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　３月１４日（月）
1 モノづくり大転換　デジタル化の奔流
　下剋上時代が始まった・・・危うい日本の素材競争力　カギ握る「機械学習」

　日本が強みとする部品・材料分野に危機感が高まっている。セットメーカーとの密接
な関係を基にした「すり合わせ」や10年、20年単位の地道な研究開発活動が差別化の
根拠となっていたが、それがデジタル化というパラダイムシフトの前に危うくなりそう
だ。米国に始まったICT（情報通信技術）を駆使した画期的なモノづくり技術開発は欧州
中国が続く。特に中国は資金力にものを言わせて日本との格差を一気に縮めようと躍
躍起になっている。日本では経産省が対策を講じようとアイデアを考えたが予算化され
ず、後手に回っている。世界最強の技術といえども一夜にして陳腐化させてしまうのが
デジタルの力。盛衰のカギを握るのはAI（人工知能）と機械学習というICTである。
　多様な部材のなかでも、シリコンウエハーをはじめとする電子部材は日本が世界市場
の大半を占める。その高い競争力を持つ素材の業界団体・新金属協会（会長：轟正彦
信越化学工業常務取締役）が先月、創立60周年記念催事を行ったが、和やかな祝典ムー
ドのなかで、「日本の材料学界は壊滅的。中国に抜かれる可能性もある」と衝撃的な
講演をしたのが東京工業大学フロンテイア研究機構の細野秀雄教授。
　指摘の背景にあるのは、米国のマテリアルゲノム（MG）戦略。新素材は発見から事業
化にいたるまで２０～３０年かかるが、この期間を数分の１に短縮することで日本の
牙城を切り崩そうとしている。
　最初に「透明かつ高い伝導性を持つ」などと求める機能を目標に設定し、その条件を
満たす候補材料を膨大なデータから検索し、実際に合成するというわかりやすいプロセ
スである。熟練技術者の知見や経験には頼らない。画期的な新材料が生まれる可能性が
高い。
　わが国では、経産省が昨年、情報科学と材料科学を融合した材料設計手法「マテリア
ルズ・インフォマテイクス」（MI）が必要との、金属素材産業の競争力強化計画をまと
めたが、始動はこれからだ。
　MGもMIも、ベースとなるのは自動車運転や音声認識に使われるのと基本的に同じ機械
学習。機械学習はAIとともに２０年以上も前から注目されていたが、検索性能や予測性
能が不足して普及に至らなかった。事情が変わったのは数年前、深層学習（デイープ
ラーニング）という新技術が現れてから。交通標識や行き交う車両、ネジやプリント配
線板の認識によって自動運転やロボットの精密制御が可能になるとあって米グーグルや
トヨタ自動車、ファナックなどが一斉に導入し始めた。
　米国防高等研究計画局でロボット関連プロジェクトを指揮してきたギル・プラット氏
を最高経営責任者に迎えてAIの研究施設「トヨタ　リサーチ・インステイチュート」
（TRI）の運用を始めたトヨタは、「自動車分野に絞った話ではない。走る、曲がる、
止まるの次は“つながる”。広くAIの活用を考えている」（豊田章男社長）
　あらゆる分野に応用が考えられる深層学習の導入はまだ緒に就いたばかり。
少子高齢化、労働力不足、コスト高が課題の日本のモノづくりに欠かせない技術といえ
る。

3 中国・第13次5カ年計画始動・・・成長率より構造改革重視　環境対策や設備過剰是正
　全面的「小康社会」（ややゆとりのある社会）の実現を目指す中国。２０１２年秋の
中国共産党第１８回全国大会では、２０年までに国内総生産（ＧＤＰ）及び国民１人当
たりの所得を１０年比倍増させる目標を打ち出した。今年始動する第１３次５カ年計画
で、目標達成へのラストスパートをかけることになる。年率６．５％成長が求められる
ＧＤＰでの目標達成は容易でないものの、国民所得は着実に上昇してきた。一方、広範
な製造業における設備過剰や大気、水、土壌の汚染など従来の粗放型発展がもたらした
負の遺産の解消も急務。産業の高度化、農業現代化でも取り組むべき課題は多い。

10 社説・・・エネルギー供給を巡り備えるべき点
　世界経済フォーラムが先ごろ発表した２０１６年版「エネルギー構造効率指数」で、
日本は対象１２６カ国中、５０位にランクされた。同指数は「価格の適切性」「環境面
の持続可能性」「安全保障とアクセス」という３つの側面から、各国のエネルギーアク
セス提供能力を評価したもの。併せて「エネルギーインフラの整備」「サイバーテロへ
の備え」「エネルギー安全保障の新秩序」という３つの動きに備えるべきと指摘してお
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り、示唆に富んでいる。
　エネルギー構造効率指数が１位となったのはスイス。上位には、産業のサービス化が
進み、GDP当たりのエネルギー使用量が小さい国が並んだ。重化学などエネルギー多消費
型産業の比率が高い国は、総じて厳しく評価されている。
　日本は０９年には２６位だったが、大きく順位を下げた。環境適合性だけを見ると
８９位。福島の原発事故の後、石炭火力はじめ化石燃料の消費が増え、再生可能エネル
ギーの比率も低いためだ。一方「安全保障とアクセス」という点では評価が高い。化石
燃料を輸入に頼り、エネルギー自給率が極めて低いという根本的脆弱性を抱えながらも、
調達の多角化に努め、国民すべてがエネルギーにアクセスできる環境にあることが理由
だ。
　エネルギーのインフラ整備とは、今後急成長する再生可能エネルギー、分散型発電に
対する備えを意味する。着実な設備投資の実行とともに、電力業界のビジネスモデル
構築、電力網の管理、規制の整備などが具体的内容となる。
　またインテリジェント電力網の発展はＩｏＴによる生産・消費の最適化をもたらす
一方、サイバーテロの脅威を高めることが懸念される。
　資源需給の新たな秩序にも対応しなくてはならない。米国が原油・天然ガス輸出国と
なったことは、日本にとって調達の安定性向上につながる。中央アジア、アフリカも
将来の調達先として期待できそうだ。そのなかで最も重要な中東は、シリア情勢にみる
ように混迷の度を深めている。最悪の事態も想定し、一層の調達多角化を図るべきだろ
う。

　３月１５日（火）
1 三菱化学、バイオＰＢＳ　世界開拓・・・食包材でＦＤＡ認証

　三菱化学は、２０１６年夏にも欧米やアジア向けに生分解性樹脂「バイオポリブチレ
ンサクシート（ＰＢＳ）」の販売を本格的に始める。このほど米食品医薬品局（ＦＤＡ）
からＦＣＮ（食品接触通知）に関する認証を取得。これを弾みに食品関連分野で市場を
創出する。使い捨て食器や紙コップの需要を狙うほか、菓子の包装材やコーヒーマシン
のカプセル向けも視野に入れた営業活動に乗り出す。加工会社や消費財メーカーに売り
込み、２０年をメドに約１１０億円（1億ドル）の売上高を目指す。

3 ＶＯＣ分解触媒、酸化物で白金代替・・・三協興産、酢酸エチルにも効果
　資源リサイクル事業を展開する三協興産（川崎市、村上梅男社長）が揮発性有機化合
物（ＶＯＣ）削減に力を入れている。東京都立産業技術研究センターと共同で、一般的
なＶＯＣ触媒である白金（Ｐｔ）触媒より使いやすく安価な非貴金属酸化物を製品化、
ＦＳを経て、サンプル評価を実施中。
「これまでに各種溶剤の分解率などデータも揃ってきており、今後更にサンプル評価を
継続、データを充実させ早期の商業化を目指す」計画で、年内には次期展開も見えてき
そうだ。ＶＯＣについては、法規制以降、排出量は減少傾向にあるが、一方で遅れてい
る中小の印刷工場などで対策が課題とされている。

12 コスモエネＨＤ・・・丸善石油化学の株式保有比率５３％に
　コスモエネルギーホールデイングスは、ＪＮＣから丸善石油化学の株式約８．８％（
議決権ベース）を取得する契約を１１日に締結したと発表した。３月末までに丸善石油
化学の株式保有比率を５２．７％まで高め、連結子会社化を完了する。
　コスモは１００％子会社のコスモ松山石油とあわせ丸善石油化学の株４０％を保有。
石油精製、石油化学の事業環境が厳しさを増す中、千葉地区で隣接する工場も一体運営
で生き残りを目指す。１月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
していた。

　３月１６日（水）
2 インド紙おむつ市場・・・ユニ・チャーム首位　目前　西部候補に第３工場検討
　ＳＡＰなど材料の現地生産も拡大

　インドの子供用紙おむつ市場が変わりつつある。過半のシェアを握ってきた米Ｐ＆
Ｇが約４割まで下げる一方、昨年第２工場を立ち上げたユニ・チャームがパンツタイプ
で市場を席捲、シェア４割に迫り、近いうちに首位に躍り出そうだ。同社は今年、イン
ド事業の黒字化を視野に入れるほか、第３工場の検討も開始した。中国などに比べ紙お
むつの普及率が低い一方、新生児が毎年２７００万人誕生するインドは世界で最も成長
率の高い国となっている。
　材料の現地生産も進む方向にあり、ポリプロピレン（ＰＰ）スパンポンド不織布大手
の東レや三井化学が検討しているほか、原価構成で最大を占める高吸水性樹脂（ＳＡＰ）
についても複数のメーカーが事業化調査を進めている。



2 パーソン　三井化学インデイアＭＤ　大村俊博　氏・・・情報収集に加え本社提言も
　「現地人社員を育成し、経営の現地化をすすめることは組織開発にもつながる」と話
す大村俊博マネージングダイレクター（ＭＤ）。三井化学はインドに現地法人３社を置
いているが、駐在員は７人だけ。日系企業には難しい市場とされるだけに、現地人社員
（ＮＳ）の育成と現地化が事業拡大のカギを握る。
　三井化学インデイア（ＭＣＩ）は、ＮＳをＭＤやゼネラルマネジャーに登用する一方、
優秀な人材をシンガポールの関係会社に派遣し、三井化学グループのグローバル人材と
して育成。管理部門のＮＳも本社で研修させている。「本社での情報交換などを通じて
社内キーパーソンとの人脈が築かれ、帰国後も直接本社と連絡をとって動くようになっ
た。本人のモチベーションにもつながっている」。研修の間にインドでは次の人材が
育つ。このように現地化は組織開発に帰結する。
　ＭＣＩはネパール、バングラデイッシュでも包装材料用接着剤などを販売している。
グループとして中東やアフリカ市場も視野に入れるなか、インドは周辺地域への製品
供給拠点や情報戦略拠点としての役割も担うことになる。
「情報収集や本社への提言機能もしっかり果たしたい。特に中東は市場だけでなく政治
情勢に関しても正確な情報が必要」。「彼らはダイバシティー、異なる文化に対してオー
プンで、議論を通じて日本人と信頼関係を築ける」。

11 政府　温暖化対策計画案を了承・・・３０年度ＧＨＧ２６％減
　政府は１５日、地球温暖化対策推進本部（本部長：安部晋三首相）の会合で、地球温
暖化対策計画案を了承した。２０３０年度までに温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量を１３
年度比２６％削減する中期目標の達成に向けた施策のほか、５０年までに８０％削減を
目指す長期目標も示した。
　パブリックコメントを経て、５月の主要国首脳会議（伊勢志摩サミット）までに閣議
決定する。
　政府実行計画案には、関係省庁や産業界、消費者団体などが参加し、国民への意識啓
発を進める推進チームの設置を盛り込んだ。
　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、産業部門が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％。
　産業部門は、経団連の低炭素社会実行計画を中心とする自主的取り組み、省エネ性能
の高い設備・機器の導入促進、ＦＥＭＳ（工場エネルギー管理システム）を利用したエ
ネルギー管理の徹底、業種間連携による省エネの推進―などが柱。

12 三井化学、韓国で機能樹脂拡販・・・４月に支社を現法化
　三井化学は１５日、韓国ソウル市に構える韓国支社を４月１日付けで現地法人化する
と発表した。従来は顧客支援などに止まっていたが、現法化し販社機能を持たせる。
　熱可塑性エラストマー「ミラストマー」などの機能樹脂を自動車や電子材料向けに
売り込むほか、ＩＴ関連製品を展開する。３年後に売上高５０億円を目指す。
　設立するのは三井化学韓国で、資本金１億円。三井化学が全額出資する。機能樹脂
事業本部企画管理部海外拠点推進グループリーダーの古川博之氏が社長に就任する。
従業員５人強で事業活動を開始する。現法化により独立採算に移行し、顧客からの信頼
獲得につなげ事業収益の向上を目指す。

　３月１７日（木）
1 花王、産業印刷に参入・・・軟包装フィルム用　水性顔料インキ開発

　花王は１６日、産業印刷分野に新規参入すると発表した。ＶＯＣ（揮発性有機化合物）
レスで軟包装用フィルム基材に高品質な印刷が可能な水性インクジェット（ＩＪ）用
顔料インキを世界で初めて開発した。年内にも市場投入する。ＩＪ用だけでなく水性グ
ラビア印刷にも展開できるとみており、インキ事業をケミカル事業の大きな柱として育
成し、２０２０年には１００億円以上の売上高を目指す。
　開発したのはＰＥＴなどのフィルム媒体に高品質で印刷できる水性顔料インキ。水性
顔料インキはフィルムに浸透しないためインキが混じりあってぼやけたり、逆にインキ
同士の間隔があいてしまうと発色が悪いという課題があり、フィルムへの印字向けでは
実用レベルになかった。同社では顔料ナノ分散技術、界面物性制御技術、高分子設計
技術を駆使することで顔料をナノレベルで分散安定化する機能性の分散ポリマーを開発、
少量でもフィルム上に広がり高画質可能なインキを実現した。
　産業用印刷市場は、オフセット印刷などのアナログ印刷から少量多品種に対応可能な
ＩＪ方式などのデジタル印刷へと移行が進んでいる。しかし、性能と環境問題など全て
の特性を満足できるインキはなく、軟包装フィルム印刷では、高品質な印刷をするため
にＶＯＣを使用した油性インキ、あるいは水性インキでもアルコールを含むものを使用
している。
　廃棄物の低減や労働環境など環境負荷低減のための取り組みも求められており、高品



質で安心・安全な水性顔料インキの普及が期待されている。
　同社ではグラビア製版装置メーカーのシンク・ラボラトリーと協業で、ラインヘッド
方式を採用した微小液滴乾燥制御技術により軟包装フィルムに高画質で印字できるＩＪ
プリンターも開発した。
　今後、グラビア印刷への展開も進め、年内には世界市場ヲターゲットにインキや色材
（顔料分散体）の提供を開始する。

【インキ特性の比較】

9 プラ製品　生産・販売・・・１５年、数量、金額とも減少　フィルムの不調響く
　日本プラスチック工業連盟がまとめたプラスチック製品の生産・販売実績によると、
２０１５年は数量・販売実績ともに前年実績を下回った。全体の約４０％占めるフィル
ムの不調を背景に生産量が前年比１．８％減の５６０万２５９２㌧、販売数量も２．０
％減の５７９万２２６７㌧とともに前年実績割れとなった。
　品目別では、主力のフィルムは生産量が横ばいで推移したが、販売量は０．８％減と
なった。次の多い容器類は主力の中空成形容器が低調に推移した。

【２０１５年のプラスチック製品生産・販売実績】 （単位：㌧、百万円、％）

12 社説・・・情報通信技術（ＩＣＴ）は世界農業をどう変えるのか
　今後の農政の方向性を占うものとして、小泉進次郎衆議院議員が率いる自民党の農林
水産業骨太方針策定プロジェクトチームの検討に関心が集まっている。
　そのなかで先日の会合に招かれた野路國夫コマツ会長は、こう発言した。「現状を打
破するものは外部から訪れる。今ならＩＣＴ、ＡＩ（人工知能）、ビッグデータだ」。
実際、農薬の収益性が低下するなかで欧米の種子・農薬各社はＩＣＴ導入に積極的だ。
　モンサントは、２０１２年にＩＴを駆使した高度な作物生産技術を持つプレジション
・ブランデイングを、１３年に気象・土壌データの分析に長けたクライメイトを買収。
昨年は農機具世界最大手のデイアに、プレジション傘下の移植・播種などの農機事業を
譲渡することを決定。これによりデイアは、モンサントが手掛ける情報提供システムと
連動したトラクターなどの開発を進める考えだ。
　ＢＡＳＦは、農家を支援するためのオンラインシステム「マグリス」を立ち上げる。
農地の条件に応じて栽培計画の立案から実行、成果の分析まで行うもので米国から順次

-1.0%
合計 5,602,592 -1.8% 5,792,267 -2.0% 4,075,285 -1.7%
その他 273,168 0.2% 316,914 -0.6% 3108320-0.3

-2.4%
強化製品 71,703 -7.4% 72,301 -6.4% 81,156 1.8%
発泡製計 247,558 -1.3% 269,960 -2.3% 171,360

-2.8%
建材系 296,817 -4.9% 303,564 -3.8% 144,640 -8.6%
機械器具部品 626,958 -2.6% 704,294 -3.0% 1,191,968

6.9%
継手 45,945 -14.8% 42,595 -3.0% 28,954 -17.3%
合成皮革 53,999 1.8% 54,017 2.6% 79,330

-5.3%
板計 111,359 3.5% 106,212 2.0% 56,390 5.7%
シート 227,509 -4.1% 203,905 -6.0% 97,956

5.4%その他
日用品・雑貨 289,517 1.7% 302,032 4.3% 263,231 0.6%

271,163 -0.7% 283,290 -0.3% 132,681

425,538 -1.4%
中空成形容器 492,431 -3.1% 504,543 -3.5% 292,857 -2.2%

-0.2%
214,251 -0.8%

298,923 -0.8%
容器類計 763,594 -2.3% 787,833 -2.3%

-1.0%
827,836 -1.1%
31,998 -6.0%
476,153 -1.3%

89,600
1,163,614
138,594
228,327

657,000

1,126,759

105,435

2.1%

-0.8%
-1.1%
-5.4%
0.2%
0.7%
-7.0%
0.1%

2,277,135
1,620,135

0.0%
-0.7%
-7.5%
0.5%
1.0%
-4.6%その他

硬質製品計

2,197,048
1,632,838

84,584
1,157,285
131,387
259,582
564,210

品名
フィルム計

軟質製品計
農業用
包装用
ラミネート

生産 前年比 販売数量 前年比 金額 前年比

ＶＯＣレス（印刷工程） × ○ ◎

（媒体限定）
△

△
（媒体限定）

○

フィルム媒体への印字

（紫外線硬化型） （開発品）

○

○ ○

臭気（印刷後） ○ △ ◎

紙媒体への印字

溶剤インキ
ＵＶインキ 新水性インキ



展開地域を拡大する。また、デイアなどと共同で、情報通信技術を駆使した高精度の
農薬混合・散布機の開発を推進中。これは充填作業などの支援に加え、機械が緩衝地帯
を自身で把握可能なため、農薬の不適切な拡散が防げる。
　バイエル　クロップサイエンスも、農作物の生育状況の診断ソフトを手掛ける独企
業を買収し、デジタル農業事業を強化した。作物の健康状態から、病害の感染レベルを
警告すると同時に最適な農薬を提案する。１５年には、カナダの企業から衛星画像を基
に農地の状態を分析するシステムを買収した。
　ダウ・アグロサイエンスはデイアと共同で、ＩＣＴによって栽培情報を収集するば
かりでなく、それに基づいて農業専門価家の分析結果を提供するサービスを始めている。
　デユポンも、地域の天候や農地ごとに肥料施用の必要性など多彩な情報を入手できる
機能を搭載した「エンサーカ」サービスをインターネット上に公開した。
　ＩＣＴにより気象や土壌、生育状況などの情報が刻々と入力され、ビッグデータとし
て蓄積される。それをＡＩが分析して適切な農薬の選択や栽培管理を農機に命じ、自動
的に作業が進む。そんな時代が本格的に到来すれば、企業間の競争軸は、農薬など製品
自体の革新性から、システムの妥当性へと移っていくかもしれない。

　３月１８日（金）
1 石化協会長代行に淡輪氏・・・安全への対応を最優先

　石油化学工業協会は１７日、浅野敏雄会長が３月３１日付で退任し、淡輪敏副会長が
会長代行に就くことを発表した。浅野会長が旭化成社長を退き、４月１日付で取締役相
談役になることを受けた人事。浅野会長の任期である今年７月まで淡輪氏が代行を務め
る。淡輪副会長は「高稼働が続く中、事故などのリスクは高まっている。安全への対応
を最優先する」と話した。米国のシェールオイルや中東の天然ガス、中国の石炭化学等
石化原料の多様化が進むなか、「日本のコンビナートの競争力を相対的に維持できるよ
う政策提案などに取り組む」と強調した。
　足元の景況について石化協首脳は「弱含んでいる」と口を揃え、松本佳久副会長（出
光興産副社長）は「円の動きを受けて国内需要がどう変動するか注視しないといけない」
と懸念材料を示した。
　エチレン設備の稼働はアジアで定期修理が続くことから需給はタイトに推移し、国内
設備の高稼働は当面続く見通し。ただ、「昨年春に起きたエチレン価格の独歩高のよう
な局面は市場の安定性にかくことになりかねない」（淡輪副会長）との見解を示した。

11 ゼロエミごみ収集実証・・・ＪＦＥエンジ・川崎市廃棄物発電を活用
　ＪＦＥエンジニアリングと川崎市は１７日、廃棄物発電を活用した「ゼロエミッショ
ンシステム」によるごみ収集の実証試験に関する協定書を締結し、川崎市浮島処理セン
ターで実証試験開始式を行った。
　ＪＦＥエンジの狩野久宣社長、川崎市長らが出席した。同事業は、ごみ焼却施設で発
電する電力を活用し、電池交換型ＥＶごみ収集車を用いた日本で初めての実証試験とな
る。ＪＦＥエンジは、システムをパッケージとして全国での販売を目指す。
　今回実証するシステムは、廃棄物発電を活用したエネルギー循環型の地球環境に優し
いシステムで、走行中のＣＯ２及び排出ガスをゼロにする。また、電池ステーションを
導入し、複数電池を備蓄して、ボタン１つで簡単に電池を交換することができる。
　ごみ収集車の電池を、災害対策拠点などの非常用電源としても活用することも考えて
いる。
　実証期間は２０１６年３月１７日から１７年３月３１日まで。主な実証内容は電池交
換型ＥＶごみ収集車の車両の性能確認、電池ステーションの動作確認、災害時の非常電
源としての電池の活用、の３点。
　福田市長「川崎市は全国で初めてごみ収集車を走らせた歴史があり、今回、ＣＯ２を
排出しないゼロエミッションシステムの実証を開始する。これも全国のモデルとしたい」
　狩野社長「ごみ収集車は全国で４万台運用されている。年間３０００台程度の更新需
要があるとすれば、その半分を今回のシステムにきりかえることを目指した」

12 ２月のエチレン生産・・・４．９％減の５３万７３００トン
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた２０１６年２月の主要石油化学製品生産実績
によるとエチレン生産量は前年同月比４．９％減の５３万７３００トンとなった。
前月比でも日数減による影響などから１０．６％減少した。エチレン設備の実質稼働率
は９４．３％と高稼働を継続している。　
　主要樹脂の国内出荷は、前月比でみるとＰＰがマイナス、ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥは定修
入りもあり大幅減少した。前年同月比では日数増からＬＤＰＥ、ＰＰはプラスとなった。
輸出は、ＬＤＰＥ、ＰＰが前月比で増加、前年同月比では国内向けとの兼ね合いもあり
ＨＤＰＥ、ＰＰが大幅に下回った。



【１６年２月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【２０１６年２月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

品目 生産高 前月比 前年同月比

ＬＤＰＥ 121.9 86 107
エチレン 537.3 89 95

ＰＰ 212.8 95 107
ＨＤＰＥ 69.2 82 94

生産
出荷

在庫
国内 輸出 計

121.9 111.2 16.8 128

前年同月比 107 106 100 105 86

379.6
前月比 86 105 130 107 98
数量

6.6 67.8

前年同月比 94 100 57

228.5
前月比 82 102 100 102 100
数量 69.2 61.2

前年同月比 107 103 78

94 117

108 101
数量 212.8 197.9 13 210.9

ＬＤＰＥ

ＨＤＰＥ

ＰＰ
101 102

610.9
前月比 95 108 111


