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　２月６日（月）
１ 精留塔

　「２０５０年までに温室効果ガスの排出量を８０％削減」。１５年末に新しい国際枠組みと
して合意されたパリ協定を踏まえて、政府が昨年５月に閣議決定した。長期戦略は２０年まで
に国連条約事務局に提出しなければならない。▼このため昨年から、経産省と環境省がそれぞ
れ有識者会議を設置し具体策の検討を進めている。前者は年末に中間整理を、後者は先週に素
案をまとめた。最初のたたき台だが、両省の立ち位置の違いが浮かびあがる▼気候変動問題は
最適解のない問題といわれる。多種多様な要素が複雑に絡み合い、何かの取り組みを進めれば
別なところで新たな問題が生じる。ステークホルダーが多いから皆が満足することはあり得な
い。中期目標でも議論は難航した▼長期戦略をどう考えるか―。社会インフラの総入れ替え、
産業構造の大転換、非連続・破壊的イノベーション、全く新しい視点や発想など。総論を語る
キーワードに異論の余地はない。これが具体的アプローチの検討段階に進むと合意形成が難し
くなる▼さて、８０％削減のインパクトはどれほどか。環境省によると１５年の日本の排出量
は１３．２億トン。このうち２０％超が冷暖房や自家用車などの家計関連。８０％弱が企業・
公共部門関連という内訳。社会の大変革は不可避だろうが、その絵姿は描ききれない。

１２ 三菱商事　ＣＮＴ造粒化技術　普及へ・・・飛散制御、流動性も、ライセンス展開
　三菱商事は、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）を樹脂にコーテイングする造粒（ビーズ）化
技術の普及に乗り出す。ＣＮＴ粉体が飛散する課題を解決でき、嵩密度や流動性も改善する為
物流コストを減らせ、製造工程を自動化できる。この技術をＣＮＴメーカーやユーザーにライ
センス展開する知財戦略を進める。自動車部品やリチウムイオン電池、塗料、繊維強化プラス
チック（ＦＲＰ）など幅広い分野で用途開発し、普及に際して課題があったＣＮＴ市場の拡大
を図る。
　三菱商事はビーズ化ＣＮＴを「デユロビーズ」（商標登録出願中）と名付け提案を始める。
開発者である久英之最高技術アドバイザーから特許専用実施権を取得した。
　既に国内外の産官学複数と共同研究を始めた。連携先が保有する分散技術など用途毎に要素
技術を組み合わせ共同で市場開拓を図る。樹脂・ゴムなどの導電分野のほか、電池、塗料、
潤滑、ＦＲＰ分野、農業など幅広い分野において事業化を想定している。
　世界市場は、現在年８００㌧、年率１０～１５％の自然増が見込まれ、２０２０年頃には
年２０００～３０００㌧規模に押し上げるとみている。

　２月７日（火）
２ 社説・・・環境問題解決へ地道な努力不可欠

　自動車には重量ベースで全体の１割程度のプラスチックが使用されている。地球温暖化防止
の観点から金属やガラスをプラスチックに代替しようという動きが活発化しており、今後この
比率を２割程度にまで高まる見通し。耐熱性などの点で難しいとされていたエンジン部品にも
プラスチックを適用しようという動きが出ている。
　一方、プラスチックのリサイクルは取り外しが比較的容易なバンパー以外、ほとんど進んで
いない。一般的な再資源化手法であるシュレッダーダスト（ＡＳＲ）では、自動車部品に求め
られる品質をクリアできる廃プラを分別・回収するのが困難なためだ。自動車メーカーは再生
プラの使用比率拡大を打ち出しているが、高品質の廃プラは現時点で十分とはいえない。
　このため、廃車からプラスチック部品を簡単に取り外せる車の開発が進められている。
解体業者とともに質の高い廃プラを細かく選別し、さらに金属除去設備などにより不純物を
除去することで、新品並みの再生プラを量産する仕組みの構築をめざしているという。
　最近スタートした「バンパーｔｏバンパー」リサイクルも、塗膜剥離や廃プラ選別など、
技術開発の蓄積があって実現したものだ。
　一方、米国で「パリ協定」脱退を公言するトランプ大統領により、オバマ前大統領が策定し
た温暖化対策の行動計画撤廃が発表された。化石資源への積極的な投資も打ち出されており、
再生可能エネルギーの開発に遅れが生じると懸念されている。
　資源問題や温暖化問題など地球規模の環境問題を解決するには、革新的な技術の創出だけで
なく地道な努力が不可欠だ。温室効果ガスの一大排出国である米国の方針転換が、世界の温暖
化対策にどう影響するかは不透明だが、低炭素をはじめとする環境技術の開発・普及が失速し
ないよう祈りたい。

１０ 中環審・・・廃棄物処理制度見直しの方向案
　中央環境審議会循環型社会部会は、廃棄物処理制度の見直し並びに特定有害廃棄物などの
輸出入などに規制のあり方の見直しについて方向性を環境大臣に意見具申する案をまとめた。
施行状況の点検を行いつつ、地球温暖化対策強化の観点も踏まえ議論してきた内容を報告書に
まとめた。
　廃棄物処理制度の見直しでは、監視体制の強化を通じた透明性と信頼性強化を進めるべきと
したほか、マニフェストの活用を推奨し電子マニフェストの普及拡大を盛り込んだ。
排出事業者の責任徹底、不適当な事業者への対応強化が必要としたほか、有害物質管理の徹底
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等を組み入れた。
　廃棄物などの越境移動の適正化に向けては、健全な再生利用や排出抑制などを挙げ、行政機
関などによる機能強化や事業者負担軽減へバーセル法との二重手続き改善などを記載した。
　一方、温暖化対策としての３Ｒの有用性にも触れ、低炭素型の社会実現に向け必要な方策を
検討すべきとしたほか、廃熱利用の拡大を盛り込んだ。
　このほか、地方自治体のあり方なども記載した。

１０ ＪＦＥ環境・・・横浜クリーン資源化工場閉鎖へ
　ＪＦＥ環境は２月末をもって横浜クリーン資源化工場（固形・建設系廃棄物処理工場）を
閉鎖する。２０２０年の東京五輪を控え、建設廃棄物に量的拡大は見込めるものの、廃棄物に
締める有価物の減少や単価の下落などもあり経営が悪化しているため。
昨年から２４時間操業を試みているが、芳しくないという。２０年の後を考慮、撤退を決断
した。

１２ 高稼働続く国内センター　石化より強く、決断の年
　シェール由来品台頭・中国石炭化学本格化・・・Ｓ＆Ｂなど変化に備え

　昨年、リーマン・ショック以降最高の稼働率９６．２％を記録した日本のナフサクラッカー
は、２０１７年も高稼働を持続する見通しだ。米シェール由来の石化プロジェクトは遅れ気味
で、影響し始める１８年までは謳歌できそうだ。
　１７年のアジアのエチレン設備の定修はシンガポールのエクソンモービルや台湾ＣＰＣ、台
湾ＦＰＣＣなどが予定する。日本では三菱化学旭化成エチレンの水島、三井化学の千葉、出光
興産の千葉が計画し、時期は春から夏に集中する。増設計画は韓国の大韓油化工業の３０万㌧
増と小規模にとどまる。エチレンを輸入する中国の需要成長は底堅く、今年も日本をはじめ
アジアのエチレン設備は高稼働を継続する見通しだ。
　三菱化学はエチレンが不足ポジションにあり、水島では今年の定修時にエチレンを１万㌧
増強する。昨年夏には鹿島でもボトルネック解消により１万㌧増強した。
　東ソーは四日市のエチレン設備でＳ＆Ｂによる分解炉の交換を検討している。大型分解炉を
導入することで生産効率を高めることで生産効率を高める狙い。費用対効果を勘案して決定す
る方針だ。

　２月８日（水）
１ 石化コンビナート改革、「広域連携」で競争力

　・東京地域＋鹿島・伊勢湾・瀬戸内・・・留分融通や共同物流
　石油精製・石油化学コンビナートの次なる構造改革の手段として「広域連携」の構想が浮上
している。製油所やナフサクラッカーの統廃合を通じ各社の生産最適化が一定程度進んでいる
が、米シェールの台頭などを受けて将来、国際競争が一段と激しくなるのは必至。コスト競争
力をさらに向上させるために部分最適からして情報連携を図り、留分の有効活用や共同物流に
取り組む。
　製油所とナフサクラッカーが共存するコンビナートは茨城・鹿島、千葉、神奈川・川崎、
三重・四日市、大阪・堺、岡山・水島、山口・周南、大分の８か所。構想は「東京地域＋
鹿島」「伊勢湾」「瀬戸内」の３つにわけ、広域連携を図る考え。



　大分から阪井までの瀬戸内地域は９つの製油所と４つのナフサクラッカーがある。各コンビ
ナートをつなぐパイプラインを建設することは難しいが、瀬戸内海の海運利用によって原料、
石油精製や石化で作られる半製品・留分を転送できる。東京湾内でも千葉、川崎間で平水船で
の製品のやり取りが可能とされ、工場間を船で結ぶ取り組みは欧州などでも事績がある。
　広域連携の最大の狙いは各社が個別に手掛ける物流を共同化する「物流改革」だ。その柱に
なるのが、大型輸出入基地の共同運営化で、原料調達や輸出の共同化を図る。
　国内コンビナートは製油所やクラッカーの統廃合、誘導品設備の停止が進み、国内需要に見
合う生産体制へと改革が進んでいる。一方で、原料調達力や立地条件、規制条件などを踏まえ
て算出した国際競争力は、石油精製と石化を一体運営するインド、台湾などアジアの競合に
劣る。小規模プラントが分散する日本の弱みを広域連携により強みに変えるには、資本の壁を
乗り越えたり異業種との関係強化が欠かせないが、利害の調整は難航が予想されそうだ。
　非競争分野で共通業務を効率運用するなど着手しやすい部分から連携を開始し、用役の相互
活用や、原料調達の共同実施、共同輸出など枠組を順次広げ、全体最適化を図ることが構想さ
れている。

12 ２０１７　トップインタビュー
　丸善石油化学　藤井　シュン　社長・・・競争力向上へ施策着実に

◆・・・２０１７年の環境認識は。
「米国の保護主義的な通商政策が引き金となり、世界貿易が縮小均衡に向かって世界経済が再
び減速する恐れがある。そうなると日本経済も横ばい圏から脱却できずに踊り場状態が長期化
するリスクも高まってくるだろう。不確実性が高く、合理的な前提条件を設定できない。ただ、
足元の業界環境は健全であり、好ましい状況が続いている」
◆・・・中計は「連携」がキーワードです。
「昨年３月にコスモエネルギーＨＤ（ＣＥＨ）の連結子会社になり、これまで以上に石油精製・
石油化学のインテグレーションによるシナジーの追求が可能になった。現在、コンサルテイン
グ会社の連携プログラムを両社で導入し、シナジーアイテムの発掘とスクリーニング作業を進
めている。１７年度から実行に移す予定だ」
◆・・・地域連係では、水素化石油樹脂の共同事業化を検討中です。
「コスモ、荒川化学工業と事業の早期立ち上げを目指してプロジェクトが順調に進捗している。
未利用のＣ９留分の有効活用、千葉への新規誘導品メーカーの誘致による川下連携強化、石化
インテグレート第１弾の３つの意味で重要な位置づけを担っている。今年の春にはＦＳの結果
が出てくるだろう」
◆・・・新規事業に関して。
「未利用留分の高付加価値化、化成品・機能化学品事業の拡大は、ナフサクラッカーの総合的
な競争力を高めていくため喫緊の課題だ。できることは何でもやる。未利用留分に関しては、
Ｃ４はイソドデカン、Ｃ５はシクロペンタンの増産など昨年一定に成果を得た。更にアセチ
レンの活用や配線用厚膜レジスト向けポリマーなどレジスト周辺材料の開発に力を入れている。
微細化、高純度化のなかで顧客が要求するスピードに応えられるよう地道な努力を重ねて信頼
関係を構築する」

　２月９日（木）
1 化学大手　今期、７社が増益予想・・・原油価格上昇対応がカギ　　　

　化学大手８社の２０１６年４－１２月期決算が出揃った。石油化学製品や基礎化学品の市況
高が目立った同期は、東ソーや三井化学が好決算となった。信越化学工業は米塩ビ子会社のシ
ンテックが利益を牽引した。
１７年３月期通期純利益は７社が増益を予想。旭化成など４社が過去最高を見込む。
石化市況は引き続き好調を見込むが、足元の原油・ナフサ価格は上昇基調にあり、製品価格に
どれだけ転嫁するかが各社の収益力を左右しそうだ。

【化学大手の２０１６年４－１２月期業績と１７年３月期予想】（単位：億円、％）

上段＝２０１６年４－１２月期業績、下段＝２０１７年３月期予想

社名
売上高 営業利益 経常利益 純利益

前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比

三菱ケミカル
24,506 -8.6 2,301 -7.5 2,052 -7.0 1,317 289.5
33,500 -5.5 2,970 -1.1 2,570 1.7 1,510 194.0

信越化学
9,222 -5.5 1,811 11.5 1,850 8.4 1,352 16.2
11,800 -7.8 2,250 7.9 2,300 4.5 1,600 7.5

旭化成
13,568 -6.3 1,141 -9.9 1,183 -5.0 896 25.0
18,700 -3.7 1,530 -7.4 1,540 -4.6 1,060 15.5

住友化学
13,898 -11.9 862 -27.8 1,150 -20.0 553 -34.6
19,600 -6.7 1,200 -27.0 1,300 -24.1 600 -26.3

東ソー
5,133 -10.2 714 48.0 754 55.5 518 71.5
7,300 -3.1 1,000 44.0 1,050 59.5 700 76.4

三井化学
8,700 -15.7 716 27.0 695 31.9 500 48.8
11,850 -11.8 970 36.8 910 44.0 550 139.5

宇部興産
4,399 -8.8 226 -27.4 226 -25.0 150 -21.6
6,100 -4.9 330 -20.3 310 -21.8 200 4.7

積水化学
7,662 -4.2 615 11.0 637 17.2 399 -1.3

590 4.110,670 -2.7 960 6.9 920 13.3



12 昭和電工　石化、国内シフト模索・・・エチレン需要取り込み、新規誘導品の立ち上げも
　昭和電工は、石油化学事業の国内市場へのシフトを模索する。ナフサクラッカーの停止によ
る供給力不足で、エチレンを輸入で補っている分の内需の取り込みを狙う。大分コンビナート
内での消費比率も高める方針で、新規誘導品の開発に力を入れている。２０１８年には事業化
のメドを付ける。誘導品群の拡充と外販分の安定供給先の確保で強固な事業基盤の構築を目指
す。
　アジアの石化市場は需要が底堅く、市況も高値の高環境が続くなか、大分コンビナートで
生産されるオレフィンは韓国や中国に近い好立地を生かして一定量を輸出している。
ただ、中長期的には米シェール由来の石化プラントの本格的な立ち上がりなどで需給バランス
が変化し国際競争が激化することが予想される。輸出の割合が高いことは事業リスクになる
可能性がある。

12 日本ポリプロ　千葉ＰＰ新設備ホライゾン法・・・２系列停止し効率化
日本ポリプロはＰＰ設備のＢ＆Ｓ計画を固めた。２０１９年１０～１２月に年産１５万㌧設備
五井工場に新設する方針。国内外で実証してきた横型気相法ホライゾンプロセスを採用する。
投資額は１００億円内の見通し。一方で、低採算設備を２系列停止する。親会社の三菱化学や
ＪＮＣ石油化学などの承認を４月までに得て、着工に乗りだす。同プロセスは機器数が少なく
簡素化されたためコスト競争力に優れる。製品中にゴム成分を多く含む耐衝撃性に優れるＰＰ
を安定生産でき、バンパーなど自動車材向けに高性能品を供給できる。
　新設と並行して五井工場と鹿島工場に保有するスラリー法設備合計２系列を停止する。

　２月１０日（金）
2 社説・・・「人の多様性」拒めば技術開発は廃る

「多様性」を強みに世界を牽引してきた米国に異変が起きている。トランプ新政権によるイス
ラム圏７カ国出身者の入国を一時禁止する大統領令が再び執行されれば、世界から優秀な人材
を集め、先端産業をリードしてきた同国が失うものは計り知れない。ワシントン州連邦地裁が
下した入国制限の即時差し止め命令により、取り敢えず復したが、新政権は徹底抗戦の構えに
あり、決着には時間を要するとみられている。
　米国は人の多様性を重んじ、これを武器として産業界も成長を遂げてきた。ＩＴ企業はアジ
ア、東欧を含め各国から優秀なエンジニアを集め、世界へ新たな技術を発信してきた。最先端
産業の集積地であるシリコンバレーでは、働く人の半数が外国生まれといわれる。今回の問題
を通じ、多様な人材を受け入れてきた米国の偉大さを改めて感じる。
　日本の企業もシリコンバレーに相次いで拠点を設けてきたが、今後、一時的措置であれ、新
政権による入国禁止方針によって優秀な人材が集まりにくくなる可能性もある。そうなれば、
米国外に拠点を移す可能性も出てこよう。その先が日本などアジアになってもおかしくはない。
ただ、米国のように多様性を受け入れられるかという問題がある。ようやく日本の企業もダイ
バシテイーを尊重する空気が醸成されつつあるが、実際の取り組みをみると女性活用に止まる
ところが少なくない。多様性を認め、受け入れることは優秀な人材の確保につながり、最先端
技術・イノベーションの創出にも及ぶ。日本もその土壌づくりに拍車を掛けるべきだ。

7 藤森工業　４-１２月期決算・・・増収も大幅減益
　藤森工業の２０１６年４-１２月期決算は、営業利益が前年同期比１７．３％減の５６億
７１００万円、経常利益が同１７．３％減の５７億８４００万円、純利益が同２３．０％減の
３５億５０００万円だった。プロテクトフィルムの販売単価下落に加え、台湾連結子会社の
固定費及び米国子会社の新工場立ち上げ関連費用の増加などにより大幅減益となった。
売上高は同１．７％増の７３１億７００万円。通期業績は売上高１０００億円、営業利益７８
億円、経常利益７５億５０００万円、純利益６億５０００万円を見込んでいる。


