
化学工業日報抄録　
【３月１３日（月）～３月１７日（金）】

　日本ポリエチレン製品工業連合会
松井

「化学工業日報」を一週間単位でまとめた抄録記事である。
日付の欄の下の頁（　）は当日のページを表す。
出展：化学工業日報（発行所：化学工業日報社）

　３月１３日（月）
１ 経産省　重要技術保全で指針・・・海外流出防止へ検討開始

　経産省は、重要技術の海外流出を防止するためのガイドラインを策定する。民生技術と軍事
防衛技術のボーダレス化が進むなか、わが国企業が保有する技術情報を保全することは産業
競争力の観点に加え、安全保障上の重要課題でもある。
　先端技術の適切な情報管理と流出防止を講じる為、近く有識者会議を設置して検討を進める。
　民生技術と軍事・防衛技術の垣根が低くなり、当事者が知らないままに軍事用途に転用され
る懸念も排除できなくなっている。技術情報は企業の競争力の源泉であり、各社が流出防止策
を講じているが、製造設備のリモートメンテナンスを通じたノウハウ流出など新たな懸念も生
じている。
　有識者会議では、営業機密や情報セキュリテイなどの各種基準なども踏まえ、重要技術の「
守り方」を検討する。ハードとソフト両面からの情報管理の在り方、企業単体ではなくサプラ
イチェーン全体でのサイバーセキュリテイ対策、企業の投資負担軽減なども検討する。ガイド
ライン策定後は、一部の研究開発予算に試行的に運用し、効果と妥当性を検証、内容の充実を
図る。

８ バーゼル法と廃掃法、改正案を閣議決定・・・不法輸出防止や輸入緩和など
　政府は１０日、特定有害廃棄物（廃鉛蓄電池、廃電子基板など）の輸出入を規制するバーゼ
ル法と廃棄物処理法（廃掃法）の改正案を閣議決定した。
　バーゼル法改正は、輸出では不適正取引や不法輸出の防止対策強化、輸入では最近の実情に
即して規制を緩和する内容。バーゼル法は有害廃棄物の越境移動を規制するため、政府間の事
前通告や同意要件を定めたバーゼル条約の国内担保法。１９９２年の制定当初は輸出量、輸入
量とも僅かだったが、非鉄金属２次資源の国際取引拡大にともない輸出入とも大幅な増加が
みられ、いくつかの問題が生じている。輸出では規制対象物の範囲を法的に明確にし、雑品ス
クラップ（廃電気機器と金属スクラップの混合物）の不適正輸出を防止する。また、輸出相手
国で有害廃棄物とされている物を規制対象に加えて承認手続きを要件化、環境大臣による輸出
承認手続きの確認事項も明確化する。
　輸入では、途上国からリサイクル目的で輸入される廃電子基板などを規制撤廃する。通告・
同意や輸入承認手続きを不要とする。規制緩和により資源獲得競争で日本企業の不利なポジ
ションが解消される。非鉄精錬業界の売り上げ増などの経済効果は最大で約１０００億円が
見込まれる。
　併せて、リサイクル目的での有害廃棄物輸入の認定制度を創設。有害廃棄物をリサイクルで
きる銅、鉛、亜鉛の精錬所を持つ企業が輸入する際は輸入承認を不要とする。
　廃掃法の改正は、バーゼル法改正と連動して雑品スクラップに対する国内での管理規制強化
を図るのが目的。適正保管を義務付け、不適正処理への罰則を強化する。

８ 環境省、ＨＦＣ対策の深堀りを・・・フロン類削減へ低減
　環境省は、フロン類対策の今後の在り方に関する検討を有識者会合で取りまとめた。排出を
抑制するためハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）の排出抑制対策の深掘りや前倒し、使用時
漏えい対策の検討、指導監督体制の強化などについて提言した。
　国際的には２０１６年１０月に特定フロンの生産などを規制するモントリオール議定書に
ＨＦＣが追加され、先進国は１９年から段階的にＨＦＣの生産量及び消費量の削減を開始し、
３６年までに８５％を削減する内容の改正が採択された。
　これを受け、取りまとめでは市中にストックされているＨＦＣのうち一定量が環境中に放出
されていることを踏まえ、できる限り対策を前倒し・深掘りを促していく取り組みが必要とし
た。脱フロン型の冷凍空調機器の普及を早める為、環境省が実施している省エネ型自然冷媒
機器導入補助金の交付対象として、新たに小売業のショーケースなどを追加するべきと提言し
た。指導監督体制の強化では、フロン類使用機器の効率的な所在把握の仕組みを検討する必要
があると明記した。
　排出抑制や回収率を高めるインセンテイブと位置付けられるデポジット制度やフロン税は「
経済的措置を整理し、具体的な制度の在り方について検討が必要」とした。

１２ 東レ経営研究所・・・１６年度ＧＤＰ成長率予想を上方修正
　東レ経営研究所は１０日、２０１６年１０-１２月期の国内総生産の２次速報を受けて、日本
経済見通しの改定版を発表した。実績が上方修正されたことから１６年度の実質ＧＤＰ成長率
予想を前回から０．１ポイント引き上げ１．３％とした。１７年度、１８年度は前回予想の
１．３％を据え置いた。
　２次速報に比べて設備投資などが上方修正された。日本経済の回復基調が鮮明になった証し
で、１７年度以降も実質ＧＤＰ成長率は１％台前半が続くとみられる。
　１７年度は東京五輪関連や人手不足を背景とする省力化などの設備投資がプラス要因となる。
１８年度も整備投資の回復が継続し、加えて個人消費の伸びが高まる見通し。企業部門から家
計部門へと回復が波及し、成長の牽引役が外需から内需にバトンタッチする年になる。
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　３月１４日（火）
７ エフピコ　小松　安弘　会長・・・オリジナル品で新市場創出

　２０１６年４-１２月期は売上高、営業利益、経常利益、純利益がいずれも過去最高を更新
　中期目標に掲げる売上高３０００億円、経常利益３００億円の達成へ向けて、事業基盤の
　強化に取り組む。

■・・・食品容器の市場環境はどうですか。
「中食市場の拡大にともないフタ付きワンウエイ容器が伸びている。増大傾向にある家庭への
ケータリング分野でも人、配送などの面からインジェクション容器ではなくワンウェイ容器で
対応していこうという流れになってくることが予想されるため、容器業界は今後もある程度
成長していける状況にあると思う」
■・・・電子レンジ食品容器のマーケットが拡大しています。
「最近は小売業界自体が工場生産をしなくてはならなくなっているが、日持ちを考えると電子
レンジ調理の方が安心ということだろう。一方、生鮮食品では地産地消が進み、大手ではなく
地元のスーパーが勝っていく状況になってきているが、全国に工場を分散、各地に配送センタ
ーを構えるなど物流体制を整備してきた当社にとってはチャンスが広がる」
■・・・２０１７年の見通しは。
「当社にとってはここ数年の合理化施策が実ってくる年となる。営業面ではＰＥＴ再生原料を
使用したエコＡＰＥＴ容器や世界で当社しか生産していない２軸延伸ＰＥＴ（ＯＰＥＴ）容器
をはじめとしたオリジナル商品を拡販し、新しいマーケットの創出に力を入れていく。
■・・・供給体制の強化については。
「昨年３月に中部ＰＥＴリサイクル工場隣接地でシート押出を経てエコＡＰＥＴ容器を成形す
る中部エコペット工場が稼働したのに続き、関東八千代工場敷地内にも使用済みＰＥＴボトル
やＰＥＴ透明容器からリサイクル原料、シート、容器まで一貫生産する新たな工場を建設中で、
今年９月までに完成する。
　また全国の成形工場では産業用ロボットの導入による生産工程の省人化・自動化を進め、各
ラインの生産性は着実に上がっている。３月末には自動包装機・除塵包装機を計２６台、ケー
ス梱包ロボットを計１６台稼働する。物流面でも配送の主要６拠点に音声ピッキングを導入し
スピード・精度向上を実現している」
■・・・原材料が高騰しています。
「これから伸びるのはＰＥＴ容器だが、関東エコペット工場が稼働すると、当社の再生樹脂生
産能力は中部、北九州と合わせた３エリアで総計５万㌧規模に拡大することになり、原料価格
上昇の影響度は他社と比べて圧倒的に小さい。原料が上がることにより業界のたたき合いで売
価が崩れることがなくなるという見方もでき、社内的には昨年よりも今年の方がいい環境にあ
ると言っている」

１２ 経産省　エチレン２月生産・・・４．２％減の５１万４８００㌧、稼働率は９６．６％
　経産省は１３日、２０１７年２月のエチレン生産量が前年同月比４．２％減の５１万４８０
０㌧になったと発表した。稼働率は９６．６％と高稼働を継続。１㌧１１００㌦を超える好市
況も続いており、国内石化各社の収益環境はいぜん好調だ。生産量は前月比で１２．８％減。
中国が旧正月前に需要を先食いするため毎年２月は１月に比べて減少する傾向にあるほか、
日数減も影響している。
　２月の稼働率９６．６％は前月に比べ３．４ポイント低下した。１月の稼働率は当初公表さ
れた１００．１％から１００％に修正された。稼働率が９０％を超えるのは１３年１２月以降
３９カ月連続。中でも１５年１１月以降は９５％を超えるフル稼働が続いている。

１２ １月エチレン換算輸出入・・・出超幅３．８％減
　経産省がまとめた２０１７年１月のエチレン換算輸出入によると、輸出から輸入を差し引い
た出超幅は前年同月比３．８％減の１３万１２００㌧となった。エチレン設備が昨年２月に１
基停止する一方で、国内需要が堅調に推移するなか、エチレンそのものの輸出が減少する一方
で輸入を増やしていることが背景にある。
　１月のエチレン生産量は同１．８％減の５９万㌧で、稼働率は１００％だった。輸出比率は
３２．３％と前月に比べ４．１ポイント低下し、輸入比率は１３％と前月並みに推移した。

　３月１５日（水）
1 日化協　化学物質管理活動「ＪＩＰＳ」・・・リスク管理の支援体制整う
　ウェブセミナーなど活用　サプライチェーンへ浸透

　日本化学工業協会は、化学物質のリスク低減に向けた自主活動「ＧＰＳ/ＪＩＰＳ」を前に



進める。セミナーの充実化やリスク評価ツールも開発など、リスクアセスメント（リスク管理）
を支援する体制がほぼ整った。今後は様々な人が化学物質を安全に使用できるようにＧＰＳ/
ＪＩＰＳをサプライチェーン（ＳＣ）に広く浸透させることに注力する。より広く情報を提供
できるようにウェブを活用したセミナーを検討するとともに、混合物のリスク評価など専門性
の高いセミナーも厚くしたい考え。

２ 社説・・・貿易摩擦招きかねない米の強硬姿勢
　米通商代表部は、今月１日に議会に提出したトランプ政権の通商政策に関する年次報告書で
「世界貿易機関（ＷＴＯ）の裁定が米国に不利な場合、必ずしも従わない」という姿勢を明ら
かにした。報告書では、制裁課税などを行うスーパー３０１条の復活も匂わせている。
　ＷＴＯは１９９５年に発足以来、貿易紛争解決に貢献してきたが、トランプ政権の対応によ
っては世界的な貿易摩擦を招きかねない状況にある。
　スーパー３０１条で記憶に残っているのが日本の写真フィルム市場に対する提訴だ。米イー
ストマン・コダックは、１９９５年５月に「日本の写真フィルムと印画紙の市場が閉鎖的だ」
として米通商法３０１条に基づき米通商代表部（ＵＳＴＲ）に提訴。ＵＳＴＲは日本の写真市
場に参入障壁があると認定し、審議はＷＴＯの場に移った。コダックは、反自由競争的なリベ
ートの仕組み、再販価格設定、水平的な価格維持、報復的行為などを問題点に挙げた。
　標的となった富士写真フィルムも全面的に戦う姿勢を示して反論、９７年１２月にＷＴＯは
日本側に軍配を上げた。
　今回のＵＳＴＲの報告書では、貿易協定は２国間の交渉を中心に据えることを強調した。
３０年近く前、貿易不均衡の是正を目的に日米構造協議が持たれた。８９年から９０年にかけ
てだ。８５年のプラザ合意で、米国の対日貿易赤字を食い止めるため円安ドル高是正が図られ
た。しかし以降の円高ドル安の下にあっても米国の対日赤字は膨らんだ。構造協議は、その要
因が日本の市場の閉鎖性（非関税障壁）にあるとし、主に日本の経済構造の改革と市場開放を
迫る内容だった。そうした流れのなかで米国議会はスーパー３０１条を通過させ、強硬な姿勢
を示した経緯がある。
　一方、ＷＴＯは自由貿易の保護で主導的役割を担ってきた。提訴や仲裁を依頼できる紛争解
決の第三者機関としての機能を持つ。米国がＷＴＯのルールに従わず、一方的な制裁を下すよ
うになれば、その動きに乗って世界的に貿易摩擦が広がる懸念がある。通商政策における極端
な強硬姿勢は、市場メカニズムを基本とする自由主義経済を歪める。米国といえども、もはや
国際協調なしに発展はない。ここは熟慮を求めたい。

１２ 三井化学　国産青果物の輸出支援・・・シンガポール研究開発拠点　鮮度評価設備を提供
　三井化学は、日本産青果物の東南アジア向け輸出を支援するサービスを始める。
シンガポールに構える研究開発施設の分析機器や作業場の一角を自治体やその研究機関に
提供し、試験輸送時の鮮度評価を行う場として活用してもらう。三井化学にとっては資産の
有効活用や評価ノウハウの習得につなげられるほか、グループ会社が開発を進めている鮮度
保持フィルムの実証など製品開発に生かせる。

　３月１６日（木）
２ 社説・・・環境変化に強靭な事業構造の追求を

　原油をはじめとする原材料価格の上昇を受けて、化学各社が相次ぎ価格修正を打ち出してい
る。円安も原材料調達価格の押し上げ要因となり、各社は収益確保に向けて不退転の覚悟で臨
む。原材料安が化学企業の収益に大きく貢献してきたこれまでとは大きく状況が一変しており、
企業体力が改めて問われている。
　原油価格の上昇を背景に、1月の全国消費者物価指数も上昇に転じた。２０１６年平均は
原油安を受けて４年ぶりにマイナスに転じていただけに、デフレ脱却への期待が膨らむ。
　化学各社の１６年４-１２月期業績は、円高の影響は受けたものの原燃料安、コストダウン
が奏功し増益を果たした企業が多い。３月期業績も同様の傾向を見込むが、円安が収益に貢献
してくる反面、足元の原材料費の上昇分をどれだけ製品価格に転嫁できるかが業績を左右して
くる。また、価格競争力をつけるとともに、高付加価値製品の展開がカギを握る。
　海外市場においては新興国経済の景気減速が懸念されたが、中国が電子材料関連などの業種



で復調しているという。トランプ政権による米国の保護主義化は、長期的には企業への影響が
懸念される。外部環境が不透明感の中にあって持続成長を目指すには、企業自体の一段の努力
が欠かせない。各社は幾度の過去の反省から、為替に左右されない経営体質の構築に取り組ん
できた。３月期業績予想において為替の前提を厳しくみても、利益が出せる企業が多いのは、
その成果の一つといえる。
　この時期に改めて、外部環境の変化に左右されない事業構造を追及すべきである。

10 プラスチック機械需要予測　　日本産業機械工業会まとめ
　押出成形機・・・国内、更新投資など期待

　押出成形機はインフレーション装置、ラミネート装置などで構成される。全体としては近年
穏やかな成長が続く。２０１６年も全体として増加。このうち国内は、設備投資意欲が上向か
なかったものの、食品関連や自動車関連を中心に更新需要が続いている。一方、輸出は食品
包装材向けやリチウムイオン２次電池関連の伸びが牽引した。
　１７年の市場動向は、１６年と同様の傾向が続くと予測した。国内は設備の更新需要が堅調
に推移する。インフレーション装置は伸びないものの、ラミネーション装置は、食品包装で底
堅い。輸出は日系企業の海外工場で投資が加速する。
　１８年の見通しは、国内で消費増税の前で駆け込み需要の可能性がある。東京五輪や都市開
発など投資機運があるが、楽観はできない。輸出は為替の影響が大きく出る。

　３月１７日（金）
1 石化協　定修テーマに検討会・・・要員確保など問題議論

　石油化学工業協会の淡輪敏会長は１６日会見を開き、石化産業に特有な定期修理工事を
テーマに課題の改善策を議論する検討会を４月に始動することを明らかにした。各社の定修
時期が集中しやすく、それによるメンテナンス要員確保が難しいなどの問題が発生している。
　淡輪会長は「個社対応ではなく全体論として考える必要があるとの共通認識から設置する
こととなった。１年をめどに今後の方向性や改善策などについて検討する」と話した。
　新たに設置する検討会は第３次「石油化学産業における環境整備等検討会（石環検）」。
「規制合理化による定修間隔の延長、設備老朽化による工事量の増大、技術伝承の遅れ、人手
不足などの問題がある。石環検で様々な観点で話し合う予定で、これは政府の求める働き方
改革にも資する」と述べた。
　市川秀夫副会長は「エチレン市況が空前ともいえるレベルで高止まりしていれば、新増設が
加速するだろう。１９年から２０年に向けて需給バランスが悪化することが懸念材料だ」と
語った。更に「国内石化メーカーは利益を確保している間にＩＴ技術の導入やサブシステムの
維持などの投資を行い、補強しておくべきだろう」と述べた。

10 プラスチック機械需要予測　　日本産業機械工業会まとめ
　ブロー成形機・・・付加価値容器向け伸長

　ブロー成型機では、押出ブロー成型機と射出ストレッチブロー成型機などに分けて市場調査
した。ただ、ユーザーが自社製品か社内でアッセンブリーした成形設備は統計に含まない。
　押出ブロー成型機の２０１６年の市場調査では、国内市場をみると工業用が自動車用燃料タ
ンク設備の増設や改造で伸びたが、他の自動車部品用は低調だった。
　容器類成形用は円安による国内生産の回帰や政府の補助金で設備投資が伸びた。コスト削減
に向け内製化検討も好材料だ。輸出市場は、工業用をみると日系・欧米系の自動車燃料タンク
メーカーが北米、東南アジア、インドで増設を実施した。韓国系も自動車部品で引き合いが強
い。中国は一服感があった。容器類成形用は主な仕向け先は東南アジアだった。中国は景気が
減速しインドは価格面で厳しく、中東は安価な中国製などが強かった。
　１７年の市場動向をみると、押出ブロー成型機は国内が小型輸送容器（バッグインボックス）
の設備投資で増える。自動車用燃料タンクは伸びるが全体で前年並み。容器類成形用は補助金
の活用で高付加価値容器向け設備投資が増える見通し。ただ、補助金は需要の先食いリスクを



含む。

12 ２月の主要石化製品生産・・・エチレン生産４．２％減　稼働率９６．６％
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた２０１７年２月の主要石油化学製品生産実績による
と、エチレンの生産量は前年同月比４．２％減の５１万４８００トンだった。
前月比でも日数減などから１２．８％減少した。実質稼働率は９６．６％で、高水準を維持し
ている。主要生産品目の動向としては、前年がうるう年だったが、定修規模の差や稼働率要因
から、ＬＤＰＥなどは前年同月比でプラスだった。
　主要樹脂の出荷動向をみると、国内出荷で前年同月比・前月比ともプラス。

【１７年２月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【２０１７年２月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

１２ 木村石連会長　原油価格、早晩回復へ
　石油連盟の木村康会長は１６日会見し、足元の業界、市場動向などを語った。ここにきて
下げ局面に入っている原油価格動向について「一時的な調整局面であり、早晩１バレル当たり
５５㌦まで戻る」と見通した。
　昨年末のＯＰＥＣ、非ＯＰＥＣの減産合意を受けて上昇、同５５㌦近辺で推移していたが
米在庫の増加などから足元ではドバイ原油で５０㌦と下げ基調になっている。ただ同会長は「
このまま下落していくことはない」と予測する。「需給バランスが改善に向かっている」のが
その理由。最新の国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の見通しでも産油国の減産が継続すれば、今
年は５０万バレルの供給不足になる可能性もあるとしている。米在庫が減少に転じたとの情報
もあり、同会長は「５５㌦に戻り、やがて５５～６０㌦で推移する」との予想を示した。
米利上げの影響も「すでに織り込み済み」なことから油価への影響はないとした。
　また資源エネルギー庁の石油精製・流通研究会で先頃示された第３次告示の基本的な考え方
に関し、「重質油分解設備の有効利用を促すもので、能力削減ありきといった内容ではない」
と評価。また同時に示された精製分野の政策支援の方向性についても「製油所の競争力強化、
精製会社の海外展開促進という内容は石連の考え方と同様だ」と賛同の意を表した。

品目 生産高 前月比 前年同月比
エチレン 514.8 87 96
ＬＤＰＥ 132.4 91 109
ＨＤＰＥ 70.5 83 102
ＰＰ 212.7 93 100

生産
出荷

在庫
国内 輸出 計

ＬＤＰＥ
数量 132.4 113.1 12.6 125.7

前年同月比 109 102 75

360.5
前月比 91 99 124 101 101

98 95

ＨＤＰＥ
数量 70.5 61.9 8.3 70.2 190.7
前月比 83 97 84 95 100
前年同月比 102 101 126 103 83

ＰＰ
数量 212.7 206.1 12.8 218.9 559.2
前月比 93 105 129 106 100
前年同月比 100 104 99 104 92


