
化学工業日報抄録　
【６月１２日（月）～６月１６日（金）】

　日本ポリエチレン製品工業連合会
松井、美濃田

「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）

　６月１２日（月）
１ 化学物質審査　経産省・・・ＩＴで迅速に　作業不可、コスト低減　１９年にも運用開始

　経産省は、化学物質審査のスピード向上、コスト低減を図るため新たな電子申請システムを
構築する。化学物質の構造式の申請手続きに「国際的にも利用されている化学構造コード
「ＳＭＩＬＥＳ」を導入し、ＩＴを用いた化学物質を瞬時に特定できるようにする。来年度から
の運用開始を目指す。改正化学物質審査規制法（化審法）の施行にタイミングを合わせる予定。
　ＩＴ化により、化審法の新規化学物質の審査特例制度の年４回の申請受付回数を増やすこと
も可能とみる。行政手続きの簡素化と同時に、産業界の申請手続きの効率化、申請コスト低減
も図れる。

２ 社説・・・ＳＤＧｓ達成へ化学産業が先導役に
　国連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を２０３０年までに達成するべく、化学産業が
本格的に動き出す。日本化学工業協会が持続可能な開発に向けたビジョンを策定した。先ごろ
会見した石飛修会長は、レスポンシブル・ケア（ＲＣ）をはじめとした化学産業の取り組みは
「ＳＤＧｓの方向性と一致している。あらゆる産業の先導役を果たしたい」と語った。
　ＳＤＧｓは、１５年目標として０１年に定められた「ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）」の
後継で１５年９月に採択された。「すべての人に健康と福祉を」「エネルギーをみんなに、
そしてクリーンに」「つくる責任、つかう責任」「気候変動に具体的な対策を」－等１７の
課題で構成される。
　日化協はビジョン策定に当たり、日本の化学産業の強みは「革新的な技術と製品」「環境
等の問題解決力」にあると分析。この強みを生かし“課題対応型から産業の先導役へ”“責任
から貢献へ”と、化学産業の役割を進化させることが必要とした。具体的には「化学の力に
よりイノベーションを創出し、人々の豊で健やかな生活に貢献する」「世界的な環境・安全
問題への取り組みを支援する」「ステークホルダーとの対話を通じて、化学産業による貢献を
促進する」－の３つのビジョンを掲げている。
　経営指標の一つに取り入れるなど活動を開始した企業がある一方で、具体的に、どう取り組
めばよいのか分かりにくいとの声も上がっている。ＳＤＧｓは人類が３０年までに解決しなけ
ればならない課題であり「地球からのリクエスト」といえる。日化協は、まず先進企業の取り
組み事例を発信し、化学産業のなかで理解を深めていく考えだ。

　６月１３日（火）
２ 社説・・・有効求人倍率の上昇基調が示すもの

　厚労省が５月３０日に発表した４月の有効求人倍率は前月を０．０３ポイント上回り１．４８
倍となった。１９９０年７月の１．４６倍を上回る“バブル超え”。１．５３倍だった７４年
２月に次ぐ水準である。ただ、これら遠い過去との比較には意味がない。それどころか現在
進行する問題があってのことであり、極めて深刻な状況と捉えるべきではないか。
　日本の生産年齢人口は９５年を境に減少、総人口も２００８年から減少基調にある。現在の
有効求人倍率のトレンドは、景気よりも人口動態の影響を、より大きくい受けている可能性が
高い。実際、中小企業基盤整備機構による１７年１－３月期の中小企業景況調査を見ると、業
況判断ＤＩは製造業、非製造業とも、いぜんマイナスとなっている。上場企業の１７年３月期
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決算は総じて好調だったものの、４月の有効求人倍率から景気回復と論じるのは無理がある。
　少子化と人口減が有効求人倍率の上昇基調と相関関係にあるのだとすれば、今後しばらく、
この傾向が続き、さらに拍車が掛かる可能性が高い、厚労省の人口動態統計によると、出生者
は第２次ベビーブーム以降、ほぼ一貫して減少している。１６年は１８９９年の調査開始以来
始めて１００万人を割り、９７万６９７９人だった。現在４０代半ばの第２次ベビーブーム
世代に比べ“同級生”が半分以下しかいないことになる。
　製造業の現場では早くから自動化や省力化が着目されてきた。今後はＡＩやＩｏＴ等の技術
の進化により、この流れの加速が見込まれている。それでも、こうした技術を積極的に導入し
た徹底した省力化が、中小製造業にまで浸透するには時間を要するのではないか。
　圀や自治体の中小企業支援では、今後ますます企業の人材確保が重要な課題となろう。同時
に企業自身にとっても、より働きがいのある職場づくり、働きやすい環境づくり、さらには自
社の存在感を高める取り組みが人財確保に欠かせない要素となっている。

７ “資源プラ”裾野広げる・・・パナ・ケミカル　サーマルリサイクル普及　比に設備納入
　パナ・ケミカルは、プラスチックのサーマル・リサイクルシステムの普及に取る組む。
マテリアルリサイクルに向けたプラスチックのリサイクル商社としての事業を主力とする一方、
マテリアルリサイクルには向かず廃棄されるプラスチックもサーマルリサイクル用の“資源プ
ラ”として活用できる道を開く。今夏フィリピンで稼働を予定するグーン（横浜市、５月に
萬世リサイクルシステムズから社名変更）のセブ島工場向けにリサイクル設備一式を設計・
納入した。こうした実績をアピールして、国内外でリサイクル設備のコーデイネーターとして
の役割を担っていく。
　パナ・ケミカルは、リサイクル関連の各種機械メーカーなどとのネットワークを形成して、
オフグレードや使用済みプラスチック製品の処理を望む需要家に処理システムの納入から、
システムを通した“資源プラ”の引き取りまで一括して対応している。しかし、同社が志向す
る一定品質以上のマテリアルリサイクル原料にならないような市場も存在している。バージン
樹脂の価格下落や中国の低品質リサイクル原料への規制強化などから、そうした樹脂の行先が
なくなるリスクが顕在化しつつあるという。そこで同社はサーマルリサイクル用に一定品質を
持った燃料を作り出せるシステムを提案し、単純焼却や埋め立てにまわるごみを減らし、資源
として有効利用できる提案を強化する。

８ ナフサ、アジアで弱含み・・・ＬＰＧ下落で原料転換、エチレン定修も影響
　ナフサのアジア市況が弱含んできた。中東産油国の生産トラブルを受け、４月に１㌧当たり
５００㌦レベルまで上昇する局面もあったが、液化石油ガス（ＬＰＧ）の価格下落によりナフ
サからＬＰＧへの代替が一部でみられることや、夏場まで日本と中国を中心にクラッカーの定
修が行われることなどから、足元は４２０㌦前後まで軟化している。
　原油は、米国における掘削リグ稼働数が昨年５月の３００基台前半を底に回復し、４月末に
２年ぶりに７００基を超えた。リビアでは４月に武装勢力による施設封鎖が発生し、一時的に
減産を余儀なくされたが、４月末に生産を再開している。ＯＰＥＣ加盟国等主要産油国による
協調減産延長合意への期待が高まる中、原油相場は上昇する局面もあったが、足元は１バレル
当たり５０㌦を割り込んでいる。また、日本や中国でエチレン製造設備の定修が今月から本格
化し、ナフサ市況への下方圧力となる。更に、ＬＰＧ価格の下落に伴う欧州ナフサ市況の軟化
がアジアへの域外玉流入を促す要因となっている。

　６月１４日（水）
８ ＡＰＩＣ２０１７　第３８回アジア石油化学工業会議　札幌　５月１８日、１９日
９ 　基調講演：エクソンモービル・ケミカル　ニール・Ａチャップマン社長

「石化業界に黄金時代と依頼」
　石化業界全体は、一般的な経済成長よりも高い水準で成長している。化学が社会の中で大変
重要な役割を担っており、人々の生活水準の向上を手助けしている。今、化学業界はイノベー
ションを行う上でも黄金時代にあるといえる。需要は非常に堅調だ。人口増加が牽引役だ。
中産階級が拡大することが石化における最も重要な成長要因の一つだ。エクソンモービルでは
化学製品の需要は今後１０年で４５％増えるとみている。年率４％となり、ＤＧＰ成長率より
もハイペースだ。また、増加のうち３分の２はアジア・太平洋地域が占めると予測している。
　この好機をつかむ条件は、原料をしっかり確保すること。米国はシェール開発によって、
競争力のある原料を供給できるようになった。エネルギー価格が長期に亘って低いにも拘らず、
非在来型の資源があるということで、米国の化学企業の競争優位性が高まっている。
　ユーザー側を見ると持続可能で安全な製品を求めている。経済成長を確保する中で、貧困・
飢餓の撲滅や水の確保、衛生環境の向上、気候変動への対応等に関するアクションについて、
化学産業は大きな役割を果たさなければならない。
　どのような貢献ができるのか。プラ包装はフードロスの対策となり得る。食物の長期保存で
エネルギーを節約し、梱包の軽量化で出荷コストを低減する。輸送のトラック台数が減ること
で温室効果ガスの排出も減らせる。自動車分野では軽量化で貢献できる。どのように生産する
かということも課題になってくる。事業への投資は地域社会への寄与も念頭に置かなければな
らない。設備稼働に関わる環境負荷の低減に、エネルギー効率の高い先進的な技術を使って
いく。
　製品の健康面・安全面への影響について、持続可能性の選択肢を啓蒙していくことも重要だ。
米国の有害物質規制はまさにマイルストーンと呼べる。世界中でよりバランスのとれた規制
が求められ、消費者とマーケット両方からの信頼性を高めていく必要がある。
　米国化学工業協会としては、化学製品の安全性や汚染物質、温室効果ガスの低減等、持続可
能性についての減速の策定作業を進めている。これをイニシアテイブとして化学団体に情報を
提供するとともに、枠組を作って透明性の高い意思決定をしていく。みなが持続可能性の確保



という共通のゴールを持っている。協調を強め、説明責任を果たしたうえで石油化学が発展で
きると確信している。

　基調講演：石油化学工業協会　淡輪　敏　会長
　「低炭素」目指し技術開発、イノベーションの主役に

　「気候変動に関するパリ協定」が昨年発効された。困難を極めて交渉を合意にこぎ着けた
要因には「プレッジ＆レビュー方式」の適用がある。日本ではこの考え方を先取りし「経団連
低炭素社会実行計画」に盛り込み、官民あげたＧＨＧ削減努力は大きな成果を上げてきた。
しかし、産業革命以降の温度上昇を１．５～２度Ｃ以下に抑えるのは極めてチャレンジングで
あり、革新的な技術開発が欠かせない。そのイノベーションの主役となるのが化学産業だ。
　様々な軽量化素材、ＬＥＤ電球、リチウムイオン２次電池、住宅用断熱材などに加えて、究
極的には排出されたＣＯ２そのものを利用する革新的な技術を追及していきたい。
　今回のＡＰＩＣのテーマは「炭素化学が目指すもの、持続可能な未来への道筋」。「低炭素」
将来の「脱炭素」への意識をカーボン・ケミストリーとしてテーマに盛り込んだ。
国連の持続可能な開発目標も踏まえて、ＧＨＧ削減、フードロス、リサイクル、海洋ごみ等の
社会課題に対して、石化業界がいかに貢献していくか、日本の取り組みを具体的に紹介し、議
論したい。
　また、持続的に利益をあげ続けることは重要だ。それが無ければイノベーションに振り向け
る長期安定的な研究開発費は確保できない。化学に対する将来の世界からの期待を裏切ること
があってはならない。

１１ 経産省　サプライチェーンをスマート化　データ連携・利活用促進　工場・企業の枠組超え
　経産省は、工場・企業の枠を超えたサプライチェーン（ＳＣ）全体でのデータ連携・データ
利活用促進策を加速する。９日に閣議決定した「未来投資戦略２０１７」では、健康寿命延伸
や移動革命とともに、「ＳＣの次世代化」が５つの戦略分野の一つに位置付けられた。世界に
先駆けたスマートＳＣを実現するため、先進事例の創出、国際標準化、規制緩和や法改正を
含む制度設計、ルールの整備を進める。このため２０２０年までに工場でデータを収集する
企業を足元の６７％から８０％に引き上げ、データ連携・利活用促進の基盤を整える。
　データに関する競争領域と協調領域を切り分け、協調領域においてはリアルデータのプラッ
トフォーム構築に取り組む。先進事例の創出と国際標準化を念頭に、国内外の複数企業に跨る
ＳＣで、受発注・設計・生産・物流・販売・消費・保守などのデータ連携の実証を進める。
その成果を踏まえた統一的なデータ記述フォーマットを策定し、２０年までに国際標準を提案
する。

　６月１５日（木）
１１ 米、温室効果ガス規制２年延期・・・原油・ガス採掘対象

　米環境保護局（ＥＰＡ）は１３日、原油・ガス採掘事業を対象として温室効果ガス排出規制
について施行を２年間延期し、内容も見直すと発表した。トランプ政権は１日に地球温暖化対
策の国際枠組「パリ協定」からの離脱を表明しており、改めて温暖化対策に消極的な姿勢があ
らわになった。
　延期するのは採掘の際に漏れ出す温室効果の強いメタンガスを規制する措置。オバマ前政権
が昨年、温暖化対策の一環で決定したが、ＥＰＡは「規制見直しの請願を複数受理した」と
説明した。プルイットＥＰＡ長官は１１日、イタリアで開かれた先進７カ国（Ｇ７）環境相会
合で「温暖化対策に関与していく」と表明したものの、具体策には言及せず、閉幕前に帰国し
ていた。

１２ ５月　エチレン生産　６％増
　経産省がまとめたエチレン生産速報によると、２０１７年５月のエチレン生産量は５３万
５９００㌧で前年同月比５．８％増加した。３月以降３カ月連続で前年を上回った。前年は
２基で行っていた定修が今年は１基だったことに加えて、１４～１６年にかけて行われたエチ
レン設備３基の停止の影響が一巡した。
　５月のエチレン設備の稼働率は９６．５％と前月比０．２ポイント上昇した。
　一方で４月に１㌧当たり１０００㌦を超えていたエチレン市況は足元では９２０㌦～９３０
㌦に落ち込んでいる。一部誘導品の市況が軟化しているほか、域外からアジアへの流入も指摘
されている。
　ナフサ価格は４２０㌦程度で推移し足元ではスプレッドを確保できる水準だが、エチレン市
況が一段と下落するようだと、これまで好調だった収益環境が悪化に転ずる懸念も出てきた。

１２ ４月のエチレン輸入はゼロに
　経産省がまとめた２０１７年４月のエチレン換算輸出入実績によると、同月のエチレン輸入
は瞬間的にゼロになった。１４～１６年にエチレン設備３基を停止したが、一方で国内需要は
堅調だったため生産能力が足りず、昨年２月以降の輸入は１万～２万㌧台と例年以上の水準の
月が多かった。ゼロになったのは輸入のタイミングのずれとみられ、５月以降は持ち直すもよう。
　４月のエチレン換算輸入は前年同月比１７％減少の６万２００㌧となり、輸入比率は１４．
９％と前月比３．４ポイント低下した。輸入は前年を上回る状況が続いていたが、輸出は前年
同月比１．３％増の２０万６７００㌧となり、輸出から輸入を差し引いた出超幅は１４万６４
４０トンと同６．８％減少した。
　輸入はエチレンが急減した一方、ＬＤＰＥが同１３．２％増の２万４９０５㌧と増加。
国内需要は同２．５％増の４０万３３００㌧と２カ月連続の前年超えとなった。



　６月１６日（金）
２ 社説　人手不足の迅速解消へ効果的施策を

　人手不足による経営への影響が深刻化している。日本経済が長期にわたる回復傾向にあるな
かで、労働力の不足は、その足かせとなる。ＩｏＴやＡＩ、ロボットを活用した効率化・省力
化も有効な手段になるだろうが、企業にとって火急の」課題である人手不足の解消に生かすま
でには多くの時間と費用がかかる。有効かつ迅速な対策が求められる。
　帝国データバンクが発表した５月の景気動向調査によると、人手不足による負担増もあって
景気回復が一服したと指摘している。この一服感は大企業より中小企業の方が顕著だ。同調査
によると、大企業の景気ＤＩは４ヶ月連続で改善した一方、中小企業は４ヶ月ぶりに悪化した。
　人手不足による影響を聞いたところ、「新規業務に取り組みにくい」「技術者不足による受注
機会の損失を招くことが多い」といった現状が示された。先行きについても、時間管理など
従業員の働き方改革、残業時間管理が重要となり、人件費をいかに業績にリンクさせるかが
課題といった声があった。
　政府は先ごろ閣議決定した経済財政運営の基本方針(骨太の方針）で、人材の育成・活用力の
強化を重点の一つに据えた。だだ直近の働き手不足に対する解決策はみえてこない。企業の持
続的成長を左右する労働力の確保には、もちろん各社の努力が欠かせないが、少子高齢化が進む
なか、国が後押しする仕組みがなければ対処は困難ではないか。

２ 米シェールオイル生産、７ヶ月連続増の見通し
　米エネルギー情報局（ＥＩＡ）は１２日付の月間採掘生産性リポートで、７月の国内シェール
オイル生産が前月比１２万７０００バレル増の日量５４８万バレルとなる見通した。７ヶ月連続
の増加で、統計を開始した２００７年以来の高水準となる。アナリストたちは、活発化している
米シェール業界を眺めて、供給過剰に対する懸念を強めている。

６ ５月出荷３．７％増　粘着テープ・シート類
　日本粘着テープ工業会がまとめた５月の粘着テープ・シート類出荷実績は、前年同月比
３．７％増の７４０９万３７５５ｍ2だった。全種類で前年実績を上回った。粘着テープ類の
合計出荷量は３．７％増の７１２３万２６２３ｍ2、うちフィルム粘着テープ類は１．４％増の
２５１４万１７１４ｍ2となった。粘着シート類は３．３％増の２８６万１１３２ｍ2だった。

７ 大日本印刷　電子レンジ包材で木下賞・・・特殊フィルムで内容物飛散防止
　大日本印刷は１５日、同社の耐熱仕様パッケージ「ＤＮＰ電子レンジ包材(自動蒸通タイプ）
アンタッチスルー」を使用したポッカサッポロフード＆ビバレッジ製品「じっくりコトコト
ご褒美ダイニング」が、日本包装技術協会が主催する「第４１回木下賞」の改善合理化部門で
受賞したと発表した。塩分や油分の多い濃厚なスープを入れても、その内容物が飛散しないこと
が評価された。
　同包材は大日本印刷が１０年以上前に開発し、２００５年には研究開発部門で木下賞を受賞
している。これまでは塩分や油分のおい食材を包材のまま電子レンジで加熱した場合、食材が
高温になり過ぎて穴が開くことがあり、使用が難しい食材もあった。新タイプのアンタッチス
ルーは、耐熱性と耐衝撃性に優れた特殊フィルムの開発、さらにフィルムの層構成の改良により
多様な食材に対応できるのが特徴。また蒸通口のシール形状を見直すことで、これまで以上に
安定した蒸通性を実現。包材形状の再設計により、同サイズでも約１６％も内容物を増量させる
ことができるようになった。用途によってさまざまな形状を取り揃えている。今後は、生活者が
より使いやすく、より安全な形状や仕様などを随時ライナップに追加してゆく。

８ インフレフィルム交渉長期化
　レジ袋、ごみ袋、農業向けや産業資材向けに使われるポリオレフィン系インフレーションフィ
ルムは、値上げの浸透が遅れている。主要メーカーを含む複数の企業が１ｃｃ当たり０．０３円
（１ｋｇ当たり３０円）の上げ幅で交渉に入っているものの、妥結は一部にとどまっている。
こうした動きを静観している企業もあり、足並みが揃っていない。ただ、原料コストの転嫁に
加え、製袋能力の低下による加工コストの上昇が構造的に避けられないことから採算是正は待っ
たなしの状態にあり、息の長い交渉になることが予想される。
　インフレフィルムは、担い手不足による製袋下請業者の減少が供給のボトルネックとなってい
る。現状では、輸入品はベチナム品など一部を除き価格競争力が薄れている。フィルムメーカー
では製袋を内製化する動きが広がっているが、原資を確保するうえでも値上げは是が非でも通し
たいところ。価格修正の旗を降ろしたメーカーは少なく、交渉は当面継続すると見られる。

１２ ５月、ＨＤＰＥ・ＰＰ出荷増、ＬＤＰＥ出荷減

2017年5月のＰＥ、ＰＰの生産・出荷・在庫実績 （単位：千トン、％）
生産

ＬＤＰＥ

ＨＤＰＥ

ＰＰ
前 年同 月 比 112 106 70 103 95
前 月 比 97 93 95 93 103
数 量 211.3 188.8 8.9 197.8 572.9
前 年同 月 比 81 102 126 105 91

183.7
前 月 比 72 90 99 91 93

出　　荷
国内 輸出 計 在庫

数 量 52.9 57.1 8.9 66.0
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　石油化学工業協会がまとめた２０１７年５月の主要石油化学製品生産実績によると、国内出荷
および輸出を含む出荷総計とも、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）とポリプロピレン（ＰＰ）が
前年同月比プラス、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）がマイナスとなった。出荷量の増えた
ＨＤＰＥとＰＰは射出成形と中空成形分野が堅調だった。ＬＤＰＥは主力のフィルム分野が減少
した。生産は、ＬＤＰＥ、ＰＰがプラスで、ＨＤＰＥはマイナスであった。
　エチレン生産量は５３万５９００トンと同５．８％増え、稼働率は９６．５％と４２ヶ月連続で
９０％を上回る高稼働を続けた。


