止されることを背景に商社各社が代替原料を提案する中、木村産業は実用化で
先陣を切った。同社は世界最大のセルロース専業メーカー・独レッテンマイヤーの総代
理店を務めており、安定供給や価格競争力、品質に強みを持つ。
　欧州では大手化粧品メーカー各社がマイクロビーズの使用を自主規制する動きが活発
化。米国では代替ビーズへの対応が迫られるなか、国内大手化粧品メーカー数社に採用
されたのは、米国など海外に輸出する洗顔料向けのスクラブ剤用途。また日本市場向け
にも一部採用が決まり、セルロース由来のスクラブ剤を使用した差別化商品として年内
の発表が見込まれる。歯磨き粉向けの展開も視野に入れる。

1 制御系サイバーテロ　化学産業の対策急ピッチ
　高度セキュリテーモデル・・・大手が全国運用準備

　プラント等制御系へのサイバーテロ攻撃の脅威が高まるなか、産官学での対応が広が
り、化学産業でも大手企業を中心に対策が急ピッチで進んでいる。石油化学などで海外
にも多くの事業拠点を持つ総合化学企業では、石油化学工業協会の安全基準をリファレ
ンスモデルとして制御システムマネジメントシステムの構築に着手。
　ＩＳＡ（国際計測制御学会）９５機能階層モデル及びＩＳＡ９９セキュリテモデルを
軸にネットワークの構築に乗り出しており、２０１６年度から国内６工場で詳細設計を
開始する。運用状況などをみながらグループ会社に展開していく方針としている。

3 プラ循環協・・・東京・篠崎小学校で出前授業、「発砲スチロールが元通り！！」
　プラスチック循環利用協会は３～４日、東京都江戸川区立篠崎小学校で「プラスチ
ックのリサイクル実験」の出前授業を行った。発砲スチレンと食品トレーを使った実験
は、①リモネンを使って発砲スチレンを減容化②減容化したポリスチレンをエタノール
で分離③使用ずみ発砲スチレンにアセトンを混ぜ加熱して発砲スチレンに再生―手順で
行った。「絶対に戻らないと思っていたら戻った」と一斉に大きな歓声が上がる。
ＰＥＴボトルから糸を作り出す工程も観察した。近年、教育現場では理科の実験を行う
機会が減少していることもあり、出前授業は好評だった。
　プラ循環協は、容リ法が全面施行された２０００年にこの取り組みを始めた。現在は
首都圏を中心とする小中高大学校など年間４０か所で実施。地方では旭化成や昭和電工
など会員企業と連携して行っている。

8 ＩＢＣ（中型容器）・・・石油化学、医薬品、化粧品など中容量液体の物流に不可欠
　ＩＢＣは石油化学をはじめ、医薬品、化粧品などの分野で活躍している。一時保管。
貯蔵タンクとしての引き合いも根強い。ドラム缶からの切り替え需要はすでに一巡し
たものの、緩やかながら市場拡大が続いている。荷主のニーズが多様化するなか、物
流合理化や効率的な物流システム構築に不可欠な液体輸送容器として、さらなる潜在
需要が期待できる。
　危険物輸送の国際海上危険物規定（ＩＭＤＧ）コードでＩＢＣは、容量が３０００
リットルまでの液体・粉体用の容器とされる。日本では消防法が改正されたことにと
もない１９９５年に導入され、１０００リットルタイプが主流となっている。
　ドラム缶５本分、ＩＳＯタイプコンテナの２０分の１の中容量輸送ニーズに対応す
る。２段積ができるほか、充填が容易で残液のない内容物の完全抜き出しが可能など
ハンドリング性に優れる。

9 コダマ樹脂工業・・・ＵＮ規格対応等品揃え、顧客密着型でニーズに対応
　自社工場に半導体製造ライン並みのクリーンルームを導入し、工業用容器の超コンタ
ミレスを徹底追及する業界最大手のコダマ樹脂工業は、ＩＢＣ事業でも危険物の海外へ



の船舶輸送に欠かせないＵＮ規格対応品を増やしたり、液体排出バルブの形状ごとの
品揃えを充実させるなど、多様化するニーズにきめ細かく応える顧客密着の戦略により
取引先の信頼を厚くしている。
　高密度ポリエチレン製貯槽を装備したＩＢＣ「パワートートＰ」（商品名）シリーズ
は設置底面の省スペース対応、超軽量を実現し、ＩＭＤＧコードの危険物容器としての
条件もクリアした業界トップクラスの性能を持つ。ＵＮ規格については、従来の液薬
充填口の直径１５０ミリメートルのモデルに加え、２４０ミリメートルモデルも規格
認証を取得し、更に排出口のない上部液出専用のＩＢＣでもＵＮ規格の対応を終えた。
「パワートートＰ」に対する顧客の評価は年々高まっているようだ。

　２月２５日（木）
10 サンエー化研・・・レンジ対応包装材、規格袋で販路拡大　中小メーカーに的

　サンエー化研は、軽包装材料部門を強化する。調理済み食品の需要が高まるなか、
冷凍・レトルト食品用途で順調に実績をのばしている電子レンジ対応食品包材「レンジ
Ｄo！シリーズ」の製品拡充戦略として規格袋化を図ることを明らかにした。個人消費
の先行きが不透明ななか、さらなる需要の取り込みを目指してテコ入れする。規格袋化
を通じ、大手のみならず中小の食品メーカー向けにも販路を拡大していく。
　中小食品メーカーでニーズの高い少ロット・多品種・即時対応の３原則を満たすには、
規格袋化は不可欠と判断した。

12 ２０１６　トップインタビュー
　プライムポリマー　貝出　健　社長・・・環境変化見据え備え万全に

■・・・合理化等を充填課題に置いた中計の進捗は。
「汎用ポリオレフィン設備の生産最適化やオフスペック品の発生を抑え込むといった生
産効率の改善、物流システム改革を通じ、合理化効果５５億円を当初計画よりも１年
早い１５年度中に達成できそうだ」
「中計の最終年の１６年度は、米シェール由来誘導品のアジア進出や中国の石炭化学に
よる石化製品大増設といった環境変化を見据えて、様々な準備を進める。
■・・・１５年度は好調な業績が見込めそうです。
「円安の恩恵でポリオレフィンの輸入が前年比２～３割減少し、国産の引き合いが増加
した。汎用品の能力縮小も進んでおり、当社を含め各社の設備はフル操業を続けている。
設備トラブルの発生がなかったことも大きい。高経年化したプラントも多く、１６年度
早い１５年度中に達成できそうだ」故障を起こすことなく、高稼働を維持し続ける生産
技術力が問われる」
■・・・順調な業績を受けてポリオレフィンのさらなる構造改革の必要性は後退して
いるのでしょうか。
「確かに少し先送りすることで親会社とも認識を一致させている。ただ、いずれナフサ
クラッカーを含めた改革の必要性に迫られる局面がくるだろう。その時に誘導品に強み
がないと業界再編の主導権を握れない。将来のリスクケースを想定し、いまのうちに
様々な準備に取り組んでおく」
「日本で生産・販売の基盤を維持し続けるには、老朽化設備の抜本的な対策がいずれ求
められる。少しづつだが顧客側にも国内生産回帰の動きが見受けられる。財務状況は改
善傾向にあり、長期的な視野に立ってスクラップ・アンド・ビルドの検討を始めたい」
■・・・成長の源泉はどこに求めますか。
「ＰＰコンパウンドによる海外事業だ。インド拠点では１系列の増設を決定した。米国
やメキシコでは単純な増強だけでなく、生産設備の最新鋭化にも取り組んでいく。
■・・・原料供給先が生産停止しているメタロセンポリマー「エボリュー」のシンガポ
ール新工場の稼働の見通しは。
「原料をスポット調達し、まずは試運転を完了させる。２月中に全銘柄を生産できる
体制を整える。原料供給の再開までは、中国をはじめとする海外の顧客に対して
日本からの製品を供給する」

12 油価　年後半に４０－５０ドル　石連会長　需給改善を期待
　石油連盟の木村康会長は２４日、定例の記者会見を開いた。ゆるやかな上昇基調に
ある原油価格の見通しについて述べ、「世界の需要は堅調な伸びを続け、今年後半に
需給バランスは改善するだろう」との考えを示した。ドバイ原油価格は当面１バレル当
たり３０～４０ドル台で推移し、年末にかけ４０～５０ドルへ上昇すると予想した。
　ドバイ原油はこの１か月で２２．８０ドルを底に乱高下を繰り返しながら緩やかに上
昇し、直近では３０ドル近辺で推移している。
木村会長は先週、中東に出張した体験を紹介し「財政的な制約もあり、ＯＰＥＣ諸国の
生産増のペースは限定的にならざるを得ない。また、極端な底油価は産油国、消費国双
方にとって不利益であり、ともに４０～５０ドルのレベルでの安定を望んでいるとの印
象を受けた」と語った。



　サウジやロシア、べネゼエラ、カタールの４カ国が他の産油国の同調を条件に産油量
を１月の水準に固定する提案をしたことについては「ＯＰＥＣと非ＯＰＥＣで危機感を
共有したことは画期的。需給バランスの改善に向けた最初の一歩ととらえている」と
述べた。

　２月２６日（金）
2 出光ケミカルズ　マレーシア社長　平野康広　・・・　現場重視で国際感覚を育む

　「グローバリゼーションとローカリゼーションは時に矛盾するが、二者択一ではなく
両立させることが大事」と話す。日系メーカーは長年、海外事業運営のローカリゼーシ
ョンに取り組んできた。「海外拠点が歴史を重ねるなか、ローカル人材を戦力化しマネ
ジメントを任せることは、現地事業の持続・安定化には不可欠だ」。
　ただ、企業によっては数少ない海外拠点のトップを現地人社員が務めることで、日本
人の国際化の舞台が不足するケースも出てくる。「出光興産も日本人社員のグローバリ
ゼーションを全社的に進めており、現地事業会社として何ができるか常に模索している」。
　たどり着いた結論の一つが「現地人社員が事業の運営に携わるだけでなく、グループ
社員としてグローバルに活動すること」。現地人社員による現地事業の安定化は、ロー
カリゼーションのボトムラインというわけだ。
　出光興産は日本人の国際人育成にあたっても現場を重視している。例えば日本から
課長級社員を現地経営責任者として、また３０代を現地で販売・物流、プラント運営の
管理者として送り込むなど、それぞれの立場で実践のなかで力をつけることが考えられ
る。２０代社員を研修生として現地で受け入れて、ローカルスタッフと混じって経験を
積ませることもある。「そのためには、ある程度の現場の規模、始動する上司が必要だ。
人を入れ替えつつ人材育成のサイクルを早めることも重要だ」。
　ヒト・モノ・カネ、情報の制約によって日系企業のグローバル化は思うように進まな
い面もある。各企業の事情に即した一工夫が必要なようだ。


