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　６月６日（月）
2 ボレアリス、プラスチックリサイクル欧州大手を買収

　欧州のポリオレフィン大手ボレアレスは、ドイツのプラスチックリサイクルメーカーである
ｍｔｍプラスチックスとｍｔｍコンパクトの買収を決めた。規制当局の承認を取得次第、事業
移管の手続きに進む予定。
　ｍｔｍはドイツのニーダーゲブラを本拠地とするプラスチックのリサイクルメーカー。プラス
チック廃材利用に関する技術で欧州市場をリードしており、ポリオレフィンのリサイクル品では
欧州最大のメーカー。押出及び射出成形向けのポリオレフィンブレンドを手掛けている。
　ボレアリスはプラ廃材の有効利用を促すことで、新規事業機会の創出につなげる。この買収は
「世界的な課題に取り組むためのソリューションを率先して探索していくわれわれのアプローチ
を反映している」としている。

7 凸版印刷、非常用給水袋・・・国土強靭化に一役　内閣官房の事例集に選定
　凸版印刷は３日、自社開発したフィルム製の非常用給水袋が、内閣官房が公開した「国土強靭
化　民間の取り組み事例集」に選定されたと発表した。コンパクトなうえ、低コストで導入でき
るなど災害時の生活用水の持ち運びに便利な特徴が評価された。
　凸版印刷の非常用給水袋は、フィルム内袋と段ボールの外装箱で構成される大容量液体製品向　
け複合容器「ＴＬ－ＰＡＫ」の製造技術を活用して開発した。容量は約９リットル。フィルムを
私用したシンプルな構造のため低コストで導入できる。未使用時は折りたたんで収納できるほか
トートバッグに入れて持ち運べるコンパクト設計も特徴。同社は２０１５年１１月に大阪府と
防災協定を締結。府の非常用給水向けの包装材としても提供している。

12 丸善石油化学、設備投資　６年で５００億円・・・新中計、競争力強化軸に
　丸善石化の藤井社長は３日会見し、コンビナートの競争力強化と新規事業の積極展開を
進める３ヵ年の新中計を打ち出した。「ナフサクラッカー２基体制を盤石なものとし、アジア
トップレベルのオレフィンセンターを目指す」とし、競争力強化に向けて次期中計を含めた２０
２１年までに設備投資５００億円を計画していることを明らかにした。さらに「１０年、２０年
後を見据えて長期的な視点であるべき姿を議論し、着手すべきテーマの抽出と実行に向けた体制
を整える」と語った。
　資本関係が強まったコスモとのシナジーでは、東燃ゼネラルグループとコスモの千葉地区の協
業によって「石化留分の有効活用でチャンスが広がる」とみている。「具体的な検討をしており、
実現可能な案件の詳細を詰めていく」。

　丸善石化の２０１６年３月期決算：売上高減少も増益
　丸善石化の２０１６年３月期決算は、原料価格の下落にともなう販売価格の低下で減収となっ
たが、スプレッドが改善し増益を確保した。販売数量は前期比０．７％増の３８６万２０００
㌧だったが、売上高は１２５６億円減の３３６２億円。営業利益が９０億円増の１１２億円、
経常利益は６５億円増の１１９億円、純利益は２７億円増の６２億円だった。
　エチレンの販売量は１万８１００㌧減の６９万４９００㌧で内訳はコンビナート向け販売が
２万１９００㌧増の４１万８９００㌧、輸出を含む外販が４万㌧減の２７万６０００㌧だった。

12 石連会長、ＯＰＥＣ総会受けコメント・・・原油需給、年末にかけバランス
　２日にオーストリアで開催されたＯＰＥＣ総会の終了を受け、石連の木村康会長は３日、ＯＰ
ＥＣが生産水準に言及しなかった点について「現在の原油価格には市場の需給調整機能が働き始
めていると考え、ＯＰＥＣは現在の方向性を変える必要はないと判断したと考えられる」との
コメントを発表した。
　価格動向については「年末に向けて需給バランスは次第に均衡する」と指摘し、「原油価格は
当面５０ドルに向かって比較的堅調に推移するだろう」と見通した。

　６月７日（火）
2 社説・・・リユース推進へ事業者の意識向上を

　環境省は先ごろ、事業者向けに「オフィス等から発生する使用済製品リユースのための手引き
」を作成した。２０１５年度に行ったアンケートを基にリユースの現状を整理し、事業者・官公
庁・地方自治体のうち、使用ずみ製品をリユース品として引き渡したことが「ある」のは２１％
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に止まり「ない」が６３％を占めた。またオフィス家具として中古品・リユース品を調達・購入
したことが「ある」のは２６％。６４％は「ない」と答えた。“もったいない”の精神がある
一方で、他人が愛用したものを自分が使う、もしくはその逆のケースに抵抗感を持つ日本人の
気質が表れている。ただリユース実施による経済効果、あるいは実施しないことによる損失は
無視できないほど大きい。意識改革を進め、国を挙げて取り組むことが求められる。アンケート
では、リユース品の引き渡し実績がない理由として「そもそも検討したことがない」が最も多か
った。逆に購入したことがない理由は「品質面での不安」が圧倒的だった。
　環境省はリユースの実効を求めるにあたっては、やはり「低コスト」「短納期」といったメリ
ットを強調すべきとし、手引きでは、環境配慮の視点から「廃棄物処分量の削減」「製品の使
用年数延長」「ごみ削減効果」を挙げている。製品ライフサイクル全体での温室効果ガス削減効
果も大きい。経済性や環境面だけではない。使用済み製品を中古品として販売し、利益を国際協
力や福祉等社会貢献に充てることもできる。
　江戸時代、日本ではリユースが一般的だったといわれる。１５０年近くたった現在でも、日本
人の物を大切に使うＤＮＡは失われていないはずだ。納得できる材料が揃えば、資源循環の第一
選択肢として社会に大きく広がるのではないか。

11 １-３月の需要不足、６兆円に縮小・・・内閣府が推計
　内閣府は６日、日本経済の潜在的な供給力と実際の需要の差に当たる需給ギャップが２０１６
年１-３月期にマイナス１．２％になったとの推計を発表した。金額にすると年６兆円程度の需要
不足に相当し、前期の年８兆円程度から縮小した。
　ＧＤＰギャップの縮小は、１-３月期の実質ＧＤＰ速報値が年率換算で前期比１．７％となり、
洗剤成長率（０．３％）を上回った為。

12 ４月原油輸入量、５カ月ぶり増加・・・石油統計速報
　資源エネルギー庁がまとめた４月の石油統計速報によると、燃料油全体の国内販売が前年同月
比１．６％減の１４７６万キロリットルとなった。ガソリンは減少し、ナフサは増加した。
原油輸入量は１６５４万キロリットルで、同３．４％増となり５カ月ぶりに前年を上回った。
中東依存度は８７．６％と前年同月と比べ１０．０ポイント増加し６カ月連続で前年を上回った。

【２０１６年４月の石油製品需給】（単位：千ｷﾛﾘｯﾄﾙ、中段=７前月比、下段＝前年同月比％）

　６月８日（水）
1 ＡＤ措置、抑制から活用へ・・・手続き簡素化し環境整備

　アンチ・ダンピング（ＡＤ）措置に関する政府の制度改革と運用改善により、産業界が活用し
やすい環境整備が進んできた。ＡＤは不当な安値輸入（ダンピング）に関税を課して対応する制
度で、ＷＴＯ（世界貿易機関）協定で認められている。自国の市場環境保護のため、諸外国では
頻繁に使われているが、わが国からの発動は少ない。手続きが煩雑で多額の費用がかかるなど、
企業が活用しにくかったため。手続き簡素化により申請書類が４分の１に減り、費用負担も５分
の１以下に軽減できるようになった。経産省は、産業界に制度の積極的な活用を働きかける。
　国内手続きは国によって異なるが、ダンピングで損害が生じた場合は、企業や業界団体がその
事実を証拠とともに政府に提出して課税申請して調査が始まるのが基本。調査当局は、国内企業
、輸出国企業等利害関係者から情報を収集し、分析してダンピングの有無を判断する。不当廉売
だと認定すればＡＤ課税となるが、最終決定前に暫定課税を発動することも多い。
　申請者に経験やノウハウの蓄積が少なく、申請に必要な大量の書類作成などを弁護士に依頼す
るため、申請前段階でその費用が１億円以上かかっていた。しかも申請書作成と調査開始のタイ
ムラグのため、２～４四半期分の損益データの追加提出も求めていた。
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　今回、モデル申請書をウエブで公開、自ら申請書を作成できるようになり、費用負担は１千万
～２千万円に軽減された。手続きの簡素化で調査開始から暫定措置の発動までの期間も１０カ月
に短縮された。大幅な運用改善だが、ようやく諸外国並みになったともいえる。

2 社説・・・「モノづくり最優先」では生き残れぬ
　「第４次産業革命」といわれる社会・経済構造の大変革の波が、化学産業などわが国製造業に
も押し迫ってきた。求められている最大のものは、モノづくりのみに依存したビジネスモデルか
らの脱却、すなわちサービスやソリューションとして競争優位性を発揮できる仕組みづくりだ。
　欧米企業はビジネスモデルの変革を最重点に経営を進めつつある。そのなかで、日本企業は
いまだ技術力に対するこだわりが根強い。今後の生き残りには、抜本的な発想の転換が必須と心
すべきだ。
　第４次産業革命とは、ＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能（ＡＩ）ロボットといった技術のブレ
ークスルーを通じて実現される社会経済設計の変革である。大量・画一的な生産から、カスタマ
イズされた生産・サービスの時代に移行するとともに、社会に眠る資産と個々のニーズがコスト
レスに合致できるようになる。またサービスの創出、サプライチェーン全体の飛躍的な効率向上
が図られ、労働はじめ人間の役割そのものが変化するだろう。
一言でいえば、大量のデータを基にしたＡＩの判断によって、自律的に最適化される社会へ移行
していく。このような社会では、付加価値の源泉は「モノ」ではなく、サービスやソリューショ
ンにある。あるコンサルタント会社が各国企業のＣＥＯに「今後３年間で優先すべき投資分野」
をアンケート調査したところ、日本企業の回答は「最先端テクノロジー」が最も多かった。一方
「ビジネスモデルの変革」を挙げたのは１割にも満たず、３割以上だった海外企業との大差があ
った。また別の調査においても「競合企業は１年内にビジネスモデルを大きく変化させると思う
か」との問いに、日本企業の８割以上が「思わない」。逆に海外企業は７割が「思う」と答え、
危機意識の違いが如実に表れている。
　あらゆる企業がＡＩなどの先進技術や膨大なデータを活用して需要を発掘し、それを通じて新
たな付加価値を獲得することが求められている。もちろんモノづくりは今後も重要であり、技術
力の強化を怠ることはできないが、そこにとどまっていては「第４次産業革命」後の社会で存在
することは難しい。
　わが国産業は、こうした新しい局面、大きな岐路に立っているという認識をまず共有しなけれ
ばならに。そのうえで企業や系列の枠を超えてデータプラットフォームの構築、データ活用に
対応した人材境域などを進めるとともに、産業構造の変化に合わせた労働施策に取り組むことが
不可欠となろう。

3 プロピレン生産　米国で計画延期相次ぐ・・・ＢＡＳＦのＭＴＰ　最終決定先延ばし
米国でプロピレンのオンンパーパス生産（目的生産）の計画延期が相次いでいる。３月にアセン
ドパフォーマンスマテリアルズがＰＤＨ計画の中断を決めていたが、ＢＡＳＦもテキサス州で計
画するＭＴＰ（メタン・ツー・プロピレン）の投資判断をこのほど延期した。原油価格の変動を
背景にした原料価格の不安定性が継続しているほか、プロピレンの供給過剰に対する懸念も影響
している。ＢＡＳＦはシェールガス開発で米国の天然ガス価格が安価になったことを背景に、メ
タンを原料とする年４７万５０００㌧のプロピレン新規投資をフリーポートで打ち出している。
メキシコ湾岸におけるプロピレンチェーン強化が目的だが、原料価格の不安定を理由として投資
の最終決定を先延ばしした。米国ではこのほかプロパンを原料とするＰＤＨ計画がシェール革命
の進展に合わせて１０件以上発表されてきたが、計画中断が目立っている。

7 エフピコ・・・ＰＥＴ食品容器　エコ化率９０％目指す、環境負荷低減を加速
　エフピコは、ＰＥＴ樹脂製食品容器の環境負荷低減を推進する。中部ＰＥＴリサイクル工場
における一貫体制構築を受け、同容器の再生材使用製品の比率（エコ化率）を今年３月の５５％
から今後１年間で６０％に引き上げる。また、２０１７年秋に予定する関東エコペット工場の稼
稼働により将来的に９０％まで高める。再生材への転換はＣＯ２を４３％削減できるほか、生産
効率化の進展と量的拡大からコスト的にも競争力が高まる。

10 環境省・・・ＰＣＢ廃棄物処理　基本計画を見直し
　環境省はポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物処理基本計画の見直しを行う。ＰＣＢ特措法が
改正、５月２日に公布されたのを受けて、基本計画の見直し案の構成も併せて見直す。今後、
ＰＣＢ廃棄物適正処理推進に関する検討委員会で素案をまとめた後、パブリックコメントを実施。
変更案を取りまとめ、７月中の閣議決定を予定している。
　ＰＣＢについては、廃棄物の期限内処理を確実なものとするため、２月に報告書「ＰＣＢ廃棄
物の期限内処理の早期達成に向けた追加的方策について～確実な処理完了を見据えて～」が取り
まとめられ、ＰＣＢ特措法が改正された。改正ＰＣＢ特措法は、高濃度ＰＣＢ使用製品の所有事
業者および高濃度ＰＣＢ廃棄物の保管事業者の責務が新たに設けられたとともに、都道府県等の
立ち入る検査、報告徴収、改善命令、行政代執行などが盛り込まれた。



12 宇部興産・・・宇部フィルムを完全子会社化
　宇部興産は連結子会社の宇部フィルムを簡易株式交換により完全子会社とする。フィルム事業
のグループシナジー強化が目的で、実施予定日は２４日。宇部フィルムの普通株式１株に対し、
宇部興産の株式１６．０７５株を割当て交付する。宇部フィルムの業績は２０１６年３月期で
売上高９２億５０００万円、経常利益７億３０００万円。現在の宇部興産の持株率は９３．７％
となっている。

　６月９日（木）
1 超短波・・・藤森工業：藤森会長

◆・・・「原料から市場まで、事業環境が目まぐるしく変わる時代だ」と藤森工業の藤森明彦会
長。日本ポリエチレン製品工業連合会で、会長退任のあいさつ時に語った言葉だ。「昨年度は
原料安で収益が上向いた会員企業も多い」が、「国内景気は今後も不透明な状況が続く」として
「新体制での新しい活動」に期待を寄せる。
◆・・・最近は休暇中に陶芸教室に通う。「回っていたろくろの土が、力むと一瞬で崩れる」よ
笑いつつ「簡単そうに見えて難しい。ものづくりの真髄にも通じる」という。連合会で会長を務
めた２３年間を振り返り「業界活性化というのも簡単ではない。いろいろな取り組みで会員の皆
さまのお世話になった」と語り、「自分も連合会に恩返しをする」と気を引き締める。

2 社説・・・厳しい環境下でいかに活路を見出すか
　２０１６年３月期の化学各社の業績は、売上高が伸びなかった一方で、利益面ではプラスとい
うところが多々見られた。原油安による仕入れコストの低下や円安による輸出の持ち直し、為替
差益などが背景にある。ここにきて円高・株安も常態化しつつあり、今期は前期より厳しいとみ
る経営者も多い。３日発表された５月の米国雇用統計で、非農業雇用統計で、非農業雇用者の伸
びが大幅に鈍化。追加利上げは先送りとの見方が広がり、ドルは１０６円台の高値を付けた。当
面、円高・株安が進みやすくなるとの警戒感が強まっている。日本企業の多くが今期レートを
１１０円台で想定しており、目が離せない状況にある。政府は消費増税を先送り。また補正予算
を編成し、秋の臨時国会で成立を目指すという。これ以上、個人消費を冷え込ませないためには
仕方ないかもしれないが、一方で財政赤字に対する懸念は膨らんだ。２０年度に基礎的財政収支
を黒字化する目標は変えておらず、さらなる健全化努力が求められる。政府や日銀に的確な舵取
を望みたい一方、企業も為替や株価に手をこまねくばかりでなく、自らの力で活路を見出さなけ
ればならない。新製品・新規用途の開発、海外市場展開など、まだまだやるべきことはある。

2 米シェール関連計画・・・投資判断分かれる　シェル、エタンクラッカー決定
　米国のシェールガスに関連した石化計画の投資判断が割れている。新たに最終決定したのは、
シェル。ペンシルベニア州のエタンクラッカー計画について、今後１年半で着工し２０２０年代
前半に稼働させることを７日に発表した。すでにエチレン及び誘導品設備の建設を進めている
サソールは、予定通り１８年にエタンクラッカーを稼働させるが、全体のコストが予定より膨ら
む見通しで、プロジェクト全体の進行を調整する。
　サソールは、テキサス州レイクチャールズの既存拠点でエタンクラッカーを含む新規設備を建
設中だが、今年第３四半期までのプロジェクトの採算性見直しを行う。現時点の概算では投資額
が当初予定の約８０億ドル（約８５８４億円）から１１０億ドル（約１兆１８０４億円）まで
膨らむ見通し。新規設備はエチレン年１５０万㌧を中心にＬＤＰＥ等の誘導品。コスト増は予想
以上の降雨による建設の遅れや、人件費及び契約額の上昇などが影響している。更に原油価格の
低下などに対応するため、サソールは事業全体の資本支出を１８年６月まで抑制する方針を決め
ている。レイクチャールズの石化計画はこれまで４０％が完了、エタンクラッカーは予定通り
１８年に稼働させるが、支出の抑制で一部設備は１９年まで先延ばしする必要が生じ、この延長
もコスト増の一因となる見込み。

11 ４月樹脂国内出荷、輸入品代替で堅調
　主要樹脂の国内出荷は輸入品の代替需要が継続している。ＰＰは在庫調整や設備停止の影響が
でたフィルム分野を除き、輸入代替を含む国内出荷が堅調に推移。４月の国内出荷は前年同月並
の１９万６６００㌧。インバウンド消費の繊維向けは引き続き堅調。ＰＥは輸入代替需要が継続
していることや春の定修が始まったことから、４月は輸出を２１％絞って国内に振り向けられた。
ＬＤＰＥとＨＤＰＥを合わせた国内出荷は前年同月並みの１７万６６００㌧。

11 ＧＤＰ年１．９％増に上方修正
　内閣府が８日発表した２０１６年１-３月期の国内総生産改定値は、物価変動の影響を除いた
実質で前期比０．５％増、年率換算で１．９％増となり、速報値（前期比０．４％増、年率１．７
％増）から上方修正された。新たに公表された統計を受け、個人消費や設備投資を引き上げた。
　プラス成長は２四半期ぶり。ただ、年率で１％程度とみられるうるう年による押し上げ効果を
除くと、実態は低成長に止まる。物価変動の影響を反映し、生活実態に近い名目は前期比０．６
％増（速報値０．５％増）年率２．４％増（２．０％増）だった。



12 持続発展へ具体策盛り込む・・・石化協、経産省に中間答申提出
　人材育成や地域連携など

　石化協はこのほど、石化産業の持続的発展のために必要な環境整備を取りまとめ、経産省に中
間答申として提出した。人材育成面で課題となっている現場レベルでの技術伝承について、石化
業界が自ら実施すべき具体策を提示するなど、より実質的な内容となっているのが特徴。
　石化協の検討会である第２次「石油化学産業における環境整備等検討会（石環検、座長＝竹本
常夫旭化成常務執行役員）の中間答申として、６月２日に経産省の糟谷敏秀製造産業局長、茂木
正化学科長らに提出した。
　中間答申の内容は、①研究（試験）設備に関わる高圧ガス規制の緩和②人材の育成③集約統合
時の手続きの明確化・公平性の確保④地域との連携―からなる。
　従来ありがちだった政府への一方的な要望に止まらず、石化業過が自主的に取り組む内容等を
盛り込んだ。特に人材育成面では、喫緊の課題である現場オペレーターの育成について、業界横
断的な基礎教育の仕組みを各コンビナートに設置する施策等を提示している。国、地方自治体、
業界が石化産業の問題意識を共有し、着実に諸課題に対処するツールとして機能することが期待
されている。
　①の「試験設備の規制緩和」は１６年３月の産構審高圧ガス小委員会で１日当たり１００立方
メートル未満の試験設備について、「独立・非連結」を条件に、届け出が主体の「第二種製造者」
への変更が可能とする方向性が示されている。
　同研究会の構成会社は、旭化成、三井化学、出光興産、ＪＳＲ、昭和電工、住友化学、東燃化
学、丸善石油化学、三菱化学、東ソーの１０社。

　６月１０日（金）
1 経産省、素材政策で新体制始動・・・１７日付　製造局を３課に集約　分野融合し競争力

　経産省は１７日付で製造産業局の組織改編を実施する。化学、繊維、鉄鋼、非鉄など素材系産
業を担当する６つの課を「素材産業課」「金属課」「生活製品課」の３課に再編する。製造業の
構造変化が進み、新素材開発など従来の業種概念に収まらない共通の政策課題が顕在化している
ことに対応。業種横断的に素材産業全体を俯瞰した政策を打ち出す。既存の枠組を超えた産業分
野の融合を図り、競争力強化につなげる。

　組織再編の目玉は「素材産業課」の創設。現在の化学課の所管業務の大半を継承し、住宅産業
窯業建材課のガラス、セメント、紙業服飾品課の紙・パルプ、繊維課の炭素繊維の業務を統合。
金属系を除くＢtoＢ系の素材産業全般を大括りする部署となる。約４０人の大所帯で、２４３の
団体を所管することになる。
　「生活製品課」は現在の製造産業局のＢtoＣ系製品と商務情報政策局の一部業務を統合。繊維、
服飾品、皮革、日用品、住宅、建材など消費者製品、生活製品を担当し、所管団体は３５１。
　「金属課」は、鉄鋼課と非鉄金属課を統合し、金属系産業を一元化する。
　ＩｏＴの導入によりモノづくりが変化し、サプライチェーンも多様化する。こうした状況を踏
まえ、これまでの個別業種ごとの政策展開から脱却する。同省組織令の改正を１４日の閣議決定、
１７日に施行と同時に発令し新体制をスタートさせる。

2 社説・・・「５０条調査」が育んだ問題意識の共有
　経産省が２０１４年に実施した「産業競争力強化法第５０条に基づく調査」が、国内
８か所の石化コンビナートの基盤整備に確実に効果を表し始めた。調査を通じ、各コンビナート
が立地する地方自治体・国・産業界の３者の間で問題意識の共有が進んだことが背景にある。
特定のコンビナートで実効を上げている課題解決の手法が他のコンビナートで導入するなど、改
革の機運が高まってきた。５０条調査結果は、１４年１１月に公表された。国内のエチレン生産
量が最悪のケースで２０年に４７０万㌧まで減少するとの見通しを示し、内外に大きなインパク



トを与えた。一方、中国、韓国、台湾など競合する東アジア地域の石化産業に対して、日本の石
化コンビナートがいかに競争力を維持していくかも最重要課題になる。規制緩和を含めハード・
ソフト両面で対応策が示され、省エネ補助金に拡充等も盛り込まれた。
　経産省のヒアリング、その後の対策検討会などが設定された。これが地方自治体と石化コンビ
ナート各社が諸課題について検討し、問題意識を共有する機会を生んだ。危機感の強い自治体で
は、すでに行動を起こしている。基盤整備の一環として規制緩和を進めるなど他のコンビナート
で実績を上げた手法を積極的に取り入れようという姿勢も見せている。
　米国では、シェールガス由来の石化製品の大規模な増設が進んでおり、１８年から１９年にけ
けて余剰品のアジア輸出が本格化するとみられている。コンビナートの基盤強化を一段と加速し、
体質強化を急がねばなるまい。


