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　６月１９日（月）
８ ４月のプラ製品出荷・・・３．３％増　４６万９２１１㌧　

　経産省のデータをもとに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４月生産は速報ベースで前年同月比４．５％増の４５万３３３６トン。
出荷も３．３％増の４６万９２１１㌧と共に増加傾向を継いだ。

【４月のプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）

１２ エチレン設備・・・出光　徳山で分解炉更新を検討、エネ効率向上狙う
　出光興産は、徳山事業所のエチレン設備で分解炉の更新を検討する。既存の小型炉を大型炉
に集約しエネルギー効率を向上させることなどが狙い。分解炉の規模や技術、投資額、経済性
などを見極めて次の大型定修が見込まれる２０２０年にも実施する。国内のエチレン設備では、
今後の国際競争の激化に備え、炉の更新など効率化に動きが相次いでおり、出光興産も今秋に
千葉で原料多様化のための設備改造を予定している。加えて徳山でも石化根幹設備であるエチ
レン設備の改造を実施。誘導品事業の強化やコンビナート連携の積極化と合わせ、石化事業の
競争力を高めていきたい考えだ。

１４ 持続可能な社会　化学産業が先導役に：日本化学工業協会　石飛修　会長インタビュー
▼・・・気候変動問題に対する中期目標、長期目標に対する考え方をお聞かせ下さい。
「中期的な取り組みとして大きな柱が２つある。一つは、経団連が２０１３年度に開始した「
低炭素社会実行計画」への参画で、化学業界としての計画を策定して進めている。国内の企業
活動で排出されるＧＨＧをフェーズⅠでは２０年度ＢＡＵ（追加的施策を講じないままで想定
される排出量、基準年０５年度）比で１５０万㌧、フェーズⅡでは３０年度に２００万㌧削減
することが目標だ。一方で、化学製品が最終製品の使用を通じたＧＨＧ排出削減にどの程度寄
寄与しているか、eＬＣＡ（カーボンライフアナリシス）手法を用いて定量的に把握する活動
に取り組んでいる。ＩＣＣＡ（国際化学工業協会協議会）のガイドラインに基づき、太陽光発
電材料、自動車や航空機用材料、ＬＥＤ関連材料、低燃費タイヤ材料、住宅用断熱材料等国内
１５事例、海外４事例を評価し公表した。重要なのは、部分最適でなく製品のライフサイクル
を理解したうえでの全体最適。製造時のＧＨＧ削減に止まらず化学技術・製品の活用による
社会全体の削減への貢献といった視点や、日本だけでなく世界でどう減らしていくかなど、
技術の波及効果を大きくしていく取り組みが求まられる」
▼・・・３０年度までの姿はある程度描けますが、５０年は主役となる技術など絵姿が見えま
せん。
「イノベーションを伴う抜本策が必要だ。日化協ではワーキンググループを立ち上げ今世紀半
ばくらいの化学産業のあるべき姿やその実現に向けた優先課題を取りまとめ公表したところだ。
ＩＣＣＡも３０年以降をにらみ、エネルギーと気候変動リーダーシップグループ（日本がリー
ダー）において、化学産業が大きな貢献を果たせる可能性がある技術や製品分野を社会に示す
べく検討を開始する。現在の化学製品は主に化石資源からの炭化水素を起源とするが、炭素
循環型社会に向けた取り組みが進展すれば炭素源やエネルギー源も化石資源の使用を大幅に
削減できる・化学産業は常に、ソリューションプロバイダーとして技術革新の要請に応えてい
く。新素材や部材の提供を求められ、製品としてのイノベーションを起こすとともに、社会構
造そのものを変えていくような提案をしていかなければならない」
▼・・・具体的な道筋を描く上での課題は。
「経営トップが重要性を理解し、思い切った経営資源を投入する必要があるだろう。５０年ま
でに成果を出すためには、さらなる研究開発もそのための人材育成も不可欠になる。それらを
一体的にすべてやろうという覚悟が求められる。５０年はすぐに来る。早く動きださなければ
ならない」

主な品目 区別 ３月 ４月 前年同月比

2017/6/23

フィルム・シート
生産 213,579 212,745 102.5
出荷 222,115 219,976 102.0
在庫 230,810 229,056 99.2

日用品・雑貨
生産 26,973 26,857 98.1
出荷 28,698 28,627 98.7
在庫 19,078 18,658 102.6

容器（中空成形）
生産 43,638 44,736 102.2
出荷 45,372 45,678 99.0
在庫 33,533 34,596 96.1

合計
生産 461,677 453,336 104.5
出荷 483,744 469,211 103.3
在庫 391,255 391,586 98.9



１５ 低炭素社会へ「パリ協定」前進を・・・米離脱表明も国際協調系維持
　課題は公平性と実効性・・・運用ルール作りがカギ

　パリ協定の仕組みは、各国の約束がどういう指標でどういう数字を掲げるかは当事国に委ね
られている。どれだけ野心的な削減目標を設定し、それを達成するための取り組みを進めたか
を科学的かつ公平に評価するには、そのルール作りが極めて重要になる。
　日本の目標達成には１㌧当たり３７８㌦の削減コストが必要となる。各国の国別目標の妥当
性を評価したり実施状況を確認する共通ルールがあれば、相互チェック機能が働く。ただ、
国際交渉の場では、国益を賭けたせめぎあいにもなる。今後は、中国、欧州が軸に、日本にと
ては、パリ居ｙ定の迅速かつ効果的な実施に貢献する姿勢を繰り返し表明し、国際交渉の場で
プレゼンスを高めていくことが重要になる。

１５ パリ協定：問われる日本の長期戦略・・・環境、経産　炭素値付けで対立
　パリ協定では、締結国が２０年までに長期戦略を策定し、国連に提出することを求めている。
主要国の多くがすでに策定・提出済みだが、日本はまだ検討段階。環境省と経産省がそれぞれ
別の有識者会議を設置し、報告書をまとめたが、内容には大きな隔たりがある。
　環境相は、中央環境審議会に小委員会を設置して、１４回の議論を経て今年３月に「長期低
炭素ビジョン」を取りまとめた。同ビジョンでは、パリ協定に基づき「カーボンバジェット」
の観点が重要だとし、産業構造、社会システムを大転換した脱炭素社会を構築することを展望
する。その際、長期に亘り継続的に低炭素投資が行われる「約束された市場」が創出され、こ
れが、わが国の成長にもつながるという構図だ。気候変動対策をきっかけにした経済・社会的
諸課題の「同時解決」が実現するという。いわば環境と経済の両立である。
　一方、経産省は「長期地球温暖化対策プラットフォーム」を設置して検討を進めた。２つの
タスクフォースで計１４回の議論を重ね、民間からの意見・情報収集を経て今年４月に報告書
をまとめた。同報告書は、わが国の進むべき方向性として「持続可能な発展こそが長期戦略の
大目的」とし地球全体の温室効果ガス削減が必要との視点を前提に論点を整理している。
「５０年８０％削減」という長期目標は、現状及び近い将来に導入が見通せる技術すべて導入
しても、農水省と２～３の産業しか許容されない水準だと明言。これまでの閉じた対策（国内
業種別、既存技術）で地球温暖化問題に立ち向かうには限界があるとした。
　両省とも、非連続的なイノベーションや製品バリューチェーンの重要性を強調していること
はいうまでもない。論点が分かれるのは、まず国内対策と国際貢献との兼ね合い。環境省は
国内対策が本命だとするのに対し、経産省は国際貢献と国内対策の両立が重要だとする。



１９ 化審法改正・・・審査特例制度見直し　数量規制を緩和
　化学物質審査規制法が改正され、産業界から強い要望のあった新規化学物質に対する審査
特例制度が見直された。数量上限が、これまでの製造・輸入量から「環境排出量」に変更され、
実質的に数量規制が緩和される。また、行政手続きの簡素化を目的に新たな電子申請システム
が導入されるが、産業界も申請手続きを合理化できる。５月３０日の衆議院本会議で可決、
成立し、３年以内に施行される。ニーズが拡大する少量多品種の機能性え化学品のビジネス
環境が大きく改善されることになる。

　６月２０日（火）
１ 米シェール由来　エチレン・・・アジア流入拡大か、輸出ターミナル計画浮上

　米国シェール由来エチレンのアジアへの流入が拡大しそうだ。タンクターミナル所有・運営
企業など複数社がエチレン輸出ターミナルの建設を計画し、各社が中国を中心にアジアの大口
需要家の確保に動いている。建設費が数百億円規模になるとみられ実現性は不透明だが、２０
２０年頃には米国エチレン輸出量が現状比４倍程度の年１００万㌧に拡大するとの見方も出て
いる。

１１ 経済同友会調査・・・労働力不足鮮明に　４割超が事業に影響、技能人財確保が重要課題
　足元の景気が緩やかな回復を見せる一方、企業の人手不足が慢性化し、企業経営への影響も
懸念される状況になってきた。経済同友会が先週まとめた景気定点観測によれば、事業・経営
への影響が深刻化している企業が４割を超えており、一部では事業機会損失の発生も見られる
という。中長期的な労働力不足への効果的な対策構築が重要課題になっている。
　同友会アンケートでは、人手が不足している（「かなり不足」＋「不足」＋「どちらかとい
えば不足」）企業は全体の５１％。このうち事業・経営への影響が深刻（「かなり深刻」＋「
深刻」＋「どちらかといえば深刻」）とする回答は４３％。不足感も深刻さも、製造業より非
製造業の方が高かった。
　製造業で不足している代表的職種は、①「専門的・技術的職種（研究・開発・ＩＴ）」②「
生産」③「輸送・機械の運転者」③「建設・建築関連」の順。今度な専門人材のほか、現場の
オペレータ等の不足感も高まっている。特に専門的・技術的職種の不足は「業務外注コスト増」
「ニーズに応えられずに機会損失の発生」「生産工程のＩｏＴ化、ロボット化の遅延」等事業
への悪影響をもたらし、今後のビジネス展開における懸念材料ともなっている。

１１ 環境省・・・ＧＨＧ削減へ企業公募、供給網で排出量算定
　環境省は、温室効果ガス（ＧＨＧ）排出削減に関するパリ協定の２℃目標に整合した意欲
的な目標を設定する企業及びサプライチェーン排出量を算定する企業の公募を開始した。採択
された企業には、目標の設定や排出量算定に際して、助言や相談のサービスを提供する。
　パリ協定では世界共通の長期目標として、産業革命前からの平均気温の上昇を２℃未満に
することが盛り込まれた。これを契機に、「科学と整合した目標設定」（ＳＢＴ）という、
２℃目標に整合した意欲的な目標を設定する企業を認定する国際イニシアテイブが注目を集
めている。これまでのところ認定を受けた企業は４８社、ＳＢＴを策定するとコミットした
起業は２２６社、国内外の企業が気候変動対策に意欲的に取り組む意思を続々と表明している。
　一方、サプライチェーン全体での排出量の算定は、サプライチェーン上で優先的に削減すべ
き対象を特定し、他の事業者との連携による効果的な削減を実現する。算定結果の開示は、
カーボンデイスクロージャープロジェクト（ＣＤＰ）などの企業調査での評価項目とされ、
世界の主要２５カ国の財務省や中央銀行が参加する金融安定理事会が気候関連財務情報開示
タスクフォース（ＴＣＦＤ）は、企業がサプライチェーン全体での排出量の算定結果とその
関連リスクについて、自主的に開示することを提言している。
　環境省は、これらの取り組みはパリ協定の目標を達成するうえで、効果的であることから
公募を開始した。ＳＢＴ策定及びサプライチェーン排出量算定で合わせて３０社を採択する
予定。

１２ 日本ポリエチレン　ＬＬＤＰＥ新製品量産・・・鹿島で年内、強度と加工性両立
　三菱ケミカル系の日本ポリエチレンは２０１７年中にＬＬＤＰＥの新製品の本格量産を始め
る。特性を出すのにトレードオフの関係にある「強度」と「加工性」を両立。熱安定剤などを
加えなくとも成形しやすく、臭いも少ないので、食品包装などを中心に幅広い用途が見込める。
まず、数万トン規模の量産を目指す。米国シェールガス由来のアジア流入により汎用品の競争
は激しくなるとみられ、同社では高機能品シフトを一段と加速する。

　６月２１日（水）
２ ＢＡＳＦ　循環型経済に貢献・・・エレン・マッカーサー財団のプログラムに参加

　ＢＡＳＦはサーキュラー・エコノミー（循環型経済）を推進するエレン・マッカーサー財団
の「Ｃｉｒｃｕｌａｒ　Ｅｃｏｎｏｍｙ　１００」（サーキュラー　エコノミー１００）と「
Ｎｅｗ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ　Ｅｃｏｎｏｍｙ」（新プラスチック・エコノミー）の２つのプロ
グラムのメンバーに加わった。２０１０年に設立された当財団は、企業、政府、学界とともに、
完全循環型のデザインを実現する枠組を構築する為の活動に取り組んでいる。
「バリューチェーンで新たなプロセスやソリューションを開発する際に、化学が果たす重要な
役割についてＢＡＳＦならではの考えを提供してくれる」と期待が寄せられている。
　ＢＡＳＦの戦略担当バイスプレジデントは「サーキュラー・エコノミーの考え方は、一企業
の業務に限定したものではない。顧客やサプライヤーを巻き込み、彼らに価値を提供していく
為にバリューチェーン全体に浸透させる必要がある。製品開発や生産プロセス、利用・再利用
のシステムにサーキュラー・エコノミーのコンセプトを、初期の段階から組み込んでいかなけ
ればならない」と話している。



４ 印刷インキ回復苦戦・・・１６年度出荷額　６年連続３０００億円割れ
　技術応用が打開のカギ　ＵＶインキ等付加価値品は伸長

　国内印刷インキ市場が再浮上に苦しんでいる。２０１６年度出荷額は前年度比約１１億円増
の２９８９億６１００万円と健闘したが、新聞や商業印刷物の低迷が重くのしかかり、６年連
続で３０００億円を下回った。一方で紫外線（ＵＶ）硬化インキ等、その他に分類される比較
的新しく付加価値の高いインキは伸長し、出荷額は７％増を達成。
　経産省の化学工業統計によると、１６年度の出荷額は平板（オフセット）インキ、樹脂凸版
（フレキソ）インキ、金属印刷インキ、グラビアインキはほぼ前年度並み。一方、新聞インキ
は同９％減と落ち込みに歯止めがかからない。今後も新聞離れ、デジタル媒体の隆盛がこの流
れに拍車をかける見通しとなっている。新聞インキの凋落はオフセットインキにも波及してい
る。新聞部数減は織り込みチラシにとっても大打撃となっている。
　リーマンショック以降の企業による印刷物の削減、円高が続いた時期の製造業の海外進出に
伴う工業製品のマニュアルの減少等未だに日本経済の負の面を引きづる。「３日に１軒が倒産
している」といわれるコンバーターの縮小も続く。２０１７年１月以降も前年割れの出荷額が
続いており「底が見えない」不安が漂う。
　食品包装向けが多いグラビアインキと農作物の梱包向けが多いため天候に左右されやすいフ
レキソインキは、オフセットインキに比べればまだ安定している。「中身を包む」包装は電子
化の脅威から逃れているからだ。
　オセットインキは印刷物の減少に伴う競争激化でインキ各社による値下げの応酬を招き、
市場環境の悪化に拍車をかけた一面もある。パイが縮小する市場の取り合いでは、体力が削ら
れる一方だ。かつて印刷インキ業界には「水と空気以外は印刷できる」と豪語する雰囲気があ
ったという。インキの高付加価値化、用途開拓を進める精神が今こそ求められている。

１１ 環境省－経産省　温対法対象事業者・１４年度排出量０．３％減少、ＰＦＣ、ＨＦＣは増加
　環境省と経産省は、温暖化対策推進法（温対法）に基づき事業者から報告された２０１４年
度の温室効果ガス排出量の集計結果を公表した。
　一定以上の排出がある特定事業所排出者が１万２５２１社、特定輸送排出事業者が１３５２
社で排出量（ＣＯ２換算）は前年度比０．３％減の７億１２９４万㌧だった。
　特定事業所排出者の排出量をガス種別にみるとエネルギー起源ＣＯ２が同０．３％減の６億
３７３４万㌧、非エネルギー起源ＣＯ２が同１．３％減の５５９３万㌧、非エネルギー起源
ＣＯ２（廃棄物使用）が同４．０％増の８６４万㌧、一酸化窒素（Ｎ２Ｏ）が同０．１％増の
７０１万㌧、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）が同６．３％増の１５４万㌧、六フッ化硫黄（
ＳＦ（ＳＦ６）が同４．３％減の１０４万㌧、メタン（ＣＨ４）が同６．１％減の９９万㌧、
ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）が同３．６％増の４５万㌧となっている。
　業種別では、化学工業はエネ起源ＣＯ２が７００６万㌧、非エネ起源ＣＯ２（廃棄物使用）
が１００万㌧、Ｎ２Ｏが１０８万㌧、ＰＦＣが１６万㌧、ＳＦ６が６万㌧、ＣＨ４が２万㌧、
ＨＦＣが２６万㌧だった。
　温対法は事業所合計の原油換算エネルギー使用量で、年間１５００キロリットル以上の温室
効果ガス排出がある企業に対し、算定と報告を義務付けている。

１１ 産官学で共同研究　ライバル企業と「水平連携」・・・投資効率高め国際競争力
　三菱ケミカル、住友化学、旭化成、三井化学と物質・材料研究機構は高分子材料の基礎研究
で連携すると発表した。具体的には、４社でポリオレフィンの基礎研究データや研究員を出し
合い、ビッグデータやＡＩを材料研究に利用する「マテリアルズ・インフォマテイクス（ＭＩ）」
を用いた情報解析手法を開発する。ノウハウは共有するが、次世代素材の材料設計や用途開発
への応用は個別に手掛けていく。
　物材機構は茨城県つくば市の研究拠点で、３０億円を投じて３階建ての新研究棟の建設を始
めた。ＭＩの基礎確立に欠かせないデータサーバー等システム関連の機器を導入し、クリーン
ルーム等の研究設備も設置する。完成は１７年度内で、化学４社と機構が研究連携を進める
「マテリアルズ・オープンプラットフォーム（ＭＯＰ）」の場となる予定だ。
　物材機構の橋本和仁理事長の肝いりのプロジェクトだが、４社にとっても人材不足は共通の



悩みで、「高分子材料の知識を持つＡＩのサイエンテイストを育てられる」「まずは成功事例
を作ってその手法を手に入れたい」など、「次世代の研究開発ツールをどこよりも早く使いこ
なしたい」。こんな思惑が透けて見える。
　各社が同じように行っている研究開発を共通化してコストを４分の１にし、基礎研究データ
を共有したり、新拠点で研究者が集まって研究を行い、計算科学を駆使しマテリアルズ・
インフォマテイクスの手法を作る。ここまでが協調領域で、得たノウハウをどう経営戦略に活
用するかは各社が考える競争領域となる。研究対象のポリオレフィンは最も古い樹脂の一つで、
基礎研究データは豊富にある。用途は幅広く、現在も自動車材や最先端市場に展開できる新し
い材料でもある。各社は独自の添加剤配合した高機能樹脂を戦略品としているため、川上では
非競争的な部分もあり基礎データは共有しやすい。
　一方、化学分野のオールジャパン体制は画期的だが、現時点は機構と４社が研究連携で合意
した段階に止まる。各社が持ち寄る基礎研究データの基準や派遣する研究人材の水準、人数等
未確定の部分は多い。今後の協議の行方次第で協調領域が想定より小さくなる恐れもある。
記者会見では過去に腰砕けに終わった半導体の共同研究を引き合いに「同じ轍を踏むことに
ならないか」と厳しい質問も飛んだ。
　「意味があれば発展し、なければ消えるプロジェクトだ。いまの段階では何の保証もない」
と橋本理事長は言い切る。デジタル技術の急速な進歩が多くの産業の研究開発を変えるのは
間違いないが、どこに正解があるのかはまだ分からず、まずは取り組み始めるしかない。
　今回のプロジェクトは日本の化学産業が将来、先端素材でどう生き残っていいくか、ひとつ
の試金石になる。

　６月２２日（木）
１１ 景気判断引き上げへ

　政府は２１日、６月の月例経済報告で景気判断を引き上げる方針を固めた。上方修正は、
２０１６年１２月以来、半年ぶり。これまで基調判断を「一部に改善の遅れも見られるが、
緩やかな回復基調が続いている」としてきたが、個人消費の堅調な推移を受け「改善の遅れも
みられる」の表現を削除する。
　内閣府が個人消費の動向を把握するために作製している消費総合指数うは、今年４月に
１０５．５となり、１４年４月の消費税増税以降では最も高い水準まで回復した。伸び率も
前月比０．８％増となり、１～３月のペースを上回った。こうした動きを踏まえ、月齢経済報
告では、個人消費の判断も引き上げる。

　６月２３日（金）
３ 米シェブロン・フィリップス　ＰＥ１００万トン、年内稼働　テキサスで２基

　シェブロン・フィリップス・ケミカルが計画するのは、廉価なシェールガスを原料として
エチレン年１５０万トンのエタンクラッカーおよび年５０万トンのＰＥ設備を２基新設する
プロジェクト。エタンクラカーはテキサス州シダー・バイユー、ＰＥ設備は同州オールド・
オーシャンに新設し、エチレンはパイプラインでＰＥ設備に供給する。エタンクラッカーに
先立ちＰＥ設備がこのほど完工。２０１７年第３四半期に商業生産を開始する。エタンク
ラッカーは１７年第４四半期に工事が終了する見通し。
　生産するＰＥは機能性フィルムや高圧パイプ、包装材などの用途が対象となる。生産する
ＰＥは米国及びグローバル市場に供給する。そのため、貨物列車購入し、鉄道施設を整備中。
　テキサス州では今後数年にかけて複数の大型石化プロジェクトが計画されており、なかでも
ＰＥは多くの設備投資が計画中で、その規模は数百万トンの規模に及ぶ。米国で吸収できない
分のＰＥは一大需要地であるアジアへの流入が予測されており、それによるグローバル市場への
影響に注目が集まっている。

５ 豪ｔｎａ日本に事務所開設　食品加工などソリューション提供
　食品加工・包装設備大手の豪ｔｎａは、日本での事業拡大を図るため事業拠点を開設した。
営業や技術サービスを展開し、食品・飲料メーカーへのソリューション提供に力を注いでゆく。
日本事務所は東京・丸の内にオフィスを構え、所長に加工・包装業界で長年活躍してきた
山崎俊太郎氏が就任し、日本のビジネスを統括する。同時に日本語のウエブサイトも開設した。
　ｔｎａの設備や技術サービスは、日本国内でも数多くの食品加工・飲料メーカーが利用して
おり、既存顧客へのサービスサポート、新規顧客の開拓にあたる。



　ｔｎａは、世界１２０ヶ国に、１万４０００台を超えるシステムの納入実績を持ち、統合型
食品加工と包装ソリューションを提供しており、前処理・加工～生産ラインの統合管理システム
など多岐にわたる製品の提供を通じ、食品・飲料業界の経営効率化につながるランニングコスト
削減に貢献。なお、日本事務所は３０番目の海外拠点となる。

７ 中央化学　テストキッチンを拡充　関西、九州などでも計画
　中央化学はプラスチック製食品包装容器の地産地消・提案営業を強化するために、２０１１年
に開設した東京オフィスに続き、１６年に調理・商品企画・売り場シミュレーションができる
テストキッチン・ショールームを仙台、広島の営業拠点に相次ぎ設置。今後、関西、中部、九州、
北海道にも広げていく方針で、国内主要エリアで体制整備を急ぐ。
　同社は食品ロスの削減に貢献するガスバリア容器や、超耐熱、高断熱、耐寒素材を用いた機能
性容器の市場開発にも力をいれている。テストキッチン・ショールームを整備することで需要家
の商品作りの初期段階から各種機能性容器を提案してゆく。

８ 酢酸エチル反転上昇　原料底打ち、連れ高に
　酢酸エチルのアジア市況が反転上昇した。原料の酢酸や工業用エタノールの市況が底を打った
ことで、連れ高となったもよう。ただ、原料の市況がいずれも反落する可能性があることや、
酢酸エチル自体の需要が中国を中心に引き続き低迷していることから、現状の価格を維持できる
のかは不透明となっている。


