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　８月２１日（月）
２ ＬｉＢ用アルミラミフィルム、中国で現地企業が存在感、日本技術が下地

　リチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）を包装するアルミラミネートフィルムをめぐり、中国系
企業がじわりと現地市場で存在感を高めている。日本企業から事業を買収した新綸科技股份
有限公司を筆頭に、地場系である強みを発揮し、市場開拓を加速している。外資の独壇場と
なっている中国アルミラミネートフィルム市場.同市場は、大日本印刷と昭和電工がシェアを
二分しているというのが定説だ。ただ、中国ＬｉＢ市場が急成長を遂げるにつれて、その内実
は変わってきているという。仏塑科技集団の試算によると、中国のＬｉＢラミネートフィルム
市場の構造は、大日本印刷45％、昭和電工25％の２社で過半を占めるが、３位には韓国の栗村
化学を抜き深圳市（広東省）を拠点とする新綸科技が12％と躍り出る。実はこの新綸科技、昨年
、凸版印刷と東洋製罐との合弁であるＴ＆ＴエナテクノからＬｉＢ用アルミラミネートフィル
ム事業を買収し、それを足掛かりにシェアを高めている。ベースとなるのは勿論日本で培って
きた技術力に裏打ちされた製品への信頼感、そしてブランドとなるが、新綸科技としても日本
に研修生を送り込むなど技術取得に余念がない。また、凸版印刷からの支援を受けながら常州
市（江蘇省）に新工場を立ち上げ、中国ＬｉＢ市場の拡大に見合った供給体制を構築している。

７ 石油化学産業　問われる「次の成長戦略」
　エチレン設備強靭に、国内各社、誘導品新設も
　新興国需要が高成長、シェール脅威論は後退か
　効率化・技術伝承も課題、ＩｏＴやＡＲ導入進む
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　エチレン設備再編を軸とする構造改革に区切りをつけた国内石化産業、原油安、アジアの経
済成長など好況の波を取り込み、過去に例を見ないほどの好景気に沸く。今年後半から米国シェ
ール由来の石化製品の台頭が見込まれるが、それ以上に中国やアジアの需要は強く、脅威論は
後退しつつある.こうしたなか求められるには、次の成長戦略だ。

７ 新興国需要拡大でエチレン高稼働続く、競争力確保へ総合的視点
　石油化学工業協会　淡輪　敏　会長・・・オレフィンを安定供給　誘導品の高付加価値化
　■・・・石油化学産業の将来動向をどう分析していますか.

「中長期的に見て非常に強い需要を見込める産業だ。ＡＳＥＡＮを中心とする新興国で中間所得
者層の人口が増える中、その多くが消費財に使われるので石化製品の需要は着実に伸びていく。
ＧＤＰ成長率以上に拡大することも十分に考えられる。こうした潜在需要をいかに取り込むか
が成長を左右する」

　■・・・日本の石化産業が取り組むべきことは.
「汎用化学品に突っ込むことはない.オレフィンの競争力をきっちりと確保しなければならない。
そして出口の誘導品はより付加価値を高めるという、総合的な視点を持つことが欠かせない。
産業構造の根っこの部分であり、安定操業の確保も含めて、しっかりと競争力を磨かなけら
ば日本の産業全体の競争力に影響がおよぶ」

　■・・・エチレン設備の競争力強化に向け、どんな方策が考えられますか
「高経年化し、能力は海外の新設に比べて小さい。将来を見据えて、各社が連携して、一つの
プラント規模が１００万㌧レベルの新設備を作り、競争力あるオレフィンの供給を共通して
受けるといった発想も出てくる可能性はある。ドイツのケミカルパークでは用役や間接部門を
共通化するなど、参考にできる海外事例もある」

　■・・・４月に立ち上げた「第３次石油化学産業における環境整備等検討会」で取り組む
　　　　　ことは.

「定修の間隔が伸びる中で、定修規模が大きくなり、各社の定修時期も重なる課題がある。
三井化学・市原工場で先頃実施した定修の繁忙期の１日の作業員は４０００人。他社が重なる
と人手の確保が相当難しくなる.これまでの検討では、定修時期は地域の電力会社との関係等
外部要因ともつながっているようだ。まずは現状を調べ、対策案を考えたい」

８ 石油化学各社の動向
　三菱ケミカル：不断の改革で価値最大化、水島では近隣石油精製会社を含めて、留分や
　　　　　　　　ユーテイリテイーへと連携を拡大.ポリプロピレン設備刷新
　住友化学：世界３拠点の役割明確に、ペトロラービグ事業はエタンの競争力を武器に
　　　　　　汎用品分野の中核を担う、日本は次世代マザーラボ
　三井化学：環境変化に強い体質構築、メタロセンポリマー「エボリュー」のシンガポール
　　　　　　新設備でアジアの高機能包材の需要を取り込む。オレフィン原料を多様化

９ 　旭化成：付加価値志向へ基盤固め、水島製造所のエチレン設備停止等構造改革を推進し、
　　　　　筋肉質な体質を目指す
　東ソー：クロアリ＋石化で高収益、四日市エチレンセンターで大型投資を決定
　　　　　効率化へ大型分解炉導入
　昭和電工：「強い誘導品」最重要課題、大分コンビナートで継続的な省エネ、コストダウン

１０ 　丸善石油化学：コンビナート内外で連携、千葉でコスモ、荒川化学と水素化石油樹脂の共同出資
　　　　　　　　会社設立への事業化調査も大詰め、留分活用して新製品創出
　出光興産：基礎・高機能２本柱体制に、千葉のクラッカーでプロパン処理能力増強の設備改良
　ＪＸＴＧエネルギー：アジアでオレフィン外販、川崎の拠点間の連携も検討、統合効果最大化

１１ 東南アジア精製・石化：好調の波に乗り大型計画も
　　原油安と域内の旺盛な需要を背景に、東南アジアの石油化学企業は２０１６年に軒並み過去最高
　業績を叩き出した。濃淡はあるものの、１７年上期も同様の基調が続いており、未成熟なインド
　ネシア、ベトナム、フィリピンでは大型エチレン計画が打ち出された。懸念材料は８月半ば時点
　で１バレル当たり５０㌦前後まで値を戻した原油価格。エチレン計画は大規模な資金調達が必要
　なため、米国の金利政策が東南アジア新興国の経済に及ぼす影響にも注目が集まる。

１２ 主要石化製品の需給動向・見通し
　ナフサ：クラッカー高稼働を継続、定修明けで需給均衡へ

　アジア市況は４月平均４７８㌦、５月平均４４６㌦、６月平均４１４㌦と軟化基調をたどり、
７月下旬から強含み、４７０㌦前後まで上昇.アジアの石化市況は好調を維持、ナフサクラッカ
ーは高稼働を継続。７月以降はアジア/中東の石化各社の定修が徐々に明け、需要回復の材料と
なってきた。第３四半期の大規模定修は台湾の１プラントのみとなっており、９月以降は需要は
バランスしていくとみられている。
　日本エネルギー経済研究所によると、原油価格は今年後半から来年にかけて緩やかに上昇す
る見通し、主要産油国の協調減産が来年３月以降再延期されても、米国を中心とした増産が
減産効果を相当程度打ち消す一方、需要が増加するため需給はほぼ均衡する。今年第２四半期の
原油の世界需要（日量）は前年同期比１５０万バレル増の９７４０万バレル.来年は１４０万
バレル増加の見込み。



　オレフィン：アジア需要旺盛で高稼働、エチレン輸入大幅増加
　２０１６年のエチレン生産量は、恒久停止プラントがあったことに加え、定修が重なったこ
となどから前年比９％減の６２７万９３００㌧となった。１７年に入り上期（１－６月）は
３２３万８７００㌧で同３％増加して推移している。一方エチレン輸入は増加傾向にある。
今年上期の輸入量は同５８.８％増の７万１４６９㌧に上がった.原油/ナフサ安や円安の為替
環境により誘導品の稼働が回復し、エチレンの内需が増加し、不足分を輸入で賄う状況となっ
ている。
　アジアの石化市場も好環境が続く。旺盛な誘導品需要を背景に、エチレンの域内需給はタイ
トバランスを継続している。一時９００㌦台まで落ち込んだが、再び１０００㌦を超え強含ん
でいる。プロピレンも比較的良好な市況環境にある.６月以降は概ね１㌧当たり８５０㌦以上
で推移している。需給緩和材料の１つである中国のＭＴＯ設備からの生産が、原料価格の上昇
などを背景に伸び悩んでいるもよう。

　ポリオレフィン：国内需要堅調でタイト感、シェールの影響に注目
　２０１６年のポリオレフィン市況は内需に堅調さが見られた。円高基調だった前年に海外品
の輸入が減少し、この影響から需要家の間で国産品回帰の動きが広まった。ＬＤＰＥやＰＰは
国内出荷が伸長.為替環境は円安となったものの、１７年に入っても内需は底堅く推移してい
る。国産ナフサ価格は下落に転じたが、現状では目立った値下げ圧力は出ていないもよう。
足元でスポットのナフサ価格が強含んでいるうえ、原料樹脂にタイト感があることで、需要家
が値下げ以上に安定供給の確保を優先していることが背景にある。
　一方、輸入品は増加傾向にある。為替環境は昨年、じわじわ円高が進み、ＬＤＰＥは前年比
１０％、ＨＤＰＥは同１４％増加.年終盤に急激に円安に振れたが、ＰＥは増加傾向を維持し
ており、国内の不足分を補う形となっている。
　来年にかけては、シェール由来のＰＥの動向に注目が集まる。１７年内には大手２社のＰＥ
プラントが稼働予定となっている。内需を上回る大量の余剰分は、中国を中心に輸出される
公算が大きい。市場からはじかれた韓国品やタイ品が玉突き的に日本市場に向かう可能性があ
る。日系メーカーでは、汎用品と競合しない高機能品の開発が活発化している。



１５ ＪＩＳ法抜本改正：サービス分野へ拡大、経産省年内に改正法案　民間活用し制定期間短縮
　日本工業規格（ＪＩＳ）が大きく変わる。工業標準化法を抜本的改正し、対象を鉱工業製品
だけでなくサービス分野にも広げる。国を主体とする現在の制定プロセスを改め、民間機関を
活用してＪＩＳ制定の迅速化を図る。現行制度ではＪＩＳ原案作成終了から公示（制定）まで
１年以上を要するが、制度変更後は最速で３カ月に短縮できる。第４次産業革命の進展に対応
し、統合的な標準化/基準認証戦略を進め、日本の産業競争力強化に繋げてるのが狙い。
経産省は年内に改正法案をまとめ、２０１８年の通常国会に提出する。
　法改正後は、日本規格協会等一定の要件を満たす民間団体がＪＩＳＣに代替して審議できる
ようにする。これにより、ＪＩＳ制定までの期間が短縮される.現在の担当大臣は経産/総務/
文科等７大臣だが、範囲拡大に合わせて全大臣とする。
　近年の国際標準の策定プロセスは複線化している。米国では企業主体のコンソーシアム活用、
欧州では地域標準化機関の活用が活発化、国際標準は日本を含めた各国で規制や規格び引用
されている。国際的な流れに沿ったルール形成戦略を進め、ＪＩＳをそのまま国際標準に起案
できるような体制を整える。
　尚、経産省は法改正に先駆けて、今年３月に運用改善を行いプロセスの迅速化を図った。
今年度中に原案作成が終了する案件については、制定までの期間が従来の１２カ月から６カ月
に短縮できる見込み。



　８月２２日（火）
１ 持続可能な開発へ：化学産業ビジョンに込めた思い　（上）

　貢献の姿、歴史から紐解く・・・公害対策など知見生かす
　国連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に向け、化学産業としてのビジョンを
５月に発表した日本化学工業協会。ＳＤＧｓとは２０３０年までに世界の人々が協同して解決
に取り組まなけらばならない課題であり、経営指標に取り入れる企業も出始めているが、産業
界としてビジョンをまとめたという話は聞かない。今年初めから議論を重ねてきたが、この
背景には、先導役になるという強い思いだけでなく「ＳＤＧｓにかかわりのないものは生き
残れなくなる」（日化協）という危機感があったという。
　ＳＤＧｓは、持続可能な開発実現に不可欠な「社会・環境・経済」の３分野に関する国際
目標。貧困や飢餓、健康と福祉、ジェンダー、教育、水、エネルギー、技術革新、気候変動、
平和と公正等１７のゴールと、１６９のターゲットで構成される。１５年９月の国連総会で
採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」で掲げられた。経団連が「企業
行動憲章」をＳＤＧｓの観点から見直すことを検討するなど、企業活動の上でも無視できない
指針となりつつある。
　日化協は１月に「化学産業のＳＤＧｓへの貢献検討タスクフォース」を結成。産業がどう
変化し、どのような社会問題に対峙し克服してきたかを、持続可能な開発という視点で見直す
必要があったという。

7 印コスモフィルムズ・・・軟包装向け原反拡販、雑貨に照準　日本市場の開拓強化
　ＯＰＰフィルムで世界的大手のインド・ＣＯＳＭＯ　ＦＩＬＭＳ（コスモフィルムズ、
ニューデリー）は、日本市場の開拓を強化する。これまで主力としてきた製本向けをはじめと
したサーマルラミネートフィルムに続き、軟包装向け原反の本格展開に乗り出す。すでに日本
法人を通じて本格的な提案活動を始めており、まず雑貨やフラワーラッピング基材向け等に
狙いを定め実績を積み上げる方針。将来的には対日販売における軟包装分野の比率を３０％規
模に引き上げ、新たな柱に育成する。



８ ６月のプラ生産・出荷・・・生産３．５％増の４７．４万トン
　経産省のデータをもとに日本プラスチック工業連盟がまとめた統計によると、プラス
チック製品の６月生産は速報ベースで前年同月比３．５％増の４７万３９７０トン。

【６月のプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）

１２ 東レ経営研究所　経済見通し改訂・・・１７年度ＧＤＰ成長率１．９％に
　東レ経営研究所は、日本経済見通しの改訂版を発表した。実質ＧＤＰ成長率について２０１
７年度は前回の１．４％予想から０．５ポイント上方修正し、１．９％の高成長を見込んだ。
１８年度は１．２％に据え置いた。１７年４－６月期ＧＤＰが従来想定を上回る高い伸びを示
したことが背景。
　今後も内需主導の契機回復基調が持続する見通し。日本経済の実力を示す潜在成長率（０％
後半とされる）を上回る成長率が１５年度から１８年度まで４年連続で続くとみられる。
　１７年７－９月期の成長率は４－６月期の高成長の反動で減速するものの、１０－１２月期
以降は年率１％強の成長ペースを維持する。海外経済の回復で輸出やインバウンド消費が伸び
る。さらに企業収益の改善で省力化投資や建設投資等設備投資が増加傾向で推移する見込み。
足元の景気の牽引役となっている個人消費は、物価上昇に向かうなかで実質購買力が低下し、
消費の伸びは緩やかにとどまる見通し。１８年度も設備投資と個人消費がともに底堅く推移す
ると予想。１７年度からの減速は弱く、景気回復基調が続く見通し。

　８月２３日（水）
１ 持続可能な開発へ：化学産業ビジョンに込めた思い　（中）

　ＳＤＧｓの観点で考える

　持続可能な開発の視点からみた日本の化学産業の強みは何か。タスクフォースでは「革新的
な技術と製品（イノベーション）」と「環境等の問題解決力（ソリューション）」と捉えてい
る。例えば、排ガスの浄化や水資源の保全に寄与する触媒技術や膜技術、省エネに貢献する軽
量化素材、電池材料、医薬の進歩を支える医薬原薬・中間体や再生医療用材料などがあり、
食糧分野では効率的な安全な肥料や農薬がある。
　問題解決力は、かつて化学産業が直面した様々な問題を解決してきた蓄積にあるという。
公害や環境汚染を克服するため、排ガス・排水処理技術を磨き、より安全なプロセスへの転換
を進めてきた。また２度のオイルショックを契機に、原料・エネルギー問題にも取り組み、
日本の化学産業のエネルギー効率は世界トップクラスの水準にある。
　レスポンシブルケア（ＲＣ）活動もソリューションの側面で大きく役立つ。化学製品のライ

主な品目 区別 ５月 ６月 前年同月比

フィルム・シート
生産 203,245 217,199 101.3
出荷 205,889 217,244 101.2
在庫 231,387 236,605 96.8

日用品・雑貨
生産 25,822 25,766 103.2
出荷 26,761 26,651 102.5
在庫 19,572 19,799 107.9

容器（中空成形）
生産 44,905 50,845 109.5
出荷 46,332

480,023 103.6
在庫

52,497 111.0
在庫 35,350 35,578 100.2

397,041 404,694 98.2
合計

生産 432,026 473,970 103.5
出荷 442,648



フサイクル全段階で環境・健康・安全を確保し、その内容をすべてのステークホルダーに開示
しコミュニケーションを図るＲＣは化学産業独自の取り組みであり、日本には１９９０年に導
入された。ＣＳＲ活動の中核的な取り組みとなっており、サプライチェーンを通じた化学品管
理活動「ＧＰＳ/ＪＩＰＳ」等ＲＣの理念に基づく活動が多く取り組まれている。
　ＳＤＧｓは、具体的に何を行えばよいのか、分からないという企業は多く、タスクフォース
では化学産業の活動とＳＤＧｓの紐づけを試みたところ、何らかの形で１７の目標に関わりが
あったという。多少のこじつけに見えるケースもあるが、大事なのは「新たな活動として
ＳＤＧｓを一から始めるのではなく、現在行っている活動をＳＤＧｓの側面でみてみること」
（日化協）。経済、環境、社会活動を個々に取り組むのではなく、持続可能な開発の観点から
経営戦略として一体化することで、ＳＤＧｓ達成の基盤活動にできるという。

１２ 東レ、水無しオフセット印刷システム・・・軟包装用に開発着手
　東レは、印刷工程でのＶＯＣ（揮発性有機化合物）フリー化などによってＣＯ２の排出量を
大幅に削減できる「軟包装用水無しオフセット印刷システム」の開発に着手したと発表した。
　新たに水無し印刷用水溶性ＵＶインキ原料を開発し、インキメーカーへの販売を開始した。
印刷後の版や印刷設備の洗浄時に、ＶＯＣを発生する有機系洗浄液の代りに水系洗浄液の使用
が可能になる。更に省電力ＬＥＤ－ＵＶ技術によるインキ乾燥（硬化）方式を組み合わせるこ
とで溶剤乾燥や廃棄処理が不要になる。ＶＯＣ排出量を５０分の１以下に削減できるほか、電
気消費量も６分の１以下に抑えられる。
　軟包装印刷はアジアではグラビア印刷方式が主流。ただ有機溶剤を含むインキを大量に使用
し、加熱乾燥や排気燃焼処理によって膨大なエネルギーを消費する問題があった。新規システ
ムは先進国での小ロットニーズに対しても優位性を発揮できる。グラビア印刷方式に比べて
版代などのコストを抑えられ、廃棄処理装置が不要になるため、印刷設備導入コストを抑制で
きる。
　ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）のプロジェクトの助成を受け、インキ
メーカーや印刷機メーカーと共同で開発に取り組む。２０３０年近傍に国内で年間約５０万㌧
のＣＯ２削減を目標に掲げる。

　８月２４日（木）
１ 持続可能な開発へ：化学産業ビジョンに込めた思い　（下）

　無限の可能性を信じ挑戦
　１月に発足したタスクフォースは５月まで計５回のミーテイングを行い、化学産業としての
ビジョンと報告書をまとめた。日本お化学企業が先導役となりＳＤＧｓに貢献するための道筋
を示すもので、「化学の力でイノベーションを創出し、人々の豊かで健やかな生活に貢献する」
「世界的な環境・安全問題への取り組みを支援する」「ステークホルダーとの対話を通じて、
化学産業による貢献を促進する」の３つのビジョンからなる。
　「イノベーション」と「ソリューション」という日本の化学産業の強みを踏まえたもので、
根底にあるのは「課題対応型産業（Ｒｅａｃｔｉｖｅ）から産業の先導役（Ｐｒｏａｃｔｉｖ
ｅ)」へ、「責任（Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ）から貢献（Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ）」
への進化だ。将来直面する課題を予想し、素材の力で課題解決を主導する提案解決型産業とな
らなければならないという。ＢｔｏＢ型産業である化学企業の社会貢献の姿は見えにくいが、
「バリューチェーンの中で、埋没せず、積極的にアピールしていく」ことも、先導役になるに
は必要だ。「責任から貢献へ」みも非常に前向きな気持ちを込めたという。
　化学物質には危険・有害という負のイメージが付きまとう。このため化学企業のＣＳＲ/Ｒ
Ｃ活動は、責任という意識が強くなりがちというが、ＳＤＧｓは「前向きさが重要になる」（
日化協）。近年重視されているＥＳＧ（環境、社会、企業統治）投資の観点からみても、ＲＣ
活動においても、積極的に貢献する姿勢が大事になる。
　アジアは化学品の生産額の５割以上を占め、日本にとってビジネスパートナーであり、製品
の消費地という点でも重要だ。アジアの国々の化学産業が深刻な環境汚染や事故を起こすこと
なく発展できるよう、技術とマネジメントの両面から支援することで、世界的な持続可能性の
向上に貢献できるようにしていきたいという。
　持続可能な開発の先導役として自負を持ち、無限の可能性を信じイノベーションへの挑戦を



続けていくことが化学産業のあるべき姿であり、ＳＤＧｓへの貢献をドライバーにし、更なる
成長も実現できるという。

１２ 化学・エネルギー産業の未来展望　・・・化学工業日報社セミナー・・・
　化学工業日報社は、日本の化学・エネルギー産業の未来展望をテーマにセミナーを都内で
開いた。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の荻野零児シニアアナリストは、石油元売りの
再編が進む中、「次は製油所ごとに最適な他社との提携が進む可能性がある」と指摘。
　みずほ証券の山田幹也シニアアナリストは、化学産業が持続的成長を実現するには、「成長
領域や成長市場ではなく『競争優位領域』に集中することが重要だ」と指摘。

萩野氏はまず、１バレル５０㌦前後に張り付く原油価格の今後の変動要因について、「年率６
％伸長する米国の原油生産量がどこまで伸びるかが注目点」とし、世界需要の伸び等も踏まえ
「向こう２年は４０㌦程度に下落する方向」と見通した。中長期視点では、米国シェールの
可採埋蔵量が１０年と短いことから「生産量が頭打ちになる瞬間が上昇に転じるポイント」と
分析。
　石油元売り再編は、「ほぼゴールに近づいた」。石油製品の需要減少トレンドは続き、元売
りは更なるコスト削減も求められるなか、「今後は地域ごとに製油所・コンビナートの部分最
適を積み重ねるしかない」と指摘。電力やガス等業界の垣根を越えた提携も模索されていくと
見通した。

　山田氏は、化学各社の２０１６年度の営業利益や純利益が過去のピークだった０６年、０７
年度を上回り、さらに財務体質改善も進捗していると分析。一方で、米国、中東、中国の台頭
によって石油化学製品市況の軟化が懸念され、また収益性も海外競合に比べて低いことが「株
価の上値を抑制している」と指摘し、「『確からしい』利益で成長を示すことが重要」と強調
した。
　今後の成長のキーワードは「負荷低減」と提示。ネットワークが突然ダウンするようでは
高速通信や自動運転車などは実現できず、こうした社会的負荷の低減に化学メーカーがいかに
ソリューションを提供できるかが問われていると指摘。
　車や情報家電を消費者が容易に扱える使用負荷、環境負荷の低減も重点テーマになる。電気
自動車に搭載するリチウムイオン電池にコバルトは不可欠な素材だが、その資源量は限りがあ
り、「コバルトに代わる解を提供していける会社が質的成長、持続的な利益成長につなげられ
る」。そして「製品」「コスト」「顧客サービス」で世界トップの地位を築き、競争優位領域
として確立していくことが成功する戦略とした。

　８月２５日（金）
７ ＯＰＰ　７月出荷１．８％減

　日本ポリプロピレン工業会がまとめた７月の生産・出荷統計によると、ＯＰＰ出荷が前年同月
比１．８％減の２万１５８トンとなった。前年比マイナスは３ヶ月ぶり。食品包材用をはじめと
した内需に力強さがみられなかった。生産は同６．１％増の２万１１２４トンで、２ヶ月連続で
前年を上回った。国内出荷は２．０％減の１万９６６１トン。食品用、繊維・雑貨、工業用・
その他の全用途が前年を割り込んだ。
　一方、ＣＰＰの出荷は０．８％減の１万３０３３トンで、わずかながら３ヶ月ぶりのマイナス。
生産は０．２％減の１万３６４９トンで２ヶ月連続で前年を割り込んだ。繊維・雑貨その他は



増加に転じたものの、食品が５ヶ月ぶりの前年割れとなったほか、マスキングフィルムなどの
工業用が４ヶ月連続のマイナスだった。

（単位：トン、％）

食品
繊維・雑貨

ＯＰＰ 工業用・他
フィルム 内需計

輸出
合計
在庫
食品
工業用

ＣＰＰ 繊維・雑貨・他
フィルム 内需計

輸出
合計
在庫

７ 凸版印刷　インドネシアの軟包材大手に出資
　凸版印刷は２４日、インドネシアの軟包材大手カリヤ・ウィラ・インベスタマ・レスタリ
（ＫＷＩＬ、ジャカルタ）と資本業務提携契約を締結したと発表した。これにより凸版印刷は
ＫＷＩＬの事業子会社であるカリヤ・コンベックス・インドネシア（ＫＫＩ）の５１％の株式
を取得する。凸版印刷はインドネシアにおける軟包材事業を強化し、２０２０年度に約３００
億円の売り上げを目指す。
　今回の資本業務提携は凸版印刷がもつ高付加価値な機能性包材の開発・製造技術と、ＫＷＩＬ
が持つインドネシアでの事業ノウハウを融合することにより、シナジーを発揮できるという両社
の意向が合致して実現した。インドネシアで軟包材事業を手がける凸版印刷の子会社インドネシ
ア・トッパン・プリンティングとＫＷＩＬの子会社はＫＫＩの傘下となった。

１２ 国内石化需給　１８年、一段とタイトに・・・エチレン６基定修、ＰＰ供給縮小懸念
　２０１８年のエチレンをはじめとする石油化学製品の需給はタイト化するとの見方が広がって
きた。国内エチレン設備の半分の６基が定期修理を予定しているためだ。米国シェール由来の
エチレン増産が需給をやわらげる調整弁になってくれると有り難いとの声も聞かれる。誘導品
では定修の影響でＰＰの供給が縮む懸念が浮上している。自動車などの製造業が堅調に推移する
なか、いかに安定供給を果たすのか問われる。
　国内のエチレン設備は１４年から１６年にかけて３基が停止。この影響で１４年以降、エチレ
ン生産は減少を続けていたが、１７年１～６月は前年同期比３％増の焼く３２４万トンと増加に
転じ、停止の影響は一巡した。直近１７カ月の稼働率は９５％を上回り、円安傾向や海外市況の
高止まりを受けて国産品の引き合いは強く、石化各社はフル操業によって国内需要に対応する。
　こうした状況で、１８年は昨年の３基を上回る６基が定修予定で、試算によると生産能力は
約６４７万トンと今年に比べて約３％縮小する。このため、１８年も問題なく高稼働を続ける
見通しであるが、逆に生産能力が圧縮されることによって供給がショートする懸念が浮上して
きた。その一つがＰＰ。すでに足元でもフル操業が続いており、来年は定修で減る生産分を
「最終的に海外から輸入して補う可能性がある」（石化大手）という。
　供給過剰が常態化していた日本の石化産業は、過剰設備の統廃合を進め、原油安や超円高の
是正といった環境変化の後押しもあり、足元では能力不足に移っている。実際、エチレンやＰＥ
など不足する石化製品を輸入でまかなう動きはじわりじわりと広がってきた。供給不安が起きれ
ば、顧客離れにつながりかねない。安定供給体制を一層強化しなければならない局面が続く。

１２ ７月、ＰＰなど出荷増・・・エチレン稼働高水準継続

２０１７年７月のＰＥ、ＰＰ生産・出荷・在庫実績 （単位：千トン、％）

数量
ＬＤＰＥ 前月比

前年同月比
数量

ＨＤＰＥ 前月比
前年同月比
数量

ＰＰ 前月比
前年同月比

　石油化学工業協会が２４日発表した７月の主要石油化学製品生産・出荷実績によると、ＰＰ
が前年同月比プラス、ＬＤＰＥとＨＤＰＥがマイナスとなった。エチレン生産は５１万１８００
トンと２．５％増え、稼働率は９６．１％と高い水準が続いている。
　ＰＰは射出成形分野が引き続き堅調に推移した。ＬＤＰＥは定修の実施にともない稼働率が

122 107 9 106 108

在庫

209.1 203.7 10.5 214.2 534.4
118 97 105 98 100

143 102 90 100 95
100 98 118 100 83

82 101 75 98 107
64.3 62.8 8.1 70.9 150.2

113.3 115.8 9.8 125.6 368.4
95 100 95 100 97

25,748 104.0 － －

生産
出荷

国内 輸出 計

368 97.4 3,078 99.4
13,033 99.2 93,118 102.0

1,677 101.3 11,081 95.3
12,665 99.2 90,040 102.1

10,293 99.3 74,372 103.8
695 93.9 4,587 93.6

20,158 98.2 142,502 101.0
30,188 99.7 － －

19,661 98.0 138,487 100.5
497 105.1 4,015 122.4

1,191 95.0 8,658 102.2
3,035 97.2 21,142 97.5

７月 前年同月比 １～７累計 前年同期比
15,435 98.4 108,687 101.0



現象し、ＨＤＰＥはフィルムやパイプ分野の出荷が減った。ＰＰ、ＬＤＰＥは輸出が減少して
おり、国内需要に振り向けている。在庫水準はＬＤＰＥ、ＰＰがほぼ適正水準で、ＨＤＰＥは
タイト傾向が続いている。

１２ 中国製ＰＥＴ樹脂に暫定関税・・・反ダンピング　９月から
　関税・外国為替等審議会（財務省の諮問機関）は２３日、ペットボトルの原料に使われる樹脂
を中国が不当に安い値段で輸出しているとして、暫定的にダンピング（不当廉売）関税をかける
のが適当とする答申をまとめた。政府は９月２日から４ヶ月間、中国の事業者に３９．８～
５３．０％の暫定税率を適用する見通し。
　対象の樹脂は「高重合度ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）」。政府はさらに調査を進め、
中国側の是正がなければ、税率を適用する期間を最大５年間に拡大する。高重合度ＰＥＴ樹脂の
中国からの輸入量は、２０１５年度に１３年度比４３％急増。昨年、三井化学など４社が反ダン
ピング関税を課すよう政府に要請していた。


