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　３月６日（月）
２ 中国石化　エチレン４００万㌧増・・・４製油所に３．４兆円投資、国際競争力を強化

　中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）は第１３次５カ年計画（２０１６～２０年）期間内に、上海や
南京等中核４製油所に２０００億元（約3兆４０００億円）を投資する。４製油所の精製能力
は３割増え、エチレン生産量は４００万㌧増の９００万㌧に高まる。中国には生産能力の低い
製油所が乱立しており、大規模化を率先して進め、国際競争力を強化する。完成後の売上高は
１５年末比３８％増の８０００億元（１３兆６０００億円）を見込む。

１１ ポリオレフィンフィルム　大手値上げ出揃う・・・今月中旬から本格交渉へ
　ポリオレフィン系コンバーテイングフィルムは国内大手の値上げ打ち出しが出揃った。
フィルムコンバーター等との交渉は今月中旬から下旬にかけて本格化していきそうだ。今回の
価格改定は、昨年７-９月期を底に反転した国産ナフサ価格が上昇幅を拡大する中、原料樹脂の
値上げ受け入れが避けられない状況となったことが背景にある。
　フィルムメーカー各社は１連あたり３００円以上の改定幅で交渉に臨んでいる。一方、強含
むナフサ市況を受けて原料樹脂には２次値上げの可能性もある。
　値上げのアナウンスは、フタムラ化学、三井化学東セロ、東洋紡が続き、先週にはサントッ
クスが４月１日出荷分からを対象に表明したことで主要メーカーが出揃った。
東レやグンゼなども打ち出している。
　ナフサ市況は強含みで推移しており、４月以降の到着分は１㌧当たり５００～５３０㌦水準
にあることから、４-６月期の国産ナフサ価格は、更なる上昇が予想される。原料樹脂も再値上
げの可能性が残る。

１２ プライムポリマー　長繊維ガラスＰＰ量産・・・自動車構造材向け、千葉で年１万㌧規模
　プライムポリマーは、ガラス繊維強化ＰＰの量産に乗り出す。２０１８年に千葉県内の工場
に量産機を導入し、生産能力年１万㌧規模の体制を整備する。燃費向上を目的に軽量化ニーズ
が高まっている自動車の構造材向けに需要が拡大する見通し。新工場は製造技術や品質を磨き
上げるマザー拠点と位置づけ、米国やタイ等車の生産が盛んな海外への進出も計画していく。
　プライムポリマーは、ＰＰコンパウンド事業をグローバル展開し、米国、インド、メキシコ　
拠点で増強中。世界全体の生産能力は１０５万㌧、２０年度までには自動車生産の拡大に合わ
せて能力を２０万㌧程度増強する方針。量産するのは「モストロンＬ」で、高性能長繊維ガラ
スとＰＰを溶融・混錬して作る複合材。金属代替としてガラス繊維強化樹脂の市場は「世界で
中長期に着実に広がる」という。
　ガラス長繊維を使った複合材では三菱化学系の日本ポリプロも拡大戦略を打ち出す。熱可塑
性樹脂との複合材「ファンクスター」は日本、中国、米国に生産拠点を保有しており、２０年
度までに欧州にも拠点を確立し、世界４極体制を整える方針。

１３ 新たな潮流つかみ飛躍へ・・・日本の化学産業の飛躍への挑戦
　　日本の化学産業が飛躍の時を迎えている。２０１６年度に続き１７年度も好調な業績を
　維持する。それを下支えるのが石油化学、基礎化学製品等のコモデイテイ分野の好調だ。
　ここにきて原油価格が水準を切り上げていることや、為替変動が予想しづらいといった
　不安定要因もある。しかし、収益に最も大きな影響を与えるアジアの需給バランスは、
　少なくとも１７年は大きな変動の兆しはみられない。
　　各社はリーマン・ショック以降の世界経済の大変動を乗り越えるなか、高付加価値事業
　へのシフトといった事業構造の改善や、製造拠点の効率化などコスト改善を推進したこと
　で、過去と一線を画した高水準の利益を確保できる企業が増えている。いわば一段上の
　ステージに立った各社は、世界の政治・経済の新たな潮流をキャッチし、その動きに一
　早く対応しながら、更なる高見を目指す挑戦を始めている。

■三菱ケミカルホールデイングス・・化学３社統合、新体制発足へ　経営資源を最大限活用
　４月１日に発足する新三菱ケミカルは、現在５６あるＳＢＵ（事業部）を２６に集約し、ポ
ートフォリオ改革を推進する。経営資源を最大限活用し、成長を加速する。世界４極には地域
統括会社を設置し、事業部横断のマーケテイング活動を通じて自動車やエレクトロニクスなど
重点５分野で事業拡大を図る。
　三菱ケミカルＨＤは２０２０年までの投融資５０００億円に最大２０００億円を積み増し、
各部門が機動的に経営資源を活用し成長戦略を実行する。成長の原動力は海外に求め、海外
売上高比率は現状４４％から２０年度に５０％に引き上げる。米国、ドイツ、シンガポール、
中国に設置するリージョナルヘッドクオーターが地域戦略を指揮し、地域に根差した研究開発、
マーケテイングを一層強化していく。

■住友化学・・・技術優位分野に資源を集中、ポートフォリオ高度化
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　２０１６年～１８年度の中計で戦略的Ｍ＆Ａ枠を含め設備投資・投融資に７０００億円を
用意、その７割超をスペシャリテイー領域に振り向ける。技術融資性のある分野に経営資源を
集中し、年７％以上の利益成長を安定して実現する事業構造を目指す。
　今年度は印農薬メーカーのエクセルクロップケアやリチウム電池正極材を手掛ける田中化学
研究所、医薬品ではパーキンソン病薬や血液がん薬のバイオベンチャーを買収。飼料添加物
メチオニン、ＬｉＢセパレーター、ポリエーテルサルホン（ＰＥＳ）の増強投資も決定した。
　バルクケミカル領域は、ラービグ第２期計画の設備が順次立ち上がる予定。石油化学事業は
日本を含めた３極体制で競争力を高める。

■三井化学・・・２５年度営業利益２０００億円目指す、成長投資１兆円を断行
　２０２５年度に売上高２兆円、営業利益２０００億円を目指す長期経営計画を策定した。
成長投資１兆円をターゲット事業領域の「モビリテイー」「ヘルスケア」「フード＆パッケー
ジング」「次世代事業」の成長加速に振り向ける。顧客起点型ビジネスモデルの強化を図る。
景気影響を受けにくいターゲット事業領域の営業利益に占める比率を１６年度の７７％から
２５年度に８６％に引き上げ、持続的な安定成長につなげる。
　次世代事業では敗血症の迅速検査システムや節資源型作物栽培システム、ＩｏＴ分野向けに
圧電センサーなどの新事業を計画している。

１４ ■旭化成・・・新体制・新中計で巻き返し、技術融合進め総合展開
　今年度から事業持株会社制へ移行、同時に新３カ年中計をスタートした。
　マテリアル領域の旭化成ケミカルズ、旭化成せんい、旭化成イーマテリアルズの３社を本体
に吸収合併した。２００３年以来続けてきた分社化を通じた拡大路線は、各事業の意思決定の
迅速化などにより一定の成果を上げてきた。一方で、事業ごとの垣根を越えた総合力の発揮が
課題となっていた。最重要なターゲット領域である自動車分野の展開強化の一環としてドイツ
に欧州地域統括拠点も新設した。
　２５年に売上高３兆円、営業利益２８００億円の実現を目指す長期展望の基盤作りと位置づ
けられた３カ年計画では、最終年度の１８年度に売上高２兆２０００億円、営業利益１８００
億円の達成を目指す。期間中に投じる戦略投資額は３０００億円以上。

■昭和電工・・・高い収益性と安定性を追求、「個性派事業」拡大に力
　「個性派事業」の拡大を目指している昭和電工。個性派の定義は、数十億円の利益、２ケタ
の営業利益率、景気の変動に左右されないという３つを挙げる。中計１年目の２０１６年度に
は、ボラティリティの大きな事業で施策を決断。供給過剰が続き厳しい環境にある黒鉛電極で
は、ＳＧＬ　ＧＥの買収を決定。今年年央に統合完了を予定で、生産能力世界トップを誇り
業界をリードするポジションを確立する。ハードデイスクでは生産能力の適正化によってコス
ト競争力を向上させるなど事業基盤を強固にした。優位確立事業も拡大に力を注ぐ。ＬｉＢ
材料は事業規模が拡大し、今年から事業部体制に移行。中国市場での拡販とともに、立ち上が
りが期待される欧米展開も検討する。パワー半導体用炭化ケイ素エピタキシャルウエハーは
３月から社長直下組織で運営し、ＬｉＢ材料に次ぐ事業として事業化を加速する。

■東ソー・・・ビニル・チェーンが稼ぎ頭、営業益１０００億円の大台に
　コモデイテイーのビニル・チェーン事業が稼ぎ頭になり、今期の業績は各利益段階が揃って
過去最高を更新する見込み。営業利益は１０００億円の大台に乗る。今期の業績見込みでは、
売上高７３００億円、営業利益１０００億円、経常利益１０５０億円、純利益７００億円。
　スペシャリテイー分野もコモディティーよりは円高の影響を多いく受けているが、着実に
利益を拡大している。」ハイブリッド経営」の正しさと強さを証明した格好だ。
　今後の成長に向け、戦略的な投資もスペシャリテイ―分野を中心に着実に進めている。
ハイシリカゼオライト、ジルコニア、バイオ医薬品用分離済などの能力拡張を実行、ないし
決定している。

■宇部興産・・・「化学部門の復活」に重点、ナイロン生産体制強化
『化学部門の復活完遂』を重点課題に掲げ、３カ年中計を推進中。化学部門で営業利益２００
億円レベルへの回復を目指している。
　復活のカギを握る一つが、成長拡大に位置付けるナイロン事業。世界トップメーカーの一角
を占め、特に包装用フィルム向け等の押出用途に強みを持つ。ボラティリティの高い原料の
カプロラクタムを、ナイロン増強によって自家消費分を増やし、外販を減らすことで市況に左
右されない体質強化につなげる。その一環として、スペインで年４万㌧のナイロン６設備を増
設する。２０１８年２月の稼働開始予定で、能力を年７万㌧に引き上げる。高付加価値化も加
速する。ナイロン６では水素タンクライナー向けがトヨタ自動車の燃料電池自動車（ＦＣＶ）
「ＭＩＲＡＩ］に続き、新たにＦＣバスでも採用が決定。ナイロン１２ではガスパイプ向けの
拡大が期待できる。ナイロン６/６６/１２の３元共重合品はハイシュリンクフィルム用途に
展開し、ハムやチーズなど市場の大きい欧州向けを中心に好調に推移している。

１８ ■丸善石油化学・・・石精-石化連携プログラム導入、一体運営で競争力向上
　コンビナートの競争力強化と新規事業を積極展開してアジアトップレベルのオレフィンセン
ターを目指す丸善石油化学。現場力・保安力の向上による安全ナンバーワン企業、化成品と
昨日化学品事業の拡充、次代を担う人材育成の４つを骨子とする。中計のキーワードは『連携』
コンビナート中核企業として上流・下流との連携や地域連係の強化を推し進める。
　昨年３月にコスモエネルギーＨＤ（ＣＥＨ）の連結子会社となり、資本関係強化を通じて本
格的な石油精製―石油化学のインテグレーション強化に乗り出す。エチレン原料の多様化もテ



ーマの一つで、ブタンやプロパンの活用を検討する方針。グループ連携では、コスモ松山と
溶剤事業で協業を強めている。接着剤・修正液溶剤などが用途のメチルシクロヘキサン（ＭＣ
Ｈ）やペンタンの海外市場を開拓していく考えだ。

　３月７日（火）
２ 中国・全人代開幕・・・「構造改革」「環境対策」一段と強化、過剰生産解消などに力

　中国の第１２期全国人民代表大会（全人代）第５回会議が５日、北京市内で開幕した。
李克強首相は政府活動報告の中で２０１７年の国内総生産（ＧＤＰ）の伸び率について、
６．５％前後にするとの目標を示すとともに、引き続き構造改革を推進する姿勢を明確にした。
また、喫緊の課題である環境保護でも取り組みを一段と強化する方針を掲げた。
　過剰生産能力の解消は鉄鋼と石炭で重点的に行い、それぞれ６５００万㌧以上、２億９００
万㌧以上を削減し「１６年目標を超過達成した。その流れを踏まえ、第１３次５カ年計画（
１３・５）の２年目となる１７年は「安定を保ちつつ、前進を求める」との基調の下、政策を
展開し、経済成長と社会の調和・安定の両立を図る考え。ＧＤＰの目標成長率を６．５％前後
にする一方、「実際の取り組みにおいてより良い結果を得られるようにする」とも付け加えた。
　企業の負担軽減にも力をそそぐ。零細企業などの現在適用枠や科学技術型企業の研究開発費
の加算控除枠の拡大を打ち出す。政府の裁量権を縮小し、市場化を促すこともうたった。
　ここ数年必ず取り上げている環境保護では、「青い空を守る戦いに断固として勝利する」と
宣言。昨年で前年比５．６％減だった二酸化硫黄、同４％減の窒素酸化物について、今年はそ
れぞれ３％削減する。ＰＭ２．５は、重点地区で「濃度をはっきり低下」する。また再生可能
エネルギーの電力を優先的に買い取る姿勢も明記した。発生源対策も徹底し、すべての重工業
汚染源に対し、２４時間オンライン監視を導入していく。期限内に排出基準を守れない企業に
ついては、操業停止処分を下す。環境・省エネ産業の成長を後押しし、環境改善と経済発展の
両立につなげる。

５ 味の素・・・食品包材に焼却時ＣＯ２削減技術採用
　味の素は、サトーホールデイングスグループのサトーグリーンインジニアリング（東京都
目黒区）が開発した焼却時のＣＯ２を削減する技術「エコナノ」を「鍋つゆの素鍋キューブ」
シリーズの８個入りの外装に採用した。味の素は独自の環境マーク「味なエコ」の記載対象品
としてラインアップしている。
　エコナノは、ナノテクノロジーを応用し、焼却時に発生する炭素分を灰として残すことで
ＣＯ２を抑える。エコナノ採用前と比べて焼却時のＣＯ２発生量を２５％以上削減し、年間の
ＣＯ２排出量にして約４４㌧が削減されるも見込み。

１１ 酢酸エチル高止まり・・・メタノールなどに連動
　酢酸エチルのアジア市況が高どまっている。中国品に依存していた韓国の内製化により旧正
月明けから中国品の供給がだぶつくと目されていたが、メタノール及び酢酸の市況上昇に下支
えられてＦＯＢ価格は１㌧当たり７００㌦台を保っている。国内では輸入各社が市況上昇を受
けて今年２度目の値上げを実施しているが、一部の需要家からの抵抗が根強い。市況は今後も
高水準で推移するとみられているため、各社とも満額決着に向け粘り強く交渉を続けていく
方針。

１２ 昭和電工・・・前期配当無配に
　昭和電工は６日、２０１６年１２月３１日を基準日とする余剰金の配当を行わないと発表し
た。１２月期の決算延期に伴い、計算書類が確定できないため。
　連結子会社の昭光通商における決算の確定作業が遅延しており、３月３０日に開催予定の
定時株主総会開催までに会計監査人が未了となる見込み。計算書類が確定した段階で、配当実
施の判断や基準日の設定などを行う予定。

　３月８日（水）
1 化審法改正案　閣議決定・・・少量/低生産量　新規化学物質　総量規制を緩和

　政府は７日、化学物質審査規制法の改正案を閣議決定した。今国会に法案を提出し、可決
成立を目指す。法改正のポイントは２つ。一つは、少量多品種の機能性化学品が増加し、少量
低生産量新規化学物質の審査特例制度のニーズが増加している事に対応する総量規制の見直し。
　もう一つは、規制の少ない一般化学物質にも毒性が強いものが増えている事に対応する新た
な規制措置。審査特例制度は、新規化学物質の製造・輸入量が一定以下の場合は、国による
毒性などの審査を免じられる制度。現行制度では、企業が国に製造・輸入量の総量が一定量
（１㌧、１０㌧）を超えた場合は国が企業間の数量調整を行っている。国による数量調整は、
企業のビジネス機会を喪失したり、予見可能性の低下を来たし、国際競争力の低下も懸念され
る。化学メーカーのみならず川下メーカーにも影響が生じ、生産拠点の海外移転を検討する
企業も出てきている。
　このため、全国数量の上限値の基準を、製造/輸入量ではなく、「環境排出量換算」に変更
する。環境汚染防止という規制の趣旨を変えずに、国が数量調整を行うケースを減らすことが
できる。
　二つ目の変更点は、毒性が強い一般化学物質を新たに「特定一般化学物質」と定義し、不用
意な環境排出を防止する規制を設けること。厚労省、経産省、環境省の各省による通知、企業
の情報伝達義務、各省による指導・助言などを法律に明記する。



11 厚労省　骨子案・・・食品器具・容器包装　ポジテイブリスト制に　
　厚労省は、食品に用いる器具及び容器包装について、安全性を評価し使用を認めた物質以外
は原則使用を禁止するポジテイブリスト制度（ＰＬ制度）へ変更する。同省の検討会が骨子案
をまとめた。今後パブリックコメントを経て制度化する。
　日本では、ネガテイブリスト制度を導入しているが、欧米など海外ではＰＬ制度が主流であ
り、製品の多様化や輸入品の増加などから、安全性の確保を図るうえで新たな制度設計が求め
られていた。制度の国際的整合性も図りつつ、各材質について制度の必要性を検討したうえで、
優先順位をつけ、段階的に制度導入を図るべきとした。
　まずは幅広く使用される合成樹脂を対象として制度の導入を検討すべきとし、合成樹脂と他
材質を組み合わせた製品も食品摂食面に合成樹脂が使われている場合は対象とすべきとした。
　また、対象を合成樹脂とした場合、合成樹脂に様々な物質が使われているため、モノマー、
添加済などをどの範囲まで規制対象とするかの検討が必要とした。
　また、ＰＬに適合していることを確認できるように情報提供の仕組みも必要とした。その他
地方自治体が事業者の把握と監視指導を担うべきとした。一方で中小企業への配慮など準備期
間の設置、再生材料の取り扱い、食品の維持を目的としたアクテイブ物質などの扱い等課題も
指摘した。

　３月９日（木）
11 経産省ＷＧ提言、ＣＯ２フリー水素普及へ・・・ＰＴＧ技術向上カギ

　経産省は将来的なＣＯ２フリー水素の利活用拡大に向けた提言をまとめた。パワー・ツー・
ガス（ＰＴＧ）技術の活用や水素サプライチェーンの低炭素化などと共に、普及に向けた制度
設計が必要としている。同省が設置した水素・燃料電池戦略協議会のもとに開催した「ＣＯ２
フリー水素ワーキンググループ：が報告書をまとめた。
　２０１６年３月に改訂した水素・燃料電池戦略ロードマップでは、ＣＯ２排出が少ない水素
供給構造を実現することを最終目標としている。そのため化石燃料から水素製造プロセスに
ＣＯ２回収・貯留（ＣＣＳ）を組み合わせることや再生可能エネルギーを活用したＣＯ２製造
が求められるとしている。また再生エネの導入拡大には、水素によるエネルギー貯蔵で系統の
安定化を図ることが有効とされている。
　報告書は、ＰＴＧが再生エネ普及につながるとしているが、その心臓部の技術である水電解
の技術力向上が必要とし、２６万円/ノルマル立法メートル時を見通せる技術を早期に確立す
ることが重要とした。
　サプライチェーン全体の低炭素化を図ることの重要性も強調しており、液化水素、有機ハイ
ドライド、圧縮水素などの輸送法に加え、水素パイプラインも規格、敷設法、運用などについ
て検討すべきと提言している。
　ＣＯ２フリー水素の定義の確立も課題としている。再生エネ由来水素もライフサイクルアセ
スメント（ＬＣＡ）の観点からはＣＯ２フリーとはいえず、官民による定義が必要な時期に来
ているとした。
　またＣＯ２フリー水素の取引円滑化に向け、託送供給、グリーン電力証書、Ｊ－クレジット
制度（温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度）などの活用の検討を提案している。更に需要
家に対するインセンテイブを付与する制度を検討すべしとしており、発電段階では水素の省エ
ネ法上の取り扱いを検討するとともに、小売り段階ではエネルギー供給構造高度化法における
水素エネルギーの環境価値を評価すべきとしている。

11 景気指数、２カ月連続悪化・・・生産振るわず
　内閣府が８日発表した１月の景気動向指数速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比
０．７ポイント低下の１１４．９となり、２カ月連続で悪化した。
　生産関連の指標が軒並み振るわなかった。基調判断は「改善を示している」に据え置いた。
　鉱工業用生産財出荷指数が輸送用機械や非鉄金属を中心に低下、生産指数も悪化、耐久消費
財出荷指数は、北米向け自動車や国内向け軽自動車が不振だった。
　一方、商業販売額（小売り業）は風邪薬などの売れ行きが伸びた。

　３月１０日（金）
6 プラ製品　１６年生産微増（前年比０．５％増）の５６４万㌧

　日本プラスチック工業連盟がまとめた統計によると、プラスチック製品の生産・販売実績に
よると、２０１６年は量的には拡大したが金額ベースで前年を下回った。

【２０１６年のプラスチック製品生産・販売実績】（単位：トン、百万円、％）

フィルム計
　・農業用
　・包装用
　・ラミネート
日用品・雑貨
容器（中空成形）
総合計 4,055,997 -0.2

291,188 -1.0

-2.1
108,113 2.7
265,984 2.6

467,321

販売数量 販売金額 前年比
1,110,665 -1.6
32,877 3.4

1.2
-3.1
0.55,645,288

前年比
1.0
2.1
1.1
7.3

88,945
1,174,517
141,145
293,208
484,130

主な品目 生産
2,228,664

1.5
7.4
1.6

前年比
1.3
4.7

5,846,383
507,321
304,400

1,181,614
148,834

2,311,985
92,937

-0.8
0.9


