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　５月３０日（月）
1 石飛日化協新会長・・・持続可能社会に貢献　安全、化学品管理を強化

　日化協は２６日、定例総会を開き、新会長に石飛修住友化学会長を選任した。総会後に記者会
見した石飛新会長は「安全確保」「化学品管理」「持続可能な社会の実現への貢献」の３分野を
最重要課題に掲げ、日本の化学産業の発展に貢献していきたいと語った。石飛会長は「欧米化学
会社の相次ぐ再編や中国をはじめ新興国の存在感の増大など、日本の化学産業を取り巻く環境は
大きく変化している」と指摘したうえで、「日本の化学各社は高い技術水準の下、革新的な製品
を生み出すだけでなく、製造プロセス、設備管理、安全や品質管理、環境保全など様々な分野で
イノベーションを重ねている。蓄積した知見やノウハウは持続可能な社会の実現に幅広く生かせ
る」と語った。一方、日本の化学産業の懸念材料として、工場現場やプラントの高経年化を挙げ
た。「長期的な視点で現状のままでいいのかは課題。各社が自問自答しながらベストな方向を探
ってもらいたい」と語った。経済環境については「中国をはじめ新興国の経済は低迷しており、
為替は円高が進んでいる。今後は苦戦が予想される」とし「一層技術に磨きをかけていかなけれ
ばならない」と述べた。

12 石化協定例会見・・・エチレン高稼働継続　価格高騰の可能性も
　石化協の淡輪敏会長代行は２７日、定例会見を開催した。国内エチレン設備の稼働について、
「予定される定修や海外のプラントトラブルの影響が１０月頃まで残り現在の高稼働を維持する」
との見通しを示した。
　設備トラブルが重なれば昨年春に起きた「エチレン高騰のリスクがある」と語った。今秋以降
についても「現時点では、需要が急変するとは考えられず、供給面でも集中する定修が終了した
後に需給が緩むとは考えにくい」と説明。北米シェールガスの脅威や中国石炭化学の進展などの
影響が出てくると想定される「２０１７年の途中までは急激な変化は起こりにくいだろう」と述
べた。

12 石化製品４月の生産・・・エチレン７．３％減
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた１６年４月の主要石油化学製品生産実績によると、
エチレンの生産量は前年同月比７．３％減の５３万１４００トンとなった。旭化成・水島のエチ
レン設備が停止したことなどが能力増減要因となり１２．１％減少した。
　主要樹脂の国内出荷実績は、前月比では連休入りに伴う日数減少からＬＤＰＥとＰＰがマイナ
スとなった。前年同月比ではＨＤＰＥとＰＰがフィルム分野の出荷が減少したが、射出成形分野
などが増加し、ＨＤＰＥは微減、ＰＰは前年並みだった。

【１６年４月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【２０１６年４月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）
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　５月３１日（火）
3 青果物輸送　容器包装でＧＨＧ削減・・・プラ循環利用協会　ＬＣＡ的に定量評価

　プラスチック循環利用協会はこのほど、容器包装用プラスチック利用による環境負荷削減貢献
について調査研究を報告した。生鮮食品を含んだ状態でのプラ容器包装トータルでの食品輸送時
の損傷軽減効果をライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）的に定量表現した初めての研究で、
衝撃からの損傷軽減効果にほか、損傷軽減に伴う再生産量減少によるＧＨＧ排出削減効果等を
示した。
　千葉大学の椎名武夫教授を委員長に、農業・食品産業技術総合研究機構の林清忠上席研究員ら
流通工学や食品光学、ＬＣＡに精通した委員らが評価委員会を組織、評価した。対象食品は桃、
イチゴで、複数の包装形態による内容物の保護効果を輸送距離別に定量評価したほか、青果物と
容器包装の製品トータルの生産から廃棄までのライフサイクルにおけるＧＨＧ排出量、資源エネ
ルギー消費量を分析した。
　桃は、国内平均輸送距離（３２４キロメートル）において、プラ製食品容器包装がない場合は
損傷率は５０．８％だったのに対し、一般プラ製食品容器包装をした損傷率は５．７％に低下し、
更に機能性プラ製食品容器包装を使用した場合は０．１％まで低下する。この結果、環境負荷は
ＧＨＧ排出量では一般プラ製で４５％削減、機能性プラで４２％削減できるという。

13 ４月石油製品ＣＩＦ単価・・・原油２カ月連続で上昇、ナフサ６１５円高
　４月の石油製品ＣＩＦ単価は、原油が２カ月連続の上昇した。為替レートは１ドル＝１１１．
２７円で、１．８７円の円高となった。
　
【２０１６年４月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート１１１．２７円／ドル

13 ４月のＰＰフィルム出荷・・・ＯＰＰが好調
　日本ポリプロピレン工業化がまとめた出荷実績によると２０１６年４月の出荷合計は
ＯＰＰが前年同月比６．８％増の２万２００５㌧、ＣＰＰも同０．８％増の１万４０５６㌧と
ともにプラス傾向を示した。　

【１６年３月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

13 新会長に萩原氏・・・ポリエチレン製品工業連合会が総会
　日本ポリエチレン製品工業連合会はこのほど如水会館にて、通常総会を開催した。
新会長に日本フラットヤーン工業組合理事長の萩原邦章氏（萩原工業会長）を選出した。総会後
の懇親会では冒頭、藤森明彦前会長があいさつ。「２３年間会長を務めさせていただいた。昨年
の専務理事交代に続き、会長も交代した連合会の新体制に期待している」と語った。
　続けて、萩原新会長が「景気は足踏み状態にある。プラ加工業界には厳しさも漂うが、藤森前
会長の実績や会員各社の協力を生かして、新たな連合会活動を探索・実行する」と述べた。
　その後、日本ポリエチレンブロー製品工業会の矢野英伸会長（積水成型工業社長）の音頭で乾
杯、歓談に移った。

　６月１日（水）
1 総合化学　新ステージ　新中計から読み解く改革の行方（上）

「儲かる」企業へ自信・・・付加価値事業が貢献、コモデイテイも期待
　大手総合化学の経営ステージが一段と進化している。今期から主要各社が新中計を始動させて
おり、利益率やＲＯＥ（株主資本利益率）といった「儲ける力」の強化、将来に向けた投資拡大
事業構造の一層の変革、グローバルプレゼンスの向上が揃ってうたわれている。
「強く」「成長性に富んだ」新たな日本型事業モデル像の一端を新中計から読んでみる。

100.8

Ｏ
Ｐ
Ｐ
フ
ィ

ル
ム

食品 17,026

31,667 45.25

円／ＫＬ ドル／バレル

ナフサ（石化用） 28,352 40.51

原油・粗油 25,866

ＬＰＧ 39,671 356.53
灯油 70,234 100.35

前年同月比 ４月 前年同月比

36.96
ガソリン（自動車用）

食品
４月

11,266 101.1
繊維・雑貨 1,278 106.9 工業用 653 192.6

107.5 Ｃ
Ｐ
Ｐ
フ
ィ

ル
ム

工業用・他 3,272 104.5 繊維・雑貨・他 1,786 107.1
13,705 101.4内需計 21,576 107 内需計

輸出 429 98.4 輸出 351 83.4
合計 22,005 106.8 合計 14,056



【総合化学企業の新中計】（単位：億円、％）

　「なぜ儲からないのか？」。日本の化学企業の課題を語る際、こうした問いが発せられるのが
常だった。海外勢は総じて２ケタの利益率を達成しているのに対し、日本企業は５％もあれば
御の字というような雰囲気さえあった。ところが今回策定された新中計では、少し前まで５％の
経常利益率を目標としていた東ソーが１１％以上の営業利益率を目指すのを筆頭に、総じて高い
営業利益率の達成を掲げている。ＲＯＥも優良企業の目安とされる１０％を超えるか迫るかの
目標を掲げる。
　背景には、リーマンショック以降に取り組んできた構造改革などにより、汎用品比率の縮小と
付加価値型事業の育成という課題に一定の成果を上げてきたという自信がある。
　付加価値型事業群が業績に寄与し、売上規模でみても過度にコモデイテイに依存せずにすむ
事業モデルが確立されつつある。逆に言えばこうした改革が鹿島や水島、千葉でのエチレン設備
停止の実現を後押ししたともいえる。
　三井化学も同じで、モビリテイやヘルスなど景気の波を受けにくい成長領域での２０２０年度
の売上高は６割、営業利益は９割になる計画だ。
　高収益型モデルの確立という新しい挑戦に乗り出している国内総合化学企業。持てる力を最大限
限に発揮するために組織改革にも着手、また財務体質とのバランスを取りつつも、投資戦略の面か
らも大胆な施策を打ち出そうとしている。

10 環境白書　温暖化対策新たなステージ・・・ＧＨＧ排出削減など　あらゆる主体が行動を
政府は３１日、２０１６年版の環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書（環境白書）を閣議
決定した。テーマは「地球温暖化対策の新たなステージ」。昨年のＣＯＰ２１においてパリ協定
が採択され、全ての国が温室効果ガス（ＧＨＧ）削減目標をもって取り組みを進める国際枠組が
成立した。それを踏まえて今後、わが国としてあらゆる主体が従来にもまして気候変動問題に立
ち向かう必要性を訴えている。
　パリ協定の採択及び「２０３０アジェンダ］（ＳＤＧｓ）が採択された１５年を節目の年とし、
これら合意に関して国内外の取り組みを進めつつ、国際的な検討に積極的に貢献していく新たな
ステージに入ったという認識の下で、中長期的目標の着実な達成及びさらなる商機的な目標を見
据えつつ、政府を始めあらゆる主体が持続可能な社会の実現のための取り組みに積極的に取り組
むべきとする。
　わが国はＧＨＧ排出量を３０年度に１３年度比２６％削減、５０年に８０％減とする約束草案
を提出、国際公約を掲げたところだが、白書では今後、パリ協定発効にむけわが国も国内外にお
ける対策の充実を図るとともに、国際的役割を積極的に果たしていくとした。

10 改正安衛法　きょう施行・・・制度周知さらに必要
　改正労働安全衛生法がきょう１日施行された。化学物質管理に関して「化学物質のリスクアセ
スメントの義務化」「ラベル表示対象の拡大」を柱とするもので、業種や規模に関係なく、化学
物質を製造・使用する事業者が対象だが、対象になる事業者の数が膨大であるため、これらの制
度の周知について懸念の声が上がっている。
　改正に伴い対象物質を取り扱う事業者は作業現場における危険有害性を評価し、労働者の安全
健康を確保する措置が求められる。従来制度では努力義務となっていた。対象物質は、安全デー
タシート（ＳＤＳ）交付義務のあるもので、改正によりその数は従来の約１００から６４０に拡
大された。

11 ナフサ　余剰解消は年末以降・・・中東などからの流入減で
　ナフサのアジア需給バランスは当面、緩和傾向が続きそうだ。第３四半期以降は台湾などアジ
ア地域で大型エチレン設備の定修が予定されており、市況はしばらく足元の水準で推移すると見
込まれる。一方、年末以降は中東やインドなどからアジアへの流入減が見込まれているため余剰
感が解消に向かい、市況は穏やかに回復していくとみられる。
　ナフサのアジアスポット価格は１月が１㌧当たり３４５㌦前後、２月が３２０㌦前後で推移し
ていたが、原油価格の回復により反転し、足元は４３０㌦前後まで上昇している。
　中東やインドの製油所の定修が昨年１１月までに完了したことでアジア向けの供給が安定的に
推移している一方、今春以降のアジアのエチレン装置の定修で需要が減退。更に、アジアの製油
所が高稼働を継続しており、欧州や北米など域外からアジアへの流入５月に入ってから減少して
いるにもかかわらず、アジアでの余剰感は高まっている。
　第３四半期以降に台湾等アジアで大型エチレン設備の定修が控えており、この傾向はしばらく
続く見通し。一方、サウジアラビアやインドでナフサを原料とする新設の石油化学プラントが立
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ち上がることから、今年末から中東やインドからの輸入減が見込まれ、余剰感は解消されていく
見通し。このため、ナフサ価格はしばらくは足元並みで推移し、その後緩やかに回復していくと
みられる。ドバイ原油相場比ではプラス２～３ドル／べレル程度で推移する可能性が高い。

　６月２日（木）
1 総合化学　新ステージ　新中計から読み解く改革の行方（中）
　全体最適で力を最大化

　総合化学大手が今年度から取り組む新中計。各社が共通して掲げる高い収益目標を達成するカギ
の一つは「部分最適」をいかに「全体最適」に進化させるかだ。ひろげた枝葉を集めるより太い
幹に作り直し、さらに枝葉を伸ばす。日本流多角化経営を新たなステージに引き上げることが新
中計成功の条件だ。

■三菱ケミカルＨＤは、２０２０年度に国際会計基準ベースで営業利益３８００億円（１５年度
日本基準で２８００億円）、ＲＯＥ１２％を目標に掲げる。原動力は、三菱化学、三菱レイヨン
三菱樹脂の化学３社の統合だ。１７年４月に発足する統合新社「三菱ケミカル」は高機能ポリマ
ー、高機能成形材料など１０の事業ユニットに組み替えて始動する。統合・協奏による営業利益
の上積効果は２００億円を計画する。
■旭化成は新中計について、「事業ごとの自主自立による成長から、求心力を高めて総合力を
発揮する段階に入る」とする。多様な人材や多角的な事業を結束する手段として旭化成は、
旭化成繊維、旭化成ケミカルズなど中核３子会社を吸収、純粋持ち株会社から事業持ち株会社
に４月に移行した。長期目標として２５年度に営業利益２８００億円（１５年度実績は１６５２
億円）も掲げる。
■宇部興産は新中計で「化学部門の完全復活に取り組む」。２つに分散していた化学事業を一本
化して「化学品カンパニー」として再編、経営資源の配分をより明確に判断できる体制を敷いた。
化学の足元の業績は苦戦するが、ナイロン６、合成ゴム、リチウムイオン２次電池セパレーター
等世界で戦える製品が多い。こうした商材に経営資源を集中し、１８年度までの営業増益分８６
億円の内９割以上を化学で稼ぐ算段だ。
■住友化学は従来、情報電子部門が手掛けていた電池部材やスーパーエンプラの事業を、新設の
エネルギー・機能材料部門に４月に移管した。１９年度以降の次期中計で大きく開花させること
を目指し、向こう３年、エコ自動車用部材を中心に環境・エネルギー分野を育成する。
■三井化学は、毎年３年先の計数目標を掲げる経営計画システムに変更した。中計で据える強化
領域は「モビリテイー」「ヘルスケア」「フード＆パッケージング」を事業本部名に冠した体制
に４月に変えた。決算と中計の整合を図ることは対外的な見える化とともに、社内の求心力を高
める狙いもある。

11 １６肥料年度秋肥価格・・・全面引下げ決着　原料市況、円高など反映
ＪＡ全農と肥料メーカーとの間で行われていた２０１６年肥料年度秋肥（１６年６月～１０月）
の価格交渉は、全面的に前期（１５年１１月～１６年５月）から引き下げることでこのほど決着
した。主要原料の国際市況及び海上運賃の低下や昨今の円高傾向となっている為替レートを反映
。更に、重油・ナフサ価格の下落を受け、メーカー各社に対し製造諸経費の圧縮を要請すること
で合意に至った。
　品目別にみると、窒素質は尿素（輸入）が前期比２０．３％、りん酸質は過石で４．４％、
カリ質は塩化カリで１２．８％の下げ幅となった。複合肥料も、高度化成（一般）が前期比１０．
４％、被覆尿素入りが８．４％、普通化成が８．８％の値下げでそれぞれ決着した。
　ＪＡ全農では、今年４月に肥料農薬部内に事業改革推進室と肥料品質管理室を新設した。今後、
農家の手取り最大化に向けた諸経費削減への貢献と、肥料の品質管理強化に向け取り組んでいく
方針を示している。

　６月３日（金）
1 総合化学　新ステージ　新中計から読み解く改革の行方（下）
　優位な事業更に強く

　新中計における投融資枠の設定をみると競争優位性を持ち、付加価値の高い事業へのシフトを
加速する姿勢が明らかだ。世界で巨大企業の再編が進む中で、国内大手化学が独自路線を追及し
て新たな企業像を確立し、世界市場でプレゼンスを高めていくことになる。

■住友化学は、スペシャリテイ分野の早期拡充と事業ポートフォリオの大幅な高度化を投融資枠
設定の狙いとする。戦略的Ｍ＆Ａ枠３０００億円を含め最大７０００億円の投資のうち、石化の
バルク分野は１割程度にとどめる一方で、スペシャリテイは７～８割を振り向ける計画だ。
「技術や市場アクセスの優位性がある分野により経営資源を集中投下する」方針で、農薬原体、
フレキシブルデイスプレイ材料、電池部材、デイーゼル微粒子捕集フィルター（ＤＰＦ）の量産
や増強の検討をしている。
■旭化成は、３年間総投資額約７０００億円を設定。年間１０００億円強を既存事業に充て、残



りで戦略投資やＭ＆Ａによる新事業投資を展開する。合成ゴムやエンプラといった高機能樹脂等
競争優位性のあるものをもっと強くするために投資をしていく。
■昭和電工は、収益性と安定性を高いレベルで維持する「個性派事業」の比率を現在の３割から
５割への拡大を目標に掲げる。
　設備投資は電子材料用高純度ガスやアルミ缶、機能性化学品、リチウムイオン２次電池材料等
の生産能力拡大に振り向ける。それ以外にＭ＆Ａ枠として、２００億～３００億円ほどの案件を
毎年１件ずつ実施することを目指す。高純度ガスで、グローバルな製販、物流拠点のネットワー
クを一層広げるためのＭ＆Ａが重要な候補案件の一つだ。
■三菱ケミカルＨＤは、バルク分野にも積極投資を計画する。世界戦略を推し進めるメチルメタ
クリレート（ＭＭＡ）と産業ガスの生産強化などで成長投資を行う。更に、５年間で成長投資１
兆円の計画でヘルスケア分野に最も多く配分し、米国で開発中の新薬の販路確立のためＭ＆Ａ等
を見込む。
■東ソーは、コモデイテイとスペシャリテイをバランスよく強化し「ハイブリッド経営」を一段
と深化させる構えで、フィリピンでの塩化ビニル樹脂の増設を検討する。また、成長のけん引役
であるハイシリカゼオライト、ジルコニア、バイオサイエンスなどの機能製品の能力増強、Ｍ＆
Ａでは、バイオサイエンスでの次世代診断、次世代医療領域等を考えている。

　世界の大手化学企業が大型再編を手掛ける動きと比較すると、日本の大手化学企業の施策は、
ダイナミックさに欠ける。ただ、規模を拡大することだけが必ずしも効率的とは限らず、特に
化学は特定事業が強い企業が生きていける産業でもある。日本流の経営で特色ある成長戦略を
確実に実行できるかがカギを握る。


