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　３月７日（月）
2 ＤＳＭ　日本に本格投入・・・ＰＡ６フィルム　食品包装向け開拓

　ＤＳＭは、日本で食品包装向けのインフレーションフィルム素材「Ａｋｕｉｏｎ（ア
クロン）ＸＳ」の本格的な販売を始める。従来のポリアミド（ＰＡ６）の課題であった
高速結晶化を解決し、フィルムのコストダウンと性能向上を実現した。
　ＤＳＭは現在、蘭エメン市の工場の増設を進めている。近く増設が完了することを機
に、日本で本格的な販売に乗り出すことにした。

3 エタン値上げ、サウジ石化産業を直撃・・・ナフサ活用で優位に　
　ラービグ、拡販準備余念なく

　サウジアラビアの石油化学原料の値上げが、石化各社に重くのしかかっている。
エタンはこれまでの１００万ＢＴＵ当たり０．７５ドルから１．７５ドルに、メタンは
同０．７５ドルから１．２５ドルに値上げされた。サウジ基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）
は、これにより年間５％のコスト増を見込む。一方、今年から立ち上がる２大石化プロ
ジェクトのペトロ・ラービグ第２期及びサダラ・ケミカルは、中東で初めてナフサ原料
にできるため、安価なナフサを最大限活用しリスクヘッジするとみられる。これら新し
いプロジェクトの焦点は、むしろ製品を売り切れるかどうか。主要市場となるアジアで
拡販体制を整えつつあり、アジア市場は競争が激しさを増しそうだ。
　サウジアラビアは、原油価格下落と隣国イエメンへの空爆による軍事費増加等により
財政赤字が深刻になっている。２０１５年の歳入は予算より少ない６０８０億リアル（
約１８兆４０００億円）に減った一方、歳出は９７５０億リアルと予算より増えた。
　この結果、財政赤字は３６７０億リアルと当初予算の２．５倍に膨らんだ。
　こうした状況のもと、サウジ政府は石化原料の値上げに踏み切った。
　ペトロ・ラービグ第２期は、クラッカー増強及びナフサ改質装置の新設が今年前半に
完了し立ち上がり、今年後半から誘導品群が立ち上がる見通し。誘導品の多様化を狙い
にナフサを活用できる体制としたが、寝耳に水の石化原料値上げに対応すべく、安価な
ナフサを最大限活用するとみられる。また、住友化学グループがこれまで手掛けたこと
がないパラキシレン（ＰＸ）、フェノール、ナイロン６樹脂を製造・販売する
というハードルを乗り越えるためシンガポールの住友化学アジアではマーケテイング
及び拡販に準備を強力に進めている。

11 ＣＯ２削減　「業務」「家庭」各４割・・・政府　新たな温暖化対策公表
　政府は４日、地球温暖化対策計画案を公表した。温室効果ガスの排出量を２０３０年
度までに１３年度比２６％削減する中期目標の達成に向け、産業、運輸、家庭等各部門
で実施する対策を掲げた。
　革新的な技術開発と社会実装を加速するとともに、多様な政策手段を動員して総合的
に取り組む。５０年までに現在より８０％削減する長期目標も示した。
　計画案は同日開催の産業構造審議会、中央環境審議会の合同会合で審議し了承された。
　パブリックコメントを経て、５月の伊勢志摩サミットまでに閣議決定する。
　排出量の９割を占めるエネルギー起源ＣＯ２の部門別削減目標は、産業部門６．５％
業務その他部門３９．７％、家庭部門３９．４％、運輸部門２７．４％、エネルギー
転換部門２７．５％。

12 旭化成
　旭化成は４月に始動する新中計（２０１８年度まで）において、消費財事業の売上高
営業利益率１３％超の安定確保を目指す。グロ－バルリーデイング事業と位置付ける
樹脂成型機用洗浄剤や塩化ビニリデン系ラテックスはＭ＆Ａを軸に首位固めを図る。
　フィルムや発砲ビーズ等はヘルスケアや自動車分野向け新規製品の開発を急ぐ
　マテリアル領域の中で消費財は景気変動に左右されずにグループの事業基盤を下支え
する役割が課せられている。１８年度に売上高１０１０００億円規模に引き上げたい
考えだ。
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12 化学３社の統合新社「三菱ケミカル」に
　三菱ケミカルホールデイングスは４日、２０１７年４月の発足を予定している三菱化
学、三菱樹脂、三菱レイヨンの統合新社の社名を「三菱ケミカル」に決定したと発表。
　存続会社のレイヨンが２社を吸収合併し、商号を変更する。
　新「三菱ケミカル」の事業規模は２０１５年３月期売上高で２兆９８８０億円、連結
の従業員数は４万１８５６人。新社では３社が手掛ける事業を、機能商品と素材の２分
野に分類し、機能商品では高機能ポリマー、高機能化学、高機能成形材料、新エネルギ
ー等７つの事業ユニット。素材には石化や炭素等３つのユニットを置く。
　三菱ケミカルＨＤは現在、基幹事業子会社を６社擁しているが、新・三菱ケミカル、
田辺三菱製薬、生命科学インステチュート、太陽日酸の４社体制となり、持株会社とし
てグループ経営を指揮する。

　３月８日（火）
1 「ケムシェルパ」本格始動
　製品含有化学物質情報伝達・・・国際標準化へ新スキーム　
　・経産省主導で構築・内外の規制に対応

　サプライチェーン（ＳＣ）を通じて製品含有化学物質の情報を伝達する新たなスキー
ム「ＣｈｍＳＨＥＲＰＡ（ケムシェルパ）」がいよいよ本格的に立ち上がる。４月から
正式に運営を開始するＪＡＭＰ（アーテイクルマネジメント推進協議会）は利用を無償
とする方針で、経産省は１日、新スキームに賛同する企業の募集を開始した。今日８日
には、理解促進のための動画コンテンツを掲載、海外ユーザーも利用できるよう英語版
中国語版も作成した。
　情報伝達の対象となる物質の範囲は、各国の法規制（日本の化審法、ＥＵのＲＥＡＣ
Ｈなど、ＩＥＣ６２４７４（電気電子）、ＧＡＤＳＬ（自動車）等の業界基準のうち、
製品の含有規制に関係のある部分を日本化学工業協会などが整理し、約５０００物質を
選定した。初版では日米欧の主要法規制、電気電子及び自動車業界の基準を対象とした。
国際標準化を強く意識したスキームに設計されている。

旭化成パックス
（飲料用容器、食品包装材など）

樹脂製品事業
（アサクリン、各種フィルム等）
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3 ＰＲＴＲ対象物質　１４年度排出量１％減・・・化学工業は前年並み
　経産省と環境省はこのほど、化学物質排出把握管理促進法（化管法）に基づく排出移
動量届出（ＰＲＴＲ）制度の２０１４年度の集計結果を発表した。全国３５５７３事業
所からの排出量は１５．９万㌧（前年度比１．０％減）、移動量は２２．４万㌧（同
３．９％増）、合計は３８．３万㌧（同１．８％増）対象は、同法で第一種指定化学物
質として定める４６２物質。
　排出量上位の物質は、トルエン５．４万㌧、キシレン２．８万㌧、エチルベンゼン
１．５万㌧など揮発性有機化合物（ＶＯＣ）。
　業種別の排出量では、輸送用機械器具製造業が３．６万㌧で最多。プラスチック製品
製造、化学工業が続いた。

10 １月のＰＰフィルム出荷・・・ＯＰＰ６．８％増、ＣＰＰ１．２％減
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた２０１６年１月の出荷実績によると　
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムは前年同月比６．８％増の１万７６９４
トン、無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）フィルムが同１．２％減の１万１８１６トン
となった。内需は主力の食品はＯＰＰが８．２％増の１万３４２４㌧と大幅増だった。
一報、ＣＰＰは１．０％減の９０５７㌧だった。

【２０１６年１月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

　３月９日（水）
1 「ケムシェルパ」本格始動
　ＳＣ全体を強靭に・・・物質管理の潮流に合致、２０１８年度から全面移行

　世界の化学物質管理は２０００年前後から規制強化が進んできた。０２年の「持続
可能な開発に関する世界首脳会議」（ＷＳＳＤ）では、「２０年までに化学物質の生産、
使用によるヒト健康、環境への影響を最小化する」目標が国際合意された。
　ＥＵのＲｏＨＳ、ＲＥＡＣＨなどは、こうした考え方に基づく規制体系の先駆けであ
り、その後の各国の規制にも影響している。
　経産省は、新たな情報伝達スキームを開発するに際して、基本要件の第一にＷＳＳＤ
目標達成に貢献し、リスク評価・管理の基本となることを挙げた。もう一つは、業種・
製品分野に限定せず、ＳＣ全体で活用できること。さらに国際標準を目指し得るものに
することが大きな目標だ。電気・電子分野の国際規格ＩＥＣ６２４７４と齟齬のない設
計を目指した。そのうえで、ＩＳＯ／ＩＥＣ化を目指すというシナリオを描いている。
　同省は２年間の移行期間を経て１８年度からの全面移行を予定している。このため
運営主体となるＪＡＭＰ（アーテイクルマネジメント推進協議会）のマネジメント体制
構築、必要な会議体の設置と運営などを強力に支援する。
　産業界に広く導入を働きかけるため賛同企業のリスト公表。国内外でのセミナー開催
など広報・普及活動にも１６年度予算を確保している。
　化学物質情報の円滑な伝達の仕組みが効率的に運用されることは、ＳＣ全体の強靭化
にもつながる。すでに川下企業のいくつかは１７年度中の移行を視野にスケジュールの
検討に入っている。多くの企業がタイミングを合わせて新スキームでの情報交換を開始
できるよう、同省は川下企業各社の意向を確認して調整を図る予定だ。

12 エチレン２月生産５％減・・・稼働率、２７カ月連続９０％超
　２０１６年２月のエチレン生産（速報）は前年同月比４．９％減の５３万７３００㌧
となった。前月比では１０．９％減。定修を実施したプラントはなく、旭化成ケミカル
ズがプラントを２月中旬に恒久停止したことにともない生産量が減少した。
２月の稼働率は９４．３％と前月に比べ３．１ポイント低下した。国内経済の停滞や海
外エチレン設備の立ち上がりを受けて日本のエチレンは供給過剰に陥り、三菱化学が
１４年に鹿島事業所の設備を１基、住友化学が１５年に千葉工場の１基、旭化成の
１６年の１基停止を受けて、国内のエチレン設備は１２基体制となった。アジアでエチ
レン設備のトラブルが相次いだこと受け、エチレン価格は１㌧当たり１４００ドル台に
上昇、現在でも１０００ドルを超える高水準で推移する。原料ナフサとのマージンを一
定程度確保できるほか、円安で国内産の引き合いが強まっており、国内石化メーカーの
今年度業績は好転している。
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　３月１０日（木）
2 オレフィン需給タイト・・・クラッカー相次ぎ定修、アジア一段高へ

　アジアでオレフィン需給のタイト化が進んでいる。日本、韓国、中国、タイなどのク
ラッカーが相次ぎ定修に入り供給が減る一方、需要は春節明けの在庫確保も重なり中国
を中心に旺盛。エチレン、プロピレン、ブタジエンとも需給バランスが引き締まってい
る。市況は上値を目指す展開となっており、エチレンは１㌧当たり１２００ドル、プロ
ピレンは６６０ドル、ブタジエンは１０００ドルを超え、一段高も予想される。
　一方、ナフサはクラッカーの相次ぐ定修にともない弱含んでおり、ナフサとのスプレ
ッドはさらに広がる方向にある。

12 社説・・・「戦う土俵」の再設定進める化学企業
　日本の化学企業が「戦う土俵」の再設定を進めている。製品の差異化が難しい分野、
あるいは収益の変動が激しい分野を縮小する一方、技術で勝負できる分野を拡大しよう
というものだ。ここ数年、円高修正や原油価格の急落などを背景に業績を回復させてき
た。しかし、経営環境は目まぐるしい変化を続けている。競争優位な分野をいかに見出
し、確保し続けていくかが試される。
　日本の製造業は今世紀に入って、そもそも世界の競合企業と同じ土俵で戦うことが
困難な環境を強いられてきた。円高、原油高、高い法人税などいわゆる「六重苦」が
のしかかっていたためだ。
　２０１２年１２月の第２次安倍内閣の発足以降、円高や原油高の改善が進み、国内工
場の国際競争力は大きく向上した。１５年度業績では０８年のリーマン・ショック前の
最高水準に達する企業が目立っている。
　ところが、この間に進んだ世界の構造変化が、化学企業に新たな試練を与えている。
中国の素材産業の大幅な供給過剰、日系電機・家電メーカーの世界的な凋落、米国の
シェール革命などが挙げられる。更に社外取締役の増員といった企業統治制度改革を進
め、投資家との対話を重視する姿勢を強めるなど収益性や効率性を一段と重視した経営
を志向している。
　こうしたなかで化学企業が勝てる分野に経営資源を集中し、持続的な成長を目指すの
は当然の動きといえよう。問題は、世の中の激しい変化が引き続き予想されるなかで、
いかにして勝てる土俵、勝てる事業を見出し続けるかだ。勝つべくして勝つ戦略を構築
するには、こうした将来の変化を見定める眼力、そして変化への対応力を持つことが、
まず求められよう。

　３月１１日（金）
1 ＰＯフィルム事業統合・・・住化・積水、革新機構と新社

　国主導によるポリオレフィン（ＰＯ）フィルムの業界再編が始まる。産業革新機構、
住友化学、積水化学工業の３社は１０日、新会社「住化積水フィルムホールデイング
ス」を設立し、住化と積水が手掛ける当該子会社を経営統合させると発表した。
　フィルム市場は企業が乱立し、値下げ競争が激しいという。再編を進めて生産性向上
や差別化製品の開発を加速し、競争力を高める。機構によると、２社以外の会社も今回
の再編への参加を検討しているという。
　ホールデイングスの資本金は５５億円（資本準備金２７億５０００万円）で住化と
積水が３５％ずつ、革新機構が３０％を出資する。２０１６年７月の活動開始を予定。
社長は積水側、副社長は住化から派遣する。新会社は住化と積水の子会社であるサーモと
積水フィルムの全株式を取得し傘下にぶら下げる。それぞれ食品包装や農業向けにポリ
オレフィンフィルムを展開し、合算売上高は２１７億円（２０１５年３月期）。

1 ＰＥＴ分解する細菌・・・慶大、帝人など発見、リサイクル省エネ化
　慶応大学、京都工芸繊維大学の研究グループは、帝人、ＡＤＥＫＡと共同でポリエチ
レンテレフタレート（ＰＥＴ）を分解して栄養源とする細菌を発見した。この細菌が生
産する２種類の酵素が、ＰＥＴを原料のテレフタル酸とエチレングリコール（ＥＧ）ま
で分解し、最終的には炭酸ガス（二酸化炭素）と水にする。低エネルギー・環境調和型
の新たなＰＥＴリサイクル技術となることが期待される。
　この成果は米国科学誌（サイエンス）に掲載された。
　大阪市堺市で、ＰＥＴを餌に増殖する細菌「イデ・オネラ・サカイエンス２０１-Ｆ６
株」を発見した。ＰＥＴを好んで分解し、常温でも高い分解活性を示す。
　２０１-Ｆ６株には、ＰＥＴを加水分解してテレフタル酸１分子とＥＧ１分子が脱水縮
合した化合物（ＭＨＥＴ）にする酵素（ＭＨＥＴａｓｅ）が存在していることも突き止
めた。
　ＰＥＴは自然界では分解しないと考えられていた。
　ＰＥＴを原料にまで戻す手法としてはケミカルリサイクル技術が確立されているが、



細菌・酵素を用いたＰＥＴ分解は同技術に比べ少ないエネルギーでリサイクルできる
可能性がある。
　今回発見した細菌由来の酵素の活性や安定性の向上が図れれば、省エネで環境に調和
した「バイオリサイクル」技術の実現も近づきそうだ。

2 印リライアンス、精製・石化増改修企画・・・１７年初めに全面稼働
　インドのリライアンス・インダストリーズが、グジャラート州で進めている石油精製
石化の増改修計画は、２０１７年初めに全面稼働となりそうだ。
　同社はグジャラート州ジャムナガーに世界最大規模の製油所を２つ稼働させている。
１つはインド国内向けの日量６６万バレル、もう１つは同５８万バレルの輸出向けの製
油所。２製油所からは大量の石油コークスが残渣として発生しており、これを石化原料
に有効活用するのが計画の目玉という。
オフガスには年１１０万㌧ほどのエタンが含まれるほか、一部オフガスそのものをエチ
レンとして回収するプロセスも含まれる。またこれとは別に、米国からシェールガス
由来のエタンを輸入し、石化減量の多様化を進めていく。なお、米国からのシェール
ガス由来のエタンについては、グジャーラト州ダヘジでエタン貯蔵タンクの建設や既存
クラッカーへのパイプライン敷設工事などが行われている段階で、１７年から輸入が
開始される見通し。

20 生分解性樹脂「マタービー」植物原料比率７５％超、伊ノバモント・・新設備本格稼働
　伊ノバモントが環境意識が高いユーザー向けに、植物由来原料の混合比率を７５％以
上に高めた生分解性樹脂「マタービー」の市場投入を目指す。マタービーは植物由来と
石化由来原料を混合しており、植物由来の比率を徐々に高め、現在は５割の製品もでき
る。年内にイタリアで新設備が本格稼働するのを機に、植物由来の割合を７５％に高め
た製品を市場投入する。さらに２０１８年には７５～８０％まで高める。
　欧州で生ごみやレジの袋などに利用されるとみられる。


