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　９月２６日（月）
10 ＩＥＡ、対日審査報告書・・電力・ガス改革　高評価、パリ協定目標実現、再エネ導入拡大が必須

　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、２０１６年版対日審査報告書を公表した。世界並びに日本の
エネルギーに関する中長期的な見通しや、各国の政策を評価したもので、日本で進行する電力やガス
の市場システム改革について、「エネルギーの安定供給に貢献し、消費者の選択の幅を広げ、事業機
会の拡大につながる」と高く評価した。
　２０１４～40年の石油消費量について、欧米や日本ではエネルギー効率の改善や再生可能エネルギ
ーの導入拡大によって減少する一方、インドや中国を筆頭にアジアで需要が高まり、世界全体では
成長すると予測した。
　天然ガスの需要は鈍化しており、１５～２１年の需要は０９～１５年の需要に比べ、約3割減少す
るとした。
　地球温暖化に関して、過去２年世界のＣＯ２排出量は約３３０億トンと横ばいで推移している。
この要因として、風力や太陽光などの再生可能エネルギーの発電コストが低下したことで導入量が
拡大し、ＬＥＤ機器が普及してエネルギー効率が改善されたことを挙げた。ただ、パリ協定にある
平均気温上昇を２度Ｃ以下に抑制するという目標に対しては、原子力発電やに傘下炭素回収貯蔵（
ＣＣＳ）を含めた対策を強化すべきと強調した。
　省エネは、建築分野で住宅などの建て替えにより省エネ性能が高まると予測し、原発再稼働は
国民の信頼性を得ることが重要とした。
　国内の再生可能エネルギー政策については、固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）により発電コスト
の低減や導入量の拡大を実現し、大きな効果を示し評価するとともに、１７年度以降の制度見直し
についても好意的な評価を示した。
　報告書公表に際して会見したＩＥＡのポール・サイモンズ事務次官は、「日本は電力分野で困難な
課題に直面してきたが、エネルギーシステムは強靭さを示してきた。３０年、５０年の温暖化対策
の目標に向け、最適なエネルギーミックスを実現してほしい。また、低炭素技術でも様々なイノベ
ーションを生み出してきており、、引き続き世界に貢献することを期待している」と語った。

10 内閣府が世論調査・・・年配者ほど地球温暖化に関心、若年層は普及啓発が必要
　内閣府は、地球温暖化対策に関する世論調査を実施した。地球温暖化問題への関心は総じて高く、
年配者ほど高い傾向。６０歳代の比率が高く、パリ協定をはじめ対策の内容まで知っている割合が多
かった。逆に若年層は低く、普及啓発が求められる結果となった。
　調査は７月２８日から８月７日に実施。２００７年８月以来となった。１８歳以上の日本国籍を
有する３０００人が対象。

　９月２７日（火）
1 経産省実証事業　化学工場ＩｏＴで保安・・・旭化成など１３社参加

　経産省は、化学プラントの保安について、ＩｏＴを活用する実証事業に着手した。配管の点検デー
タを収集、分析し、外部腐食の予測などに役立てる。旭化成など１３社が参加する。
　各社が過去に収集したデータ１万点に加え、新たに収集する実測データ５０００点を分析し、外部
腐食が発生しやすくなる条件や時期などを明らかにし、保安の効率化や水準向上を目指す計画。２０
１６年度事業として実施する。
　ＩｏＴやビッグデータを活用して保安水準の維持・向上を目指す個別企業の取り組みが進む一方、
データを共有化することで、業界全体の保安の効率化などが期待される。このため実証は各社の
ノウハウが漏出せず、協調できる領域である配管など設備の外部腐食検査に絞って実施する。
　実証事業は旭化成が受託した。他に住友化学、丸善石化、三井化学、ＪＳＲ、日本触媒、日本ゼオ
ン、三菱化学、昭和電工、ダイセル、東ソー、新日鉄住金化学、出光興産が参加する。実証事業は、
データの収集、分析が中心で、将来的には外部腐食の発生を予知できるシステムの構築を目指す。
配管の点検作業の効率化などが期待される。

12 ＯＰＥＣ・・・非ＯＰＥＣ１６年生産予測を上方修正
　ＯＰＥＣは、２０１６年の非ＯＰＥＣでの石油生産量見通しを日量５６３２万バレルとし、同１９
万バレル上方修正した。米国でのタイトオイルの増産、カザフスタンのカシャガン油田での新規生産
などを主な要因とした。同様に１７年の見通しも同３５万バレル上方修正し、同５６５２万バレルと
した。ＯＰＥＣがこのほど公表したオイルマーケットレポートで示した。
　非ＯＰＥＣによる生産は１６年平均量が前年比で日量６０万バレルの減少を見込む一方、１７年は
１６年比で２０万バレル増の日量５６５２万バレルと再び増加に転じる見通し。１７年は米国、中国、
メキシコで原産が予想されるなか、カザフスタン・カシャガン油田で新規に３７万バレルが生産され
るとした。
　１６年第３四半期以降は、非ＯＰＥＣで１７年第１四半期まで生産量は増加傾向となる見通し。
　ＯＰＥＣによる天然ガス液（ＮＧＬ）も同様に増産傾向となりそうだ。１６年平均で前年比日量
１６万バレル増の６２９万バレル、１７年は同１４万バレル増の６４３万バレルと微増で推移する
としている。
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　９月２８日（水）
1 経産・環境省　化審法制度見直し着手・・・総量規制の緩和検討

　経産省、環境省は、化学物質審査規制法（化審法）の制度面の見直しに着手した。少量新規化学
物質および低生産量新規化学物質の総量規制、有毒性の非常に高い新規化学物質の管理について、
検討する。両省合同の有識者会合が設置され２６日に初会合を開催、年内をめどに取りまとめる。
総量規制については、日本企業の国際競争力を削ぐとして産業界が緩和を強く要望しており、今後の
行方が注目される。
　製造・輸入量が１０㌧以下の低生産量新規化学物質や１㌧以下の少量新規化学物質は特例制度を
設けている。低生産は分解性と蓄積性試験のデータだけを提出すればよく、少量新規は試験データが
不要になる。ただ、これらの数量は全国の合計で、複数企業の申請があった場合は上限を超えない
ように政府が各社の製造・輸入量を調整している。このため事業者は生産や販売計画が立てにくく、
需要拡大にタイムリーに対応することを難しくしている。特に製品サイクルの早い電子材料向けの
化学物質は少量新規であることが多く、総量規制により供給が滞ると新製品開発等事業機会を失われ
ることが懸念されている。
　このため、２０１３年６月に閣議決定された政府の規制改革実施計画でも送料規制が見直しの対象
に挙がっていた。少量新規の総量規制を全国１㌧から１社１㌧へと緩和する場合は、法改正を視野に
入れる。
　化審法は０９年に改正され、１１年に全面施行された。５年経過時で見直されることになっており、
経産省、環境省、厚労省は今年３月に施行状況に関する報告書を公表した。報告書では、化学物質
管理などの今後の方向性が示された。示された課題の内、技術的なものについては３省の有識者会合
で検討し、制度面の課題は、経産省と環境省の合同会合で検討される。

5 福助工業　供給体制さらに拡充・・・食品容器の新工場検討
　福助工業は、持続的な成長を目指した供給基盤の整備を継続する。２０１４年から１５年にかけて
国内外３拠点で紙おむつなど衛生関連材料の増強を完了。引き続きロボットや人工知能（ＡＩ）等を
使った自動化ライン、省力化ラインの導入を視野に入れた生産性向上を推進する。この一環として、
新たな工場用地取得の作業に着手した。需要が拡大傾向にあるプラスチック食品容器の新工場建設へ
向けた検討に入っている。
　同社の１５年度（１６年３月期）の売上高は９９５億円。１６年度の１０００億円達成が射程に
入っている。１４年から１５年にかけて総額で約１００億円を投じ、国内及びインドネシアの生産
拠点で相次ぎ衛生材向け材料の増産体制を整えた。津根工場（愛媛県四国中央市）では不織布の
製造ラインを１系列増し能力を３０％拡大。外装フィルムを生産する土居工場（同）はＳ＆Ｂにより
印刷能力を３０％増強した。食品容器の製造は馬路工場（徳島県三好市）、三重工場（三重県いなべ
市）で手掛ける。生産能力の増強を検討しているのは電子レンジ加熱対応容器の需要拡大傾向にある
のが背景。市場動向を見極めて決断するが、ＰＰ素材を主力とする三重工場に拡張余力がなく、近隣
に保有する工場用地を活用して新工場を建設することが有力視されている。

5 ８月のＰＰフィルム出荷・・・ＯＰＰ５．５％増の１．９万㌧
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた２０１６年８月の出荷実績によると　
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムは前年同月比５．５％増の１万９１０７
トン、無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）フィルムが同６．９％増の１万２４９２トン
と、いずれも好調だった。ＯＰＰは、主力の食品包装向けを中心に内需が堅調だった。

【２０１６年８月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

23 エチレン用輸入ナフサ通関実績・・・８月、円建てで２カ月連続下落
　経産省がまとめた８月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価はドル建てでは５カ月ぶり
に低下し、円建てでは２カ月連続で下落した。１㌧当たり前月比１５．７㌦安の４０４．７㌦、
１キロリットル当たり１１４３円安の２万８４９６円となった。
　為替レートは１ドル＝１０３．２円で０．１円の円安だった。

　９月２９日（木）
2 シェル　クラッカー再停止・・・シンガポール　誘導品に影響も

　シェルがシンガポールに持つクラッカーが２７日、再び稼働を停止した。主要設備の一つである
コンプレッサーの不具合が原因の模様だが、２８日午前時点でフォースマジュール宣言はなく、不
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具合の程度や再稼働の時期など詳細は不明。パイプラインを通じた誘導品メーカーでの供給に支障
がでており、誘導品メーカーは外部調達の手配を含め代替調達を検討し始めた。
　同クラッカーは昨年１１月末から停止しフォースマジュールを宣言し、今年７月半ばに再稼働した
ばかりだった。その際、停止の原因など詳細は公式発表していないが、主な原因は保温配管の断熱材
の中に水分が侵入し鋼材が腐食する保温材下腐食（ＣＵＩ）とみられる。断熱財は配管だけでなく、
蒸留塔や反応器など主要設備にも用いられているが、ＣＵＩは外観からだけでは確認できないため
発見が遅れることがある。
　今回は現時点でフォースマジュール宣言もなく、再稼働の時期も不明。

2 インド　ＰＥ４０万㌧設備稼働・・・内需拡大に対応
　インドガス公社（ＧＡＩＬ）は、ウッタル・プラデシュ州バタ拠点で建設していたＰＥ設備を、
完工し商業運転を開始した。インド国内で拡大する内需向けに供給体制を拡充するとともに、同拠点
で昨年完工したエチレン設備の川下展開を強化している。
　ＧＡＩＬの新ＰＥ設備は、能力４０万㌧で、ＬＬＤＰＥ/ＨＤＰＥのスイングプラント。プロセス
は米ユニベーション・テクノロジーのユニポール技術を採用。コモノマーに用いるブテン－１を同
１万㌧から３万㌧に増強する計画も検討する。
　インドでは、１人当たりの樹脂消費量は先進国に比べ少量で、米国の６０～７０ｋｇ、中国の３８
ｋｇに対して、インドは１１ｋｇに止まる。インドのＰＥは、内需が昨年約３６０万㌧規模であるの
に対し供給能力は２６３万㌧と、多くを輸入に頼っている。今後もＰＥの内需は拡大基調と予測され
２０年までに４９０万㌧に達する見通し。

12 東燃ゼネラル　川崎工場、精製と石化を一体運営・・・ＪＸと統合、効率化を追及
　東燃ゼネラルグループの川崎工場は、石油・化学を一体的に運営する効率的な運営に特徴があり、
最大工場としてグループの屋台骨を支えている。東燃ゼネラルは来年４月に、同じ浮島や千鳥に拠点
を構えるＪＸホールデイングスグループと経営統合することが決定している。大きな統合効果を発揮
し、川崎工場は統合の象徴ともいえる存在になることが期待されている。
　川崎工場の機能・設備の２つの軸は、東燃ゼネラル石油の精製と、東燃化学の石油化学。通常は
精製と石化の製造は独立して運営される場合が多いが、ここでは全体の工場長が石化工場の工場長
を兼任し、実質的にも組織的にも完全な一体化が図られている。オペレーターもローテーションで
両設備を行き来するなど、その徹底ぶりが目を引く。
　この効果として期待できるのが、市況や市場動向に合わせたフレキシブルな運転。とくに相対的に
化学品の付加価値が高まっているなか、需要が縮小しているガソリンから中間品や化学品への生産
シフトを進め、製品ポートフォリオを最適にしている。具体的には化学品でいえば流動接触分解装置
（ＦＣＣ）でプロピレンを増産したり、芳香族原料の抜き出しを高めたりするなどの取り組みを進め
ている。
　もう一つの効果として、高いエネルギー効率の達成も成し遂げている。省エネ法に基づくベンチ
マーク指標の達成事業者として認定を受けている。
　ＪＸとの統合でカギを握ることになりそうなのが、浮島にある両社のナフサクラッカー。既に一部
をパイプラインでつなぎ、原料や製品のやり取りを図ったり、水素を融通したりするなどの連携を進
めてきたが、統合により一体化ができれば飛躍的な効率化が見込める。これまでに１製油所１クラッ
カーから、１製油所２クラッカー一体体制への移行だ。
　原料調達の効率化、原料・製品の在庫削減、出荷の一元化などできることは数多い。両社では、
統合の効果として川崎地区で年１００億円以上を３年以内に達成できるとみている。

　９月３０日（金）
1 日本化学工業協会　石飛修会長・・・今こそ大胆な変革を、得意分野を見定め勝負
　技術磨き地球規模の課題に挑戦

　不透明感を増す国際情勢、ＩｏＴ、ＡＩによる第４次産業革命、欧米化学企業の大規模再編など
世界の化学産業を取り巻く環境が急速に変化するなか、日本の化学産業はいかに存在感を発揮する
のか。５月に就任した日本化学工業協会の石飛修会長は「今こそ日本の化学産業もダイナミックに
変革し、高い技術力を武器に地球規模の課題に挑み、国際競争に打ち勝たなければならない」と
語る。
□・・・日本の化学産業が抱える課題をどう捉えていますか。
「国内化学産業の競争力の源泉は技術開発力だ。自動車やエレクトロニクスをはじめとする顧客との
すり合わせを通じて技術を磨き、グローバル競争力を高めてきた。しかし、多くの企業が同じターゲ
ットを求めて開発競争を繰り広げる余り、研究資源が分散し産業全体として競争力が低下する懸念も
ある。各社が得意分野を再度見定め、日本として世界で勝てる分野に投資を集中しなければならない」

□・・・ＩＣＴ（情報通信技術）の急速な発展は産業のあり方を変革するといわれています。
「製造技術とＩＣＴの融合や異業種提携が加速し、モノづくり全体が産業分類の既存の枠に収まらな
い姿に変貌しつつあり、化学産業はその真っ只中にいる。『今のままでは生き残れない』との認識の
もと、新技術を外部から取り入れることも考え、業態や仕事の仕方を変えていく必要がある」
「海外では技術変革を見据え、ダウ・ケミカルとデユポンの経営統合など大規模再編が相次いでいる。
次世代農業ひとつとっても仕組みや規模、変革するスピードの彼我の差は大きい。ＩＣＴを活用する
ことで様々な事業を切り拓ける可能性がある。今こそわれわれも大胆に動く時期に差し掛かっている
のではないか」

□日化協会長として何に最も気配りをされますか。
「新たな価値は安全で安定な生産があってこそ生み出せる・ここ数年、保安・労災事故は減っていな
い。咄嗟の判断や行動が事故につながるケースが多く、異常を目前にした際の感受性や注意力、それ
に対する対応力を強化する必要がある。協会を挙げて意識強化や技術伝承、現場人材の育成を行う。
プラントの安全管理にＩｏＴを活用するといった革新的手段も協会として検討していく」



2 ＢＡＳＦ　再生可能原料の適用拡大、「フェアブント」の強み生かす
　「マスバランス・アプローチ」ＰＡ６、大日本印刷が包材に採用

　ＢＡＳＦは、生産工程に再生可能原料を使う「マスバランス・アプローチ」を適用した製品を用
いて、日本で新たな事業スキームの構築に乗り出す。第１弾として、大日本印刷が再生可能原料を
使ったポリアミド（ＰＡ）６を主原料とするフィルムを包装材に採用することが決まった。興人フィ
ルム＆ケミカルがフィルムを生産する。原料から包装材までの工程で認証の取得を目指しており、
３社が協力して持続可能性に貢献していく。
　ＰＡ６の商品名は「Ｕｌｔｒａｍｉｄ　Ｍａｓａ　Ｂａｌａｎｃｅ」で、日本で初めて採用される
ことになった。
　ＰＡ６はこれまで生産工程に再生可能資源を使うことは困難とされていた。原料のカプロラクタム
は再生可能資源での代替が難しいとされていたため。
　マスバランス・アプローチでは生産工程の初期段階で、化石原料とともに有機廃棄油由来などの
バイオナフサや有機廃棄物由来のバイオガスを使用する。ＢＡＳＦの生産体制の特徴であるフェア
ブント（統合生産拠点）を生かした仕組みで、ＵＭＢの生産でもスチームクラッカーに再生可能原料
を使った。これでＰＡ６の生産工程に再生可能資源を使う道を開いた。
　同社は再生可能原料の投入量と、同原料を用いた製品の出荷量を厳密に管理、第三者認証機関の
テユフ　ズードの認証を取得している。製品の性能は従来品と同等を維持している。
　興人フィルム＆ケミカルズのフィルムと大日本印刷の包装材は、それぞれテユフ　ズードが認証
監査中。原料から包装材までのすべてのバリューチェーンで認証を取得し、化石資源の使用量削減
や温室効果ガスの排出量低減に寄与して、持続可能性に貢献する次世代の包装材の開発につなげて
いく。

2 マレーシア　ＯＰＰ工場稼働・・・サイエンテックス　フタムラ化学、食品向け開拓
　マレーシアのパッケージ大手サイエンテックスは、アジア太平洋地域における事業を強化する。
フタムラ化学との合弁を通じて同国で建設を進めていた２軸延伸ポリプロピレンフィルム（ＯＰＰ）
の工場を完工。このほど商業運転を開始した。新工場の生産能力は年６万㌧、約２億２０００万マ
レーシアリンギ（約５４億円）を投じてマレーシア最大の港であるポートクラン近郊のインダー島
ハラルハブ工業団地に建設。原材料の輸入や製品の輸出に適した立地となる。
　新工場は当初から日本向け輸出を念頭に置き、日本製鋼所製の最新型生産設備を導入。生産には
植物由来の添加剤を使用しており、将来的にはハラル認証の取得も視野に入れる。
　フタムラ化学は、サイエンテックスのコンシュマーパッケージ事業を担う子会社サイエンテックス
グレート　ウオール（ＳＧＷ）の発行済株式の１０％を取得。新工場でし生産されるＯＰＰの約３分
の１をフタムラ化学が引き取り販売する。


