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　６月２７日（月）
1 化学業界に懸念広がる・・・英国ＥＵ離脱、円高長期化を警戒
　「為替市場　過剰に反応」「欧州戦略に変更ない」

　２４日に実施された英国の国民投票で欧州連合（ＥＵ）から離脱することが確定し、世界経済
は一段と混迷の度合いを深めている。日本では同日、為替相場が一時１ドル＝９９円ちょうどと
なり、２年７カ月ぶりの円高水準に達したほか、日経平均物価の終値は１万４９５２円と前日比
１３００円近く下落し、年初来安値となった。円高が定着すれば利益計画の下方修正を余儀なく
される化学業界にも懸念が広がっている。
　日本化学工業協会の石飛修会長は２４日、英国の国民投票の結果を受け、「大変残念に思う。
今後の動向を見極めつつ、冷静に対応していくことが必要だ。英国はＥＵ圏の重要な拠点の一つ
として日本の化学企業も含む多くの外国企業が進出しており、大きな悪影響が懸念される。今後
進められる交渉の中で、ビジネス環境、世界経済に与える影響が極力抑えられるよう、対応が検
討されることを希望する」とのコメントを発表した。

　為替レート前提崩れる
　大手化学各社の２０１６年度業績予想は、一部の企業を除き１ドル＝１１０円を前提に組んで
いる。今後の為替相場の動向は不透明だが、仮に１ドル＝１００円前後の水準が定着すれば、
１社で数十～２００億円の営業利益の減益要因になる。為替以外のマイナスの影響の有無等も
含め、警戒感が広がっている。

1 統合新社「三菱ケミカル」越智氏が社長兼務
　三菱ケミカルＨＤは２４日、２０１７年４月に発足する三菱化学、三菱樹脂、三菱レイヨンの
統合新社「三菱ケミカル」の社長に、三菱ケミカルＨＤと三菱レイヨンの社長を務める越智仁氏
が、ＨＤと統合新社の社長を兼務する。意思決定を迅速化し、統合効果をいち早く発言する考え。
　石塚博昭三菱化学社長、姥貝卓美三菱樹脂社長は三菱ケミカル相談役に就く。
三菱ケミカルは３社の事業を１０の事業部門に分類する。主な事業部門長はは、石化は岡本純一
三菱化学取締役執行役員、機能性ポリマーは滝本丈平三菱化学執行役員、高機能フィルムは垣本
昌久三菱樹脂取締役執行役員など。

7 藤森工業と三井物産・・・インドネシアの医薬包材企業買収
　藤森工業は、三井物産と共同でインドネシアの医薬品包材を製造販売するＰＴチャンピオン・
パシフィック・インドネシア（西ジャカルタ州ブカシ市）を買収する。ヘルスケア事業のグロー
バル展開の一環で、このほどチャンピオンインドネシアの８０％弱の株式を保有するＰＴキング
スフォードホールデイングスの全株式を取得する契約を締結した。
　チャンピオンインドネシアは医薬品の包装材料メーカー２社を傘下にもつ。藤森工業は相互の
技術を組み合わせることで今後の成長が有望視される東南アジア市場で包装事業の拡大を図る。
　キングスフォードホールデイングスの株式取得は７月を予定。その後、チャンピオンインドネ
シアの一般株主持ち分２０．５８％に対して公開買い付けを実施し、完全子会社化を目指す。
　出資比率は藤森工業６０％、アジア・大洋州三井物産４０％を想定しており、両社の最終的な
出資総額は７０億円となる。

7 ５月のＰＰフィルム出荷・・・ＯＰＰ出荷８．４％増、ＣＰＰも好調
　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５月の出荷合計は
ＯＰＰが前年同月比８．４％増の１万８９２５㌧となり、ＣＰＰも４カ月連続でプラスとなった。

【１６年５月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）
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工業用・他 2,935 106.5 繊維・雑貨・他

9,676 103.1
繊維・雑貨 1,139 104.0 工業用 646 101.6

1,560 107.6
内需計 18,375 108.0 内需計 11,882 103.6
輸出 550 122.8 輸出 403 91.2
合計 18,925 108.4 合計 12,285 103.2



10 環境省　新幹部に聞く
　適応策の情報共有重要に・・・梶原成元　地球環境審議官

　地球環境局長だったここ２年は地球環境に関する大きな動きが多かった。実現に結びつけてい
くのはこれからの作業だ。適応策も温暖化対策法、そして地球温暖化対策法やパリ協定も実施は
これから。その意味で地球環境問題はやるべきことがまだまだ多い。しかも２０３０年にとどま
らす２０５０年、２１００年を目指す必要があり、そうした分野で貢献していきたい。
　パリ協定はＧ７サミットで今年発効を目指し国内作業を進めていくことで関係省庁とも一致。
一方で動かすための詳細ルールの合意は極めて重要であり、今年マラケシュで開催されるＣＯＰ
２２は注視したい。
　適応計画は関係する省庁も幅広く、政府一体で取り組む必要がある。また自治体や民間事業者
国民にも影響のある問題だけに情報の共有化が重要になる。
　長期戦略については２０５０年に向け、社会を変えていく必要がある。それだけに早期の議論
が必要だ。これは温暖化の視点のみならず、広い視野が求められる。すぐに結論づける問題では
ない。材料を提供し議論を活性化することが必要になるだろう。
　地球環境審議官としては、温暖化問題にとどまらずＳＤＧｓや公害等も重要な課題と認識して
いる。特に公害問題は、日本が貢献できる分野で、中国などからも期待されている。

13 環境特集・・・持続可能な次世代へ
　持続可能な社会は果たして実現するのだろうか。昨年ＣＯＰ２１が開催され、温室効果ガス排出
　削減にすべての国が参加、目標の提出・更新を義務付けるパリ協定が採択されたほか、２０３０
　年に向けた持続可能は開発目標（ＳＤＧｓ）を中核とする２０３０アジェンダが採択され、世界
　的な節目となった。今年、日本では地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための地球温
　暖化対策計画が閣議決定された。また、Ｇ７環境大臣会合が開催され、Ｇ７各国が積極的に環境
　問題への取り組みをリードしていくことを確認した。
　　ただ、世界に目を転じると地球環境は一段と厳しさを増している状況にある。気候変動による
　水温上昇により豪州グレート・バリア・リーフで９３％のサンゴ礁の白化が報告されたほか、
　国連環境計画（ＵＮＥＰ）などはベネチアやガラパゴス諸島、知床国立公園安など２９カ国の３１
　の自然及び文化的世界遺産が気候変動で危機にさらされていると報告している。森林破壊、砂漠化
　も進み、ますます深刻化している。環境問題は世界共通の問題という認識が共有化されてきた一方
　で、そうした声に慣れてしまい危機意識が麻痺していないだろうか。

14 　Ｇ７環境大臣会合・・・パリ協定　年内発効合意へ道筋
　Ｇ７伊勢志摩サミットの首脳宣言には、パリ協定の年内発効を目指すという世界に対する強いメ
　ッセージ発信のほか、環境分野での重要な成果も盛り込まれている。この流れを作ったのが、サ
　ミットに先立って富山市で開催されたＧ７環境大臣会合。世界の環境問題解決に向けてＧ７各国
　が連携しながらリーダーシップを発揮することが合意された。
　　会合閉幕翌日、丸川大臣は「コミュニケの採択を通じて、われわれの国内外における環境政策
　の実施に向けた強い意志を改めて確認できた」と強調、主な成果として３点を挙げた。
　　１つ目は、気候変動対策。
　　２つ目は、資源効率性。３Ｒについて。昨年の独エルマウ・サミットで、この件に関し首脳レベ
　ルで言及があり、これを受けた形で富山での議論が行われた。資源の効率的な利用やライフサイク
　ル全体を通じた持続可能性の確保を目的として、Ｇ７各国が今後行うべき野心的な取り組みを示し
　た「富山物質循環フレームワーク」という形で合意された。
　　３つ目は、「持続可能な開発の為の２０３０アジェンダ」について。このＳＤＧｓは昨年９月
　の国連サミットで採択された。
　　ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣｓ）の段階的な削減に係るモントリオール議定書改正につ
　いて、今年の採択を支持する意思が共有された。
　　また、カーボンプライシングについても活発な意見交換がなされ、将来の技術革新につなげて
　いくうえでも、カーボンプライシングが必要だというのが欧州勢の立場。この問題は、引き続き
　国際的な検討と交渉に委ねられる。

15 　 【パリ協定概要】

・産業革命前からの気温上昇を２℃よりも十分下方に抑える

ことを世界全体の長期目標としつつ、１．５℃に抑える努力

を追及

・今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランス

を達成するよう、世界の排出ピークをできるだけ早期に抑え、

最新の科学に従って急激に削減

・すべての国に各国が決定する削減目標の作成・維持・国内

対策を義務付け

・５年ごとに削減目標を提出・更新

・すべての国が共通かつ柔軟な方法で削減目標の達成等を報告

することを義務付け。専門家レビュー・多国間検討を実施。

協定全体の進捗を評価するため、５年ごとに実施状況を確認

項目 概要

全体の目標

削減目標の設定

削減の評価方法



・適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の

実施、適応報告書の提出と定期的更新

・先進国は資金を提供する義務を負う一方、先進国以外の締

結国にも自主的な資金の提供を奨励

・わが国提案の二国間オフセットクレジット制度（ＪＣＭ）

を含めた市場メカニズムを削減目標の達成に活用することを可能に

15 気候変動はグローバルリスク　投融資等企業価値に影響
　世界の月平均気温　４月は過去最高の１４．８℃

　世界の気温が上昇中だ。米国海洋大気庁（ＮＯＡＡ）によれば、２０１６年４月の世界の月平
均気温は過去１３７年間で最高値となる１４．８℃となった。月平均気温として過去４番目に高
く、海面温度も４月は観測史上最高だった。ＮＯＡＡでは今年１月、１５年の世界の平均気温は
１４．８℃とし、２０世紀の平均気温である１３．９℃より０．９℃高かったと発表しており、
日本の気象庁も１５年１２月に１１月までの世界の平均気温は平年を０．４℃上回り、１８９１
年の統計開始以降で最高値であるとしていた。ＮＯＡＡは高温傾向を地球温暖化に加え、エルニ
ーニョ現象の影響を挙げているが、このペースでいくと今夏は史上最も暑い夏になるもよう。
　世界気象機関（ＷＭＯ）は最近、南半球の大気中ＣＯ２濃度が４００ｐｐｍの大台に到達した
と報告した。大気中のＣＯ２濃度は氷河期の終わりから産業化が始まるまで２７８ｐｐｍで安定
していたが、ＮＯＡＡのデータによると人間活動によって過去２５年間で大気中ＣＯ２の直接的
温室効果は産業化以前と比べ５０％上昇したという。１５年には世界の平均ＣＯ２濃度は約３
ｐｐｍ上昇し、３９９ｐｐｍに達した。化石燃料を燃焼する設備の大部分は北半球に存在し、
海洋などのＣＯ２濃度は高く、北半球ではすでに１４～１５年に４００ｐｐｍに到達していた。
　今回、南半球のタスマニア北西海岸のグリム岬の観測地点と南極のケーシー基地で４００
ｐｐｍに到達したことが観測された。４００ｐｐｍへの到達は予想より早いという。
　こうした気候変動はグローバルリスクになるという。世界経済フォーラム発表のグローバルリ
スクの上位に気候変動による災害、温室効果ガスの排出量の増大といった気候変動関係のリスク
が１１年以降、継続して選定されている。米国や英国では気候変動を安全保障におけるリスクと
とらえ、国連やＧ７会合などでも気候変動がテーマに挙がっている。海外では気候変動が投融資
など企業価値に影響する事態に発展してきている。

15 日本も新たなステージ・・・環境省がアクションプラン、産業部門は３０年度に６．５％減
　ＣＯＰ２1を受け日本も新たなステージに入った。ＣＯＰ２１に向け約束草案として決定・提出
した、ＧＨＧ排出量を２０３０年度に１３年度比マイナス２６％とする中期目標は、地球温暖化
対策計画として５月に閣議決定された。５０年に８０％削減を目指す長期目標も盛り込んだ。
　計画では、エネルギー起源二酸化炭素については１３年度の約１２億３５００万㌧（ＣＯ２換
算）に対し３０年度に２５．０％削減（０５年度比２４．０％減）の約９億２７００万㌧とし、
産業部門は６．５％減、業務その他部門は３９．８％減、家庭部門は３９．３％減、運輸部門は
２７．４％減、エネルギー転換部門は２７．５％減とする。
　産業部門では、自主的取り組み、省エネ性能の高い設備・機器の導入、ＦＥＭＳ（工場エネル
ギー管理システム）による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を進めて
いく。
　一方、政府は昨年１１月、初となる適応計画も策定した。ＩＰＣＣ第５次評価報告書によれば
温室効果ガスの削減を進めても世界の平均気温が上昇すると予測、そのうえで緩和に加え、影響
に対処する適応の必要を示す。
　基本方針として、適応策の推進で生命、財産、生活、経済、自然環境などへの被害を最小化あ
類は回避し、迅速に回復できる安全・安心で持続可能な社会構築を目指す。戦略は、政府施策へ
の適応組み込み、科学的知見の充実、気候リスク情報などの共有と提供を通じ理解と協力の促進
地域での適応の推進、国際協力・貢献の推進の５つ。今後１０年の間に基本的方向を示すという。
進め方では、観測・監視や予測により気候変動影響評価を実施、その結果を踏まえ適応策の検討
実施を行い、進捗を把握し必要に応じ見直す。このサイクルを繰り返して取り組む。５年程度を
めどに気候変動影響評価を実施、必要に応じ計画の見直しも行う。

　環境省ではパリ協定から始めるアクション５０－８０という具体的な行動計画を推進、地球の
未来のためとして１１の取り組みを推奨する。
①一人ひとりの取り組み②まち・ふるさとでの取り組み③海外・世界での取り組み④暮らしを支
える未来の技術を創る⑤低炭素な投資を進める⑥長期低炭素ビジョンの策定⑦パリ協定の署名・
締結に向けて⑧地球温暖化対策計画・政府実行計画⑨電気事業分野の地球温暖化対策⑩気候変動
の影響への適応計画⑪気候変動の実態把握―で、同省のイニシアテイブで国内がウイをリードし
社会構造のイノベーションを実現させる。
　ライフスタイルの賢い選択など一人から始められる取り組みで、まず国民運動の強化を挙げ順
次、拡大・深化させていく。

途上国支援

市場メカニズム

適応



17 化学物質管理／情報伝達の新スキーム「ケムシェルパ」稼働
　強靭なＳＣ構築へ共通基盤、１００社・団体が賛同

　家電製品やＯＡ機器をはじめ、消費者が手にする最終製品に含まれる化学物質情報を伝達する
新たなスキーム「ｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡ」（ケムシェルパ）が稼働した。「持続可能な開発に関
する世界首脳会議」（ＷＳＳＤ）で合意した「２０２０年までにすべての化学物質による人の健
康や環境への影響を最小化する」という目標の達成に向け、世界の化学物質管理が強化され、サ
プライチェーン（ＳＣ）全体で化学物質の情報を正確かつ効率的に伝達することの重要性が高ま
っている。ケムシェルパは、経産省主導で開発し、約１００社・団体の賛同を得ている、４月か
らアーテクルマネジメント推進協議会（ＪＡＭＰ）が運営を開始した。国内標準はもとより、ア
ジアを始めとする世界に普及し、国際標準になることが期待されている。

　６月２８日（火）
1 「ネガテイブデータ」に光　失敗事例から新技術・事業・・・三菱ケミカル
　ビッグデータ化、開発効率向上

　三菱ケミカルＨＤは研究開発にビッグデータを活用する。研究が上手く運ばなかった過去の
研究事例、いわゆる「ネガテイブデータ」の蓄積に乗り出す。成功に至った研究成果は知的財産
として広く活用が進むが、失敗事例にも有効な知見が多くあり、新技術・新事業の開発に生かせ
る可能性がある。全社で情報共有すれば同じ失敗を繰り返さずにすみ、研究の生産性向上につな
がる。ＩＴ企業と組んで向こう２件程度かけてシステムを構築し、運用を始める。
　三菱ケミカルＨＤ・Ｒ＆Ｄ戦略室長の村山英樹執行役員は、「２次情報の相関関係から新しい　
モノを生み出すコンセプトは正しい」と話す一方で、「われわれは１次情報を生み出す現場にい
る。素材メーカーとしてそれを最大限に発揮することは圧倒的な強みになる」と、知的財産、
知的資本の両輪を徹底活用して研究開発の生産性を引き上げる考えだ。
　米国では、人工知能（ＡＩ）を使い新素材の開発を従来の２倍に早める「マテリアルゲノム
計画」が進行し、中国でも同様の取り組みを始めている。

1 経産省・・・英ＥＵ離脱で相談窓口設置
　経産省は２７日、英国の国民投票で欧州連合（ＥＵ）離脱が決まったことを受け官民意見交換
会を開催した。企業側からは主に情報提供が要望された。経産省はこれを受け、中小企業庁や
日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）の拠点に相談窓口を設置する方針を示した。
　林幹雄経産大臣は「情報を幅広く収集し、現地で活動する企業への影響を最小化する。日本と
しては、オープンで成長志向の経済連携を推進し、ＥＵとの経済連携協定（ＥＰＡ）交渉につい
ては、年内に合意できるよう最大限努力していく」と語った。

2 社説・・・中国で根付くか　ごみ分別回収
　中国政府が、また一つ難題の解決に乗り出した。生活ごみの分別回収システムを確立しよ
うというものだ。中国が、ごみ分別に取り組むのは今回が初めてではない。２０００年６月、建
設部（当時）が全国７都市で試験導入したことがある。しかし、「根付かないまま消えた」のが
実情だろう。今回の施策が上手くいけば、処理が追い付かない都市部のごみ処理の是正、さらに
は資源リサイクルを抜本的に改善し得る。今後の進捗を注視したい。
　中国政府は、２００８年、環境保護と省資源化を目指し、レジ袋の有料化に踏み切った。　
厚さ０．０２５ミリメートル以下の超薄型レジ袋の製造・販売・使用を全面禁止するとともに、



無料配布されていた一般レジ袋の有償提供を義務付けた。この制度はほぼ定着している。
　今回の素案では、公共機関などに対する強制措置を規定する一方、市民の生活ごみ分別に関し
ては、今後先行モデル都市での実践と並行して具体策を固める方向が示された。素案が指摘する
ように、市民への啓発が成否のカギとなろう。この点、強制的に導入する対象として学校を含め
た点は意味が大きい。一方で都市部で定着しない限り、生活ごみ回収システムそのものが整って
いない農村部のごみ処理の是正も困難だ。
　生活ごみの強制分別は北京、上海、天津、重慶の４直轄都市と各地方の省都を中心に先行導入
し、これらをモデルに３０年までに全国の都市部で分別習慣を定着させる。各都市毎に実情に合
わせた条例を策定することになっており、ごみ回収・処理で豊富な知見を有する日本の事例は
大いに参考となるだろう。自治体レベルでの情報交換や交流を期待したい。

2 石化設備　東南アジアで故障相次ぐ・・・シンガポール　エクソン一時停止
　東南アジアで石油化学設備の故障が相次いでいる。エクソンモービルのシンガポール第２期ナ
フサクラッカー（エチレン生産能力１００万㌧）が稼働を落としており、今週にも緊急修理を実
施するもよう。修理に２週間程度を要しそうだ。またタイでは、ＰＴＴグローバルケミカル（Ｐ
ＴＴＧＣ）が保有するタイ最大のエタンクラッカー（エチレン生産能力１００万㌧）は今月に
故障から復旧したものの、故障の要因となった部品の全面交換に１か月以上かかる見通し。この
ため全面交換までは半分程度の稼働率に止まる見込み。これらにより、短期的ながら域内では
オレフィンの需給バランスが引き締まることが予想される。

8 ３Ｄプリンター　素材にシリコーン・・・キーエンス　柔軟性と耐熱性を両立
　キーエンスは、紫外光硬化剤３Ｄプリンターの製品展開を強化する。新素材として、柔軟性が
高く約２００℃の耐熱性を持つシリコーン樹脂品を開発した。低吸湿の特徴を生かし、熱水用パ
イプの試作用途に利用が可能になる。また、独自の水溶性サポート材の適応で、緻密な造形を行
うこともできる。既存の通常樹脂、耐熱樹脂と合わせ３素材に拡充することで、試作や治具作製
などに提案の幅を広げ、市場シェアの拡大を狙う。
　同社のインクジェット式３Ｄプリンター「アジリスタ」は最小堆積厚み１５マイクロメートル、
プラスマイナス５０マイクロメートル程度と精度が高い。割れにくく低吸湿で反りずらい樹脂素
材も強みで、産業用途や医療支援などに向けた市場展開を進めている。
　新素材は、基材にシリコーンを採用した。バインダーなどの工夫で、シリコーンの持つ柔軟性
や耐熱性を損なわずに３Ｄプリンター用素材としての利用を可能にした。
白色染料による染付けに対応する。流水・熱水パイプの試作のほか、柔軟治具や血管模型などの
政策用途を想定する。

12 住友化学・・フィルム　自然な風合い再現、デザイナーとコラボ
　住友化学は２７日、意匠性樹脂フィルム「ＷＡＰＯ（ワポ）」を開発したと発表した。樹脂が
持つ耐水性や耐薬品性などの機能を維持しながら、フィルムの表面で手作りの様な自然な風合い
を再現できる。色合いや風合いのつくり込み、ブランデイング展開に有名デザイナーを起用し、
従来にない販売戦略に取り組む。樹脂売りからフィルム販売へと事業領域を広げて事業強化を図
る。ＷＡＰＯはオレフィン系の樹脂フィルムで独自の原料配合と新たな加工技術を組み合わせ、
フィルム表面に手作りにような自然な風合いを工業的に再現。顧客の用途に応じて表面の凹凸形
状や光沢、色をカスタマイズできる。生産は国内フィルム加工メーカーに委託する。
　第一弾商品として、しなやかな風合いとマット感のある黒とシルバーのフィルムを発表した。
コクヨのデザイン文具「トライストラムス」の手帳やペンケースの表地に採用された。今後、
樹脂や壁紙などの住宅内装、自動車内装材、家電、ファッション等幅広い用途を開拓していく。
　事業化に向けては監修にプロダクトデザイナーの柴田文江氏とグラフィックデザイナーの佐藤
卓氏を起用。日用雑貨や家具、医療機器など幅広い分野のインダストリアルデザインで活躍する
柴田氏には意匠性、色合いや風合いなどの面で助言を仰ぎ、佐藤氏にはブランデイング展開のア
ドバイスをしてもらう。新たな視点でマーケテイング戦略を練り、事業拡大を目指す。

　６月２９日（水）
1 出光創業家　総会承認が困難に・・・昭和シェルとの統合反対

　出光興産の創業家など同社株主が２８日、２０１７年４月に予定される昭和シェル石油との
経営統合に反対する意向を表明した。反対株主の持ち株比率は合計で３３．９２％に上がり、
今後開催が見込まれる臨時株主総会で、統合承認に必要な出席株主の議決権３分の２以上の賛成
を得るには困難な情勢となった。創業家などの代理人を通じ表明した。反対する第一の理由とし
て、石油メジャーに自力で対抗してきた出光と、メジャーの流れを引く昭和シェルとの体質が異
質であることを挙げている。

12 ポリオレフィン　１５年輸入量２割減・・・アジア市況高止まり影響
　２０１５年のポリオレフィンの輸入量は前年に比べ大幅に減少した。原油安や為替の円安進行
を受けて海外品の流入に歯止めがかかり、前年に比べ概ね２割減少した。このため国産品の需要
が活発化し、特にＰＥはこれまでに各社が採算性の低い設備を停止してきたこともあり、フル操



業を続けている設備が多い。現在の為替は円高傾向に転じているものの、ポリオレフィンのアジ
ア市況が高いこともあり、海外品の流入が強まる状況にはないとみられる。
　各社が今年度想定している為替１１０円に対し、現在１０２円前後と大きくかい離している。
海外品の流入の歯止めになる基準は１ドル１０５円との見方もあり、１６年のポリオレフィン市
場は前年とは様相が一転する可能性もある。ただ海外市況はエチレンを含めで高止まりの傾向を
維持しており、日本への輸入圧力は現段階では強まっていないものとみられる。

　６月３０日（木）
1 アラムコ―ＳＡＢＩＣ・・・原油から化学品直接生産、２０年めど　コスト削減

　サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコとサウジ基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）は、原油か
らナフサを経ずに化学品を直接生産する共同プロジェクトを推進することで合意した。
　立地や投資額など詳細は明らかにしていないが、紅海沿岸のヤンブーに大型製油所及び石油化
学コンプレックスを建設する計画で、来年初までに合弁に向けた事業化調査（ＦＳ）を行う。
総投資額は３００億ドル（約３兆７００億円）に上るとみられ、２０２０年頃の完成が想定され
ている。原油依存から脱却し輸出製品の付加価値を高めたいサウジ政府は、同プロジェクトを
向こう５年間の最重要計画の一つに位置付け、経済改革につなげる狙いだ。

11 ３Ｒ推進団体連絡会、リデユース目標設定・・・第３次自主行動計画策定
　　プラスチック容器包装リサイクル推進協議会など８団体で構成する３Ｒ推進団体連絡会は
第３次自主行動計画を策定した。２０２０年度までの５年間の自主目標で、各素材別のリデユー
ス及びリサイクルの数値目標をはじめ、主体間の連携に資する計画をまとめた。
　初めてリデユース目標を設定し、０４年度基準に対する軽量化、削減率を指標にした。１本当
たりの軽量化率を目標にしたＰＥＴボトルは２０％、スチール缶は７％に設定した。１本当たり
の軽量化率を目標にしたアルミ缶は１０％、飲料用紙容器は３％とした。削減率を指標とするプ
ラスチック製容器包装は１５％を目標にした。
　リサイクルでは、第２次計画の数値目標が１４年度時点で８素材中５素材が当初目標を達成し、
２素材が目標を上方修正している。３次計画では素材ごとにリサイクル適正の向上や多様な回収
ルートの確保などに取り組み、マテリアルフローの捕捉率向上を図っていく。
　プラスチック製容器包装は、指標を再資源化率からリサイクル率（再資源化率）とし、目標を
１５年度の４４％以上から４６％以上とした。

12 ５月の石油製品ＣＩＦ単価・・・原油が３カ月連続で上昇　　
　２０１６年５月の石油製品ＣＩＦ単価は、為替は１０８．９２円となり前月比で、
２．３５円の円高。原油価格は３カ月連続で前月を上回り１バレル当たり４０ドル台に乗せた。
円建てでは、１キロリットル当たり１９５０円高の２万７８３０円。
　ナフサ価格は、１キロリットル当たり１０１０円高の２万９３７８円。

【２０１６年５月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート１０８．９２円／ドル

（LPGは円/㌧、ドル/㌧）

　７月１日（金）
12 三井化学アメリカ　佐藤幸一郎　社長・・・強い事業をさらに強く、高付加価値領域を強化

　化学品原料のパラダイムシフトの発信源である米国。ここに三井化学は経営資源を厚く配分し
ようとしている。欧州が揺れ、アジア諸国も成長に陰りがみえるなか、安価な原燃料や物流等の
インフラが整い、自動車やヘルスケア産業を中心に底堅い需要を見込める米国に成長機会を見出
す。米総代表の佐藤幸一郎三井化学アメリカ社長に聞いた。
◆・・・三井化学の戦略上における米国の位置づけは。
「中国の需要減速と過剰設備問題、原料のパラダイムシフト（米国のシェール革命）を通して世
界の化学品市場は不可逆に動いた。従来、アジア需要をとらえるために基礎化学品に相当投資を
賭けてきたが、現在の中期経営計画では「モビリテイー」「ヘルスケア」「フード＆パッケージ
ング」の高付加価値領域を重点的に強化する戦略に大きく舵を切った」
「そのモビリテイー事業で米国は世界最大級の市場を抱える。デトロイト３は中国でも高いシェ
アを持ち、コントロールタワーは米国内にある。ＰＰコンパウンド事業はライオンデルバセルと
並ぶ最大手に位置し、接着性樹脂「アドマー」をはじめ、他の機能樹脂も有力な市場を握れてい
る。強い事業をさらに強くするという意味で米国が投資の有力候補になる」
◆・・・各機能樹脂を米国でどう拡大していきますか。
「アドマーはＰＰコンパウンドの生産を手掛けるアドバンストコンポジット（ＡＣＰ）に製造を

円／ＫＬ ドル／バレル
原油・粗油 27,830 40.62
ガソリン（自動車用） 33,850 49.41
ナフサ（石化用） 29,378 42.88
灯油 65,505 95.61
ＬＰＧ 40,048 367.68



委託するのが一つの完成形だ。ＡＣＰにはアドマー用の生産設備や検定設備を設けガソリンタン
ク向けにようなセキュリテーの高い製品を優れた品質管理体制の下で製造できる。
ミラストマーも米国での生産を視野に入れており、ＰＰの調達量が米国で有数の規模を誇るＡＣ
Ｐのインフラを活用するのが正攻法だろう」


