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　４月２４日（月）
１ 社説・・・人手不足に頭を痛めるプラ加工業界

　３月の日銀短観によると、景況感は２期連続で改善した。自動車や汎用機械等輸出企業が
好調とみられる。商工中金の中小企業を対象とした３月の景況観測調査も、判断指数は３年ぶ
りの上昇となった。日本の産業は好転しているが、プラスチック加工業界の状況は異なるよう
だ。全日本プラスチック製品工業連合会の２０１７年１－３月期の会員景況感調査によると、
総合判断、来期の見通しとも１６年１０－１２月期に比べて「好転」が減って、「悪化」が増
えた。生産・売上高も「増加」が減り、「減少」が増えた。採算も「好転」が減り、「悪化」
が増えた。更にここにきて材料原料単価の「上昇」が増え、「下落」が減った。化学メーカー
が打ち出している原材料の値上げが響いているようだ。ＰＥの価格は上昇したが容器の単価は
全く変わらず、業界に修正の動きもないとの声がある。一方で電力料金の上昇が言われている。
　また経営上の問題点としては人財育成、技能者不足、採用難といった人事面の課題を挙げる
会員が多かった。こうした中、プラ加工業界は人手不足をＩｏＴやＡＩの活用で補おうとして
いる。西日本プラスチック製品工業協会は、近畿経済産業局、ムラテック情報システムと連携
して、プラスチック成形加工業界のＩｏＴ化に力を注いでいる。経産省のスマート工場実証事
業である「ＩｏＴ推進のための社会スステム推進事業」を活用ｓ、３者が中心となり成形加工
機メーカーごとに異なるデータ統合システムの開発などを進め、歩留まり改善や作業の省力化
などにつなげようとしている。外国人技能実習制度による外国人労働者の受け入れ枠の拡大等
多様な方法を組み合わせることにより人手不足への対応を図らなければならないだろう。
　昨年末に「下請法運用基準」および「新興法振興基準」が改訂された。これによりプラ加工
業界では、金型の無償保管や廃棄要請の減少に繋がっているようだが、なおコストダウン要請
があり、しっかりとフォローしていく必要がありそうだ。政府には、プラ加工業界への支援も
継続し、景況全体の回復・拡大につなげて欲しい。

３ デル、パソコン梱包材に・・・海洋プラスチックをリサイクル
　デルは２１日、ＩＴ業界としては初めて、海洋プラスチックを原料とした梱包材の出荷を開
始すると発表した。３０日からノートパソコンの梱包材の原料を、２５％の海洋プラを含んだ
リサイクル梱包材に移行する。この取り組みにより２０１７年は約７３００キログラムの同プ
ラスチックを使用するとしている。
　世界の海には５兆個以上のプラスチック片が存在すると言われている。リサイクルの流れは
沿岸地域や海岸、砂丘などに廃棄されたプラスチックを回収後、各種ごみ処理機で分別し、洗
浄などを行い、リサイクルしたＨＤＰＥと混合し、梱包材として成形する。この梱包材は分別
ごみとしてリサイクルが可能で、循環型経済の貴重な資源として利用する。デルは、２０年ま
でに１００％の持続可能な梱包材の実現を目指している。

１０ 中小企業白書、休廃業・解散件数が過去最高・・・重要性増す外部資源活用
　政府は２１日、２０１７年版中小企業白書・小規模企業白書を閣議決定した。起業・創業か
ら事業承継・Ｍ＆Ａもしくは撤退に至る中小・小規模企業のライフサイクルに着目。データを
多用して生産性変化の要因や雇用環境を分析。経営者の高齢化や人手不足等、構造的な課題が
進行するなかで持続可能な成長をとげるためには、外部ソースの活用が重要性を増している
と指摘している。
　０９年から１４年にかけて、中小企業の数は３９万社減少した。倒産件数は漸減傾向にある
が、休廃業・解散件数が増加している。１６年の休廃業・解散件数は２９万社超で過去最高。
　経営者の高齢化と後継者難が、休廃業企業の増加要因の一つ。休廃業時の経営者の年齢が
６０歳以上だった企業の比率は０７年の７０．５％が、１６年には８２．４％まであがった。
日本は他国に比べて企業・創業率が低く、創業から５～１０年経っても企業規模が拡大しない
ケースが多い。高成長型、安定成長型、持続成長型の３類型のうち、起業から数年で売上規模
が急拡大する高成長型はわずかで、持続成長型が全体の７割を占める。
　中小企業庁の調査によれば、創業期の最大の課題は資金調達で６０％を占め、人材確保や
販路開拓は３０％に過ぎない。成長期には資金調達（４７．８％）と質の高い人材確保（４７．
５％）が肩を並べ、量的労働力（３４．４％）が続く。事業の継承は中小企業にとって引き続
き重要課題。親族外継承が増えつつあるものの、後継者選定に時間がかかったり、資産の引き
継ぎ準備が遅れるケースも多い。後継者の選定開始から本人の了承を得るまでに要する時間は
３年以上が３７％。１年以内は２０％に止まる。
　後継者がなくＭ＆Ａを行ってもいいとする企業のうち、具体的に検討しているのは、１割に
満たない。Ｍ＆Ａを考える際に相談する相手は、顧問の公認会計士や税理士が６割、親族や
友人が４割強。白書はこうした分析結果を踏まえ、中小企業におけるライフサイクルの各段階
の課題に応じ、専門家による支援の構築が必要だと指摘する。経営資源に限りある中小企業は
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外部リソースの積極的な活用、シェアリングエコノミーの導入なども視野に入れながら、新事
業展開を進めることが重要だと強調している。

１２ 石化各社　設備修繕費　積み増し・・・チェック徹底し延命、三菱ケミは年１００億円増額
　三菱ケミカル等石油化学各社は、エチレン設備をはじめとする石油化学プラントの修繕費を
積み増しする。操業開始から４０年を超える設備が増え、定修時の所定の点検項目以外の配管
や部品で不具合が発生するケースが増えている。実際にプラント停止に至った例もある。国内
成長が見込みにくいなか、投資がかさむ設備刷新に踏み込むことは難しく、従来にも増してメ
ンテナンスを徹底することでプラントの延命を図る。
　水島、鹿島、四日市の３カ所で石油化学コンビナートを運営する三菱ケミカルは、２０２０
年度までの経営計画で修繕費として新たに毎年１００億円を投じる。市原と大阪で展開する三
井化学も年４０～５０億円を維持更新投資に充てる。住友化学はシンガポールの石化拠点で、
１８年に基幹装置の更新投資を計画する。エチレン設備の過半は２２年に操業開始から５５年
を経過するなど設備の高経年化が背景にある。
　業界団体の石化協も動き始めた。プラント老朽化問題は石化各社に共通で、互いに情報共
有しやすい非競争分野でもある。４月に第３次石油化学産業における環境整備等検討会を立ち
上げ、定修の問題をテーマに議論を始める。設備老朽化への対処や技術伝承、人手不足等の
課題も俎上に挙げ、いかに既存プラントを長期に維持するかを検討する。

　４月２５日（火）
２ 社説・・・食品ロス削減に容器包装技術に一役

　日本では食料の大半を輸入に頼る一方、まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」が毎年
大量に発生している。農水省と環境省がまとめた２０１４年度の食品廃棄物の利用状況による
と、食品ロスの発生量は６２１万㌧（推計値）もあった。「もったいない精神」はどうなって
いるのか。先ごろ農水省が「食品ロスの削減につながる容器包装の高機能化事例集」を公表。
これまでも冷凍冷蔵技術の発達や製造工程の改善が、長期保存や賞味期限の延長を可能にして
きた。更なる資材の開発、パッケージ構造の工夫など容器包装技術も大きな役割を担っている。
　１１年に長野県松本市ではじまった「３０１０運動」も、全国の自治体に広がっているが、
環境省も国民運動として力を入れ始めた。
　食品メーカーやパッケージメーカーが紹介されるなか、そこに一役買っているのが化学産業
が培ってきた技術の数々だ。多層化や微細孔等のフィルム加工により酸化を防止し、鮮度保持
や賞味期限の延長を可能にする。また、最適な酸素状態を保つことで変色や結露発生を防ぐ。
プラスチックカップの採用で強度が向上、変形や破損を軽減した例もある。蓮の葉の表面構造
を模した包装材料もユニークで、内容物の分離性を高め残渣削減につながった。外装フィルム
とインキの接着強度を最適化して印字濃度を上げ、賞味期限誤認による廃棄を減らしたケース
もある。
　容器包装は年々進化し、多種多様化している。事例集を通じて広く技術を普及するとともに
新技術への挑戦も望みたい。

１１ 経産省まとめ　主要石化製品　生産能力調査「エチレン」
 経産省によると、２０１６年末のエチレン年産能力は旭化成・水島の停止を受け、１５年末
比４３万３０００㌧減の６１５万５０００㌧（定修実施ベース）となった。
　生産量の推移は、１３年６６９万５７２３㌧、１４年６６４万７０３８㌧、１５年６８８万
２９９４㌧、１６年６２７万８８２１㌧となっている。１６年の輸出は前年比２４．４％減の
７０万２４１２㌧で、このうち中国向けは１６．８％減の５３万３７６２㌧となった。

【エチレン各社別生産能力】（単位：千トン/年）

会社名

旭化成

2015年12月末
（定修実施年） （定修実施年） （定修スキップ年）

2016年12月末

-

合計

出光興産
大阪石油化学
京葉エチレン
昭和電工
JXエネルギー
東ソー

491
480

東燃化学
丸善石油化学
三井化学
三菱化学

553
967

443

404
493

997
455
690
615
404
493

491
480
553

-
(A)6,588

-
997
455
690
615

1,101
500
768
691
443

612

527
540
525

550
567

6,824
(B)-(A) -433

481
496

(B)6,155
三菱化学旭化成エチレン



　４月２６日（水）
１ 日本省力機械・・・プラ成形　逆転の発想でコスト削減、「３次元ならい技術」で実現

　日本省力機械（群馬県伊勢崎市　田中章夫社長）は、プラスチックの成形コストを大幅に
削減する新手法を確立、加工産業に提案する。成型時（１次加工）でのバリの発生は気にせず
２次加工の段階で高精度に取り除くことを、独自の「３次元ならい技術」により可能にした。
６軸多関節ロボットと組み合わせることで「樹脂成形ラインの無人化を実現する」。すでに
大手企業の商業生産ラインに採用されており、「バリを容認するという逆転の発想で成形工程
を改善する」ことを目指している。
　カスタマイズしたロボットに、「３次元ならい技術」によるバリ取リ機能を持たせている。
成形材料（ワーク）の３次元の形状変化に追随してロボットがバリを取り除く仕組み。
厚い材料の加工や、小径穴から異形穴のデータ加工も可能。切りくずを飛散させずに回収する
方式により、不織布なども後処理なくトリミングが行える。射出成型、ブロー成形などにも
対応できる。同社はバリ取りの切削工具を自動研磨し、補正する技術も開発している。長岡
技術科学大学、群馬大学と共同で人工知能を使った自動補正技術の共同研究を新エネルギー
産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）のプリジェクトとして進めている。

１３ ポリオレフィンフィルム　値上げ幅圧縮加速へ・・・大手２社の内容変更受け
　ポリオレフィン系コンバーテイングフィルムの価格改定は、浸透に向けた交渉が加速しそう
だ。今月初めに包装用ＰＰフィルム大手のフタムラ化学が１連あたり２００円以上に上げ幅を
圧縮したのに続き、中旬には三井化学東セロも同様の改定幅で仕切る直した・新たな実施日は
フタムラ化学が４月２１日出荷分から、三井化学東セロが５月１日出荷分からとした。両社
とも先週から今週にかけて交渉の大詰めを迎えている模様。

１３ 課徴金減免制度を拡充・・・水準引き上げ
カルテルや入札談合といった違反行為をした企業に対する課徴金にあり方を議論する公正取引
委員会の独占禁止法研究会は２５日、違反を自主的に申告した企業への課徴金減免制度の拡充
や、課徴金額の水準引き上げを盛り込んだ報告書を公表した。
　公取委はこれを踏まえ、独禁法改正案の制度設計に着手し、早ければ来年度の通常国会に法
案を提出する。報告書は企業に自主的な違反行為の発見・是正や未然防止などを促すため「調
査に協力するインセンテイブ、調査を妨害するデイスインセンテイブを十分確保する仕組みを
導入する必要がある」と指摘した。

１３ 経産省まとめ　主要石化製品　生産能力調査「ポリエチレン」

【ポリエチレン各社別生産能力】（単位：千トン／年）

※１　ＬＤ（ＨＰ、ＬＬ）専用設備
※２　ＨＤ、ＬＬ併産設備

　ポリエチレンの国内生産能力は微増ながら４年ぶりの増加となった。２０１６年末の年産
能力は１２社合計で３３７万５０００㌧。ＬＤＰＥで１万５０００㌧の上乗せがあった。

ＬＤ専用設備※１
(　)内ＬＬ

ＨＤ専用設備
併産設備※２
（）内ＬＬ

ポリエチレン計
（　）内ＬＬ

2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年 2015年 2016年
12月末 12月末 12月末 12月末 12月末 12月末 12月末 12月末

旭化成
120 120 116 116 47 47 283 283

(0) (0) (0) (0)

宇部丸善ポリエチレン
173 173 173 173
(50) (50) (50) (50)

住友化学
305 305 305 305

(133) (133) (133) (133)
ＪＮＣ 63 63 63 63

東ソー
183 183 125 125 308 308
(31) (31) (31) (31)

日本エボリュー
300 300 300 300

(300) (300) (300) (300)

日本ポリエチレン
619 619 423 423 1,042 1,042

(271) (271) (271) (271)

ＮＵＣ
180 180 120 120 300 300

(72) (72) (72) (72)

プライムポリマー
85 85 116 116 98 98 299 299

(85) (85) (11) (11) (96) (96)
丸善石油化学 111 111 111 111
三井化学 6 6 6 6
三井・デユポンポリケミカル170 185 170 185

合計
（Ａ） （Ｂ） （Ａ） （Ｂ） （Ａ） （Ｂ） （Ａ） （Ｂ）
2135 2150 960 960 265 265 3,360 3,375

（0）

(871) (871) (83) (83)

（0）

(954) (954)

（Ｂ）－（Ａ）
15 0 　　　　　  0 15

（0）



　１３年はプライムポリマーのＨＤＰＥ１系列１３万㌧、１４年は日本ポリエチレンのＨＤ
ＰＥ１系列５万２０００㌧、プライムポリマーのＬＬＤＰＥ１系列６万㌧、１５年は日本ポリ
エチレンのＬＬＤＰＥ１系列９万２０００㌧がそれぞれ停止した。１６年は三井デユポンポリ
ケミカルのＬＤＰＥ増加以外は変動なし。
　経産省によると、１６年の国内生産は前年比１．５％減の２５６万８９７６㌧。このうち
ＬＤＰＥは１．３％増の１５４万３０７㌧、ＨＤＰＥは８．１２％減の８２万４５１５㌧。

１４ 昭和電工　１２月期決算・・・営業益２６％増
　昭和電工の２０１６年１２月期決算は、営業利益が前期比２５．５％増の４２０億円。
石油化学事業がアジア市場の堅調な需要を受けて好スプレッドを確保したほか、化学品やアル
ミニウム事業も好調だった。経常利益は同２０．７％増の３８６億円、純利益は前期に比べ
特別損失が減少したことなどから同１３．３倍となる１２３億円と大幅増益。
売上高は原材料価格の下落による製品価格の低下などから同１３．５％減の６７１１億円。
　今期売上高は前期比１１％増の７４５０億円、英豪利益は同２９．６％増の５４５億円、
経常利益は同２２．８％増の４７５億円、純利益は同約２倍の２５０億円を見込む。

　４月２７日（木）
１ プラ容器から水素・・・原料ガス事業化目指す、ＪＦＥエンジグループ等

　使用済みプラスチック製容器包装をガス化して、水素やエタノールの製造に用いる取り組み
が始まっている。ＪＦＥエンジニアリンググループのジャパン・リサイクルと倉敷市ＰＦＩ
事業会社の水島エコワークスは、製鉄所の発電所向け燃料ガスとして販売していたが、２０
１９年度にも水素製造用ガスとして販売する。
　オリックスグループのオリックス資源循環は、プラスチックや合成ゴム原料のエタノールと
して１９年度にも販売を開始する。低炭素社会や資源循環社会の実現を見据えた新たな再資源
化手法として期待される。
　３社ともプラスチック製容器包装の再商品化事業者で、ケミカルリサイクル手法によって使
用済みプラ容器包装をガスとして再商品化している。
　ジャパン・リサイクルと水島エコワークスは水素社会の到来を見据え、製鉄所の冷延鋼板
製造の最終工程における炉内雰囲気調整用プロセスガスに用いる水素の製造用ガスとして販売
する。オリックス資源関連は微生物を使いエタノールを製造、化学メーカー向けにプラスチッ
ク原料や合成ゴム原料として販売する計画。３社とも実用化のメドは得ており、今年度は
事業化のＦＳなど、１８年度に設備建設や実証試験などを実施。１９年度に実用化に乗り出す
方針だ。

２ 社説・・・アジア石化会議に「炭素化学」の視点
　アジア石油化学工業会議（ＡＰＩＣ）が５月１８・１９日の両日、札幌市で開催される。
日本がホスト国となるのは６年ぶり。３月に開催された米国燃料・石油化学製造者協会による
国際石油化学会議では、シェールベースの新増設の進捗などが報告された。建設の遅れと工場
オペレーター等の人材不足が深刻なことが指摘された。一方、エチレン誘導品が大量に生産さ
れるとの見方が強い。アジアへの影響は当初予想ほどではなく、市況への下押し圧力も大きく
ない可能性がある。中東などでの新増設の遅れもあり、需要を補いきれず、エチレン不足と
市況高に繋がっている。スプレッドをどれだけ維持できるかは原油価格の動向次第だが、世界
経済の成長の柱であるアジアが堅調に推移するなか、需要が大きく崩れる心配は少ない。
　石化の好況が当面続きそうな環境下で開かれるＡＰＩＣ。主題は「炭素化学の目指すもの、
持続可能な未来への道筋」。今回新たな分科会として「環境分科会」を設ける。「パリ協定」
の発効などを踏まえて、従来の「石油化学」の枠組だけで議論をするのではなく、「炭素化学」
という視点を取り込み、世界に意見発信する方針だ。
　環境分科会では、温室効果ガスの排出削減、気候変動問題への対応、フードロスの削減や
リサイクル、廃プラスチック対策や海洋ごみ等幅広い社会問題に対し、いかに石油化学産業が
貢献できるかが日本の有識者によって報告される。具体的製品として、自動車の軽量化に寄与
し、日本が世界トップを走る高機能樹脂や炭素繊維が挙げられる。

１２ 日本ポリプロ・・・五井に１５万㌧新設、１９年秋稼働　独自技術で競争力
　日本ポリプロは、五井工場に約９０億円を投じてＰＰの新工場を建設すると２６日発表した。
生産効率に優れる横型気双方ホライゾン技術を採用し、生産能力は年１５万㌧。２０１９年
１０月の営業運転を予定。計画通りに進めば新工場の稼働は０９年以来１０年ぶりで、日本の
石化産業にとっても久しぶりの大型投資となる。同業の三井化学系のプライムポリマーも２１
年頃の新設計画を練っており、自動車や包装材等幅広い用途が見込めるＰＰを基点に石化の
国内投資が復活する。

１２ 住友化学・・・３月期の予想利益を上方修正
　住友化学は２６日、２０１７年３月期の業績予想を見直し、各利益を上方修正した。
営業利益は従来予想比１１．７％増の１３４０億円（１６年３月期は１６４４億円）、経常
利益は同２８．５％増の１６７０億円（同１７１２億円）、純利益は同４３．３％増の８６０
億円（同８１４億円）。為替が想定より円安に進んでいるうえ、持ち分法投資利益の増加や
為替差損益の改善も見込む。



　４月２８日（金）
２ 社説・・・ＡＩ活用を新市場創造に結びつけよ

　ＡＩは、ロボテイクス、ビッグデータ、ＩｏＴ等と並んで「第４次産業革命」を構成・推進
するための重要な技術である。個別企業においてもＡＩの活用を検討、実施する動きが広がり
つつある。ただ、その多くは既存業務の効率化、人の労働の代替といった類だ。重要なのは、
むしろ新市場創造にむけたユーザーニーズの探索・深耕という視点だろう。
　先行するサービス産業だけでなく、素材産業である化学においても導入の動きがある。
三菱ケミカルＨＤが、４月１日付けでＡＩ等新技術の活用を担当する「先端技術・事業開発室」
を設置したのは象徴的な事例だ。しかし、具体的な活用法はまだ模索中だ。技術やデータ」の
集積に着手したという段階に過ぎないのが、多くの企業の現状といえる。そしてその活用法も
「ＡＩによってこれまでの仕事の効率性が色濃いようだ。三菱ケミカルの「先端技術・事業
開発室」はその名からうかがえるように「事業の開発」を目指すものだ。こうした発想をして
いる企業は少数派といえるかもしれない。出来合いのシステムを導入して事足れり―という
ケースさえ散見される。最も期待される効果は、新しい需要や市場の創造にこそある。産業
技術総合研究所の人工知能研究センターは、野村総合研究所との調査・研究で「ＡＩの活用で
あり方が変わる市場は、生活サービスだけで現状だけでも８０兆円に上る」と試算している。
　ＡＩが隅々にまで行き渡ることで、これまでと全く違う社会や生活が創造されるわけだ。
　市場を創造することが、企業の生き残り、」勝ち残りにつながっていくのではないか。
　そのためには自社の効率化一辺倒の活用ではなく、ユーザーや生活者の視点で、ＡＩを生か
した製品サービス・技術の開発を進めていくことが求められている。個別企業の枠組を超えた
データ連携の強化も重要だ。官民あげて本格的に取り組まなければ、米国の後塵を拝すること
になりかねない。

１１ 国産ナフサ大幅上昇・・・１－３月期原油減産を反映　４万１８００円
　国産ナフサ基準価格が大幅に上昇した。２０１７年１－３月期は４万１８００円。上げ幅は
前四半期比７８００円（２２．９％）で、２四半期連続の上昇となった。ＯＰＥＣなどによる
減産合意が高い順守率を維持していることが、原油価格の上昇材料となった。一方、ＷＴＩ価
格は３月に一次１バレル当たり５０㌦を割り込み、足元でも弱含んでいる。為替は徐々に円高
傾向を示していることから、４－６月期は値下がりするとの観測が出ている。
　４－６月入着分の輸入ナフサは大半の価格が決まっている。東京オープンスペック市場の値
動きは、２月中旬に一次１㌧当たり５２０㌦を超える等強含んでいたが、３月は一転して下落
し４５０㌦に近づいた。５００ドルに満たない範囲で推移しており、為替に円高傾向が見られ
ることも加わり、４－６月期は反落するとの見方が大勢だ。４万円前後との声がある。


