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　７月３１日（月）
１ グローバル経営　関税を使いこなせ（上）

汎用化学品輸出にニーズ・・・撤廃で２６００億円の効果期待
　ＥＰＡ（経済連携協定）、ＦＴＡ（自由貿易協定）等貿易や投資の自由化、経済の一体化を
目指す動きが国際的に進んでいる。一方で、素材産業の多くが自社の関税負担を把握しきれて
おらず、無駄なコストを支払っているケースが少なくない実態が、経産省の調査で浮き彫りに
なった。関税の影響を、生産、調達、販売などグローバル戦略にどう織り込んでいくか、経産
省の素材産業課にポイントを解説してもらった。

　近年、日本はＥＰＡ／ＦＴＡ交渉を積極的進めてきているが、化学品分野において重要な
貿易相手である中・韓・台・米・ＥＵとは未発効となっている。また、ＷＴＯにおいても２０
１５年１２月に拡大ＩＴＯ加盟国の有志５４メンバーが１６年から順次関税撤廃を実施してい
る。半導体製造用フォトレジストや液晶パネル用偏光材料製シートなども対象になっているこ
とから、化学メーカーにとっても一層の貿易拡大が期待される。
　これまで総じて関税撤廃の方向で進められてきているが、今後の方向性を考えるうえで、ど
の分野に注力すべきか、例えば、原料に近い基礎化学品か、機能性化学品か、あるいは自動車
や電子材料の原料となる化学品か、十分な分析がなされていない。このため経産省では昨年度、
内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査（国内外における化学分野の貿易に関する
調査）を実施した。この調査では、化学品（ＨＳコード28～40類）における日本から世界各国
での輸出のうち、日本とのＥＰＡ／ＦＴＡが未発効である中・韓・台・米・ＥＵが約７割を占
めており、仮にすべての関税が撤廃された場合、約２６４０億円の効果が期待できることが
分かった。また、化学メーカーへのヒアリングの結果、①日本や第三国から輸出する汎用品
②主に日本から輸出する高付加価値品③地産地消を行う製品―の順に関税引き下げニーズが
大きいことが分かった。日本の競争力を高めるうえで、高付加価値品の関税を積極的に撤廃す
る必要があるのではないか、と想定していた経産省にとって驚きの結果だった。高付加価値品
はユーザーに対する支配力が強く、関税が事業の競争力を左右する主たる要因にはなりにくい
ためだと思われる。一方で、高付加価値品がコモデイテイー化するサイクルは近年短くなって
おり、コモデイテイー化への過度期において外国企業によるダンピングや自国保護主義的な
措置によって理不尽な競争環境に置かれ、海外への生産移管を余儀なくされるケースも散見さ
れる。こうした状況は解消されるべきであり、化学メーカーが対応できていない当領域での
取り組みが喫緊の課題であることが明らかになった。

８ ４－６月　国産ナフサ価格４万円割れ・・・米の原油増産などが影響、７－９月も弱含み
　国産ナフサ価格が反落した。２０１７年４－６月期の国産ナフサ基準価格は、前四半期に
比べ１キロリットル当たり２７００円下がり３万９１００円。昨秋からの上昇傾向は２四半期
止まりとなった。米国の生産増加やリビアとナイジェリアの生産回復などにより、２月後半
以降は原油価格が下がり傾向を示したことが影響したとみられる。下期にかけて為替は円高傾
向で推移するとの観測が多く、ナフサのスポット価格は６月末ごろまで弱含みで推移したこと
から、７－９月期の国産ナフサも下落する可能性がある。
　７－９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、５月下旬に１㌧当たり４６１㌦の値を付けて以降弱含み、６月末には４００㌦を
割り込んだ。足元はやや強含んでおり、４４０㌦前後まで上昇している。

１１ ＩｏＴ普及でＧＤＰ１３２兆円増
　総務省が２８日発表した２０１７年版の情報通信白書は、あらゆる機器をネットワークで
つなぐＩｏＴや人工知能が普及すれば、３０年の実質ＧＤＰを１３２兆円押し上げると試算し
た。新技術への投資が拡大し、企業の生産性も向上するとみているためだ。
　白書は約４０００社への企業アンケート等を基に経済成長の推移を予想。生産現場にＩｏＴ
やＡＩが導入されると、３０年の実質ＧＤＰは内閣府の試算に基づく従来予想の５９３兆円か
ら７２５兆円に拡大すると見込んだ。
　ＩｏＴやＡＩを導入した「第４次産業革命」への取り組みについては、日本企業は欧米に比
べ遅れていると指摘している。

　８月１日（火）
１ グローバル経営　関税を使いこなせ（中）

支払額を見える化…通商業務の適正化に効果
　昨年度の経産省が実施した化学分野の貿易に関する調査で明らかになったこととして、そも
そも関税支払額を全社的に把握している企業が、２７社中２社にとどまったこと。企業の調達
や経営企画といった部門で関税について十分に把握していないためとして、対応を固辞する
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企業もあった。ある化学メーカーからは「自社の製品を日本から輸出する際、中国の輸入関税
は顧客が負担しており、自社で払っている訳ではないので、気にしていない」「『ＥＰＡ／Ｆ
ＴＡの業務は実務者の仕事』と経営層・管理職が捉えており、実務者個人の力量に委ねられて
、実務運用が属人化してしまうことが多い」といった声も聞かれた。
　また、ＴＰＰ等に対する要望を聞くと「化学品貿易の活発化に期待」といった概念的なコメ
ントはあるものの、具体的に「このＨＳコード品目について無税化されればこれだけのメリッ
トが生まれる」といった声は見られない。
　一方で先進的な取り組み事例も見られる。旭化成では、２０１３年以降、本社主導で「関税
の見える化」に着手し、自社の主な国際物流状況の洗い出しを行った。関税の支払い総額を確
認し、関税削減を進めるだけではなく、現地法人の通商業務フロー（ＨＳコード分類、関税評
価、ＦＴＡ／ＥＰＡ利用プロセス等）の適正化、社内教育などを通じたコンプライアンス体制
の強化にも取り組んでいる。加えて、地域統括会社による現地法人サポート体制の構築や、ア
ンチダンピング措置を講じられた場合の対応マニュアル作成、通商動向分析等、様々な活動を
行っている。こうした取り組みは、他の化学メーカーにもおおいに参考になる。
　今後、製品の輸出関税や原料の輸入関税の削減に向けＥＰＡ／ＦＴＡ、ＷＴＯの枠組の中で
交渉を進め、日本の産業の競争力強化につなげていくためには、業界の声をより多く、より
正確に反映するとともに、企業がこれらの制度を自社の経営戦略上も一層活用できるよう、政
府からの情報発信を強化することが必要になると思われる。

２ 社説・・・活況のアジア石化で存在感堅持を
　２０１４年末以降、アジアで石油化学産業の活況が続いている。１５年から１６年にかけ
て軒並み過去最高業績を叩き出した。スプレッドの増減はあるが「これほど活況が続くのも珍
しい」。石化産業が華盛の東南アジア。３０年までに世界の中間層の６０％強がアジアに集中
すると予測されるなか、合成樹脂の需要は域内のＧＤＰ平均成長率（４％台）を上回る成長が
続く。輸入で需要を賄うとみられたフィリピンでもＪＧサミットとサンミゲルの地元財閥２社
が大型の石化投資を打ち出した。エチレン国産化は新興国の政府や企業のプライドをくすぐる。
サンミゲルの投資額は日本円で２兆円。コンビナート新設にともなう金融市場や地元川下産業
への波及効果は大きい。
　昨今、石油のデマンドピークが話題に上がる。米国の金融情報会社ブルームバーグは２５年
に電気自動車とガソリン自動車の生産コストが均衡すると予測。石油メジャーのロイヤル・
ダッチ・シェルは、２０年代後半に原油需要がピークアウトするとみる。
　ただ樹脂等の石化製品は話が別だ。原油需要減少は原料価格の低位安定につながり、新たな
技術開発の方向性が示される可能性もある。製油所が減るのであれば米エクソンモービルが
持っているような、ナフサを経ずに原油から直接オレフィンを得る技術のニーズが高まるかも
しれない。
　日系企業は、東南アジアの需要拡大を見越して１９８０年代にいち早く進出した。顧客に
寄り添う、きめ細かい技術サービス文化などは現地企業に吸収され、化学産業発展に果たした
役割は大きい。「結局、井戸（原料ソース）を持つ国には勝てない」。日本では、中東や米国
のエタン、中国の石炭のような原料は望むべくもない。「原料オレフィンは市場価格で調達し
ても、研究開発部隊には競争力のある製品を強く要請している」。アジアの石化製品の伸び代
はなお巨大だ。域内で合弁事業を運営する日系企業も多い。ますます域内で存在感を発揮し続
けるよう望みたい。

１２ １６年度エチレン１０社石化業績・・・過去２番目の高水準　経常利益２３％増
　ナフサ安等追い風、高経年設備の安定操業が課題

　２０１６年度のエチレンセンター１０社合計の経常利益は前年度比２３．２％増の２３０２
億円と、０６年度に次ぐ過去２番目の好業績を記録した。経常利益は８％と過去最高に達した。
ナフサ安にともない、原料と石化製品との価格差が広がったほか、エタンや石炭等他の原料由
来の石化との競争力でも優位に立ち、輸出が増え、輸入が減る好環境に恵まれた。１７年度も
好調を継続しており、高経年化する設備を安定操業させて事業機会を最大限取り込むことが、
石化各社の課題になっている。



　８月２日（水）
１ グローバル経営　関税を使いこなせ（下）

官民協力で競争力・・・不必要なら改正要望可能
　7月18日、経産省製造産業局素材課が主催して、「関税活用セミナー　御社は関税引き下げの
恩恵をきちんと受けていますか？」が行われた。セミナーでは、実際にＷＴＯやＥＰＡ／ＦＴ
Ａの交渉を行っている経産省通商政策局通商機構部及び経済連携課から制度や交渉状況が説明
された。実践編として旭化成から関税コストの見える化や、通商体制構築の取り組みについて
説明がなされ、最後にパネルデイスカッションが行われた。
　ポイントは次の３点。
　第１は、既存の制度の有効活用。締結済みのＥＰＡ／ＦＴＡ、ＷＴＯ協定などの様々な既存
制度の自社の活用状況を比較し戦略的に制度を活用することで、本来得られるべき正当なメリ
ットを享受することが可能になる。
　第２は、執行段階におけるコストの削減と適正化。相手国政府及び日本政府の執行プロセス
において、本来声をあげれば適正化されるものについて企業は不要なコストを支払っているこ
とも多く、こうしたコストを把握し適正化を行う効果は大きい。例えば、ある品目を海外から
輸入し原料として使用する際、日本に生産者が存在しないにもかかわらず輸入関税が残ってい
ることがある。このような場合、関税改正要望を財務省に提出し製品の原料コストを削減する
ことが可能だ。関税改正要望を知らない企業も意外に多く、不必要な関税コストを支払ってい
る可能性がある。
　第３は、ルールメイキング段階における意見の提出・定期的なコミュニケーション。
ＥＰＡ／ＦＴＡやＷＴＯ協定等の国際交渉において、業界からの強い要望を日本政府内でとり
まとめ、日本の主張として相手国に訴えることが可能であり、時宜を逸しないためには官民の
敵的な情報共有が重要になる。
　経産省はセミナーを通じた広報活動を継続するとともに、企業の声に耳を傾けていく考えだ。
同時に企業には自社の問題の所在を把握、それが生じる理由、解決策を検討した上で、政府の
取り組みを活用してもらいたい。

１ 液晶用光学フィルム・・・伸びる非ＴＡＣ系、ＰＥＴが急成長　２１年に４１％
　大型・薄型化やオープンセル化で

　液晶パネルの偏光フィルム材料市場が変化している。ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）の
保護にはトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）が一般的だが、大画面・高精細化だけでなく、
コストダウンニーズの高まるを受けアクリル系、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）、ポリ
エチレンテレフタレート（ＰＥＴ）の採用が広まっている。英調査会社によると、２０１２年
以前はＴＡＣフィルムのシェアが９０％以上あったものの、液晶パネルの大型化・薄型化、
オープンセル化などが進み、ＰＥＴを中心とした非ＴＡＣ系のシェアが高まっている。１７年
には非ＴＡＣ系が２８％、２１年には４１％に拡大する見通し。

１１ 経産省　エネルギー基本計画見直し・・・電源構成変えず、３０年見据え課題抽出
　経産省は、２０３０年に向けたエネルギー基本計画の見直し作業に着手する。現行計画は
１４年に策定し３年が経過した。電源構成等骨格は変えず、ＣＯ２削減シナリオ等目標達成の
為の課題を洗い直す。また、５０年視点での長期的なエネルギー政策の方向性を検討する為、
大臣主催の「エネルギー情勢懇談会」を新設、パリ協定を踏まえたわが国の取り組みについて
検討を開始する。大臣主催の懇談会は、「５０年８０％削減」という長期目標の達成にむけ、
幅広い視点からあらゆる可能性・選択肢を検討する。既存技術の延長では実現困難であり、
産業構造、社会システムの変革が求められる。同省は、技術革新・投資と国際貢献を軸に取り
組みを加速することが基本方針。



１２ ４－６月期決算
　三菱ケミカル：営業利益４０％増

　三菱ケミカルＨＤが１日発表した２０１７年４－６月期決算は、営業利益が前年同期比４０
％増の９０９億円となった。非経常的な損益を除いたコア営業利益は同３５．２％増の９５４
億円となり、いずれも過去最高を更新した。売上高は８９８０億円と同１３％増。ナフサ価格
は同２４％増の３万９１００円に上昇している。全部門で増収を計上した。小酒井健吉副社長
は計画値を１０％以上上回っており、上期業績は上振れる可能性があるとした。石化市況も
引き続き堅調としながらも、１７年４－９月期、１８年３月期業績予想を据え置いた。

　住友化学：石化等好調
　住友化学の２０１７年４－６月期決算は、営業利益が前年同期比４８．６％増の３７６億円
となった。石化製品の交易条件が改善し、ＭＭＡの好市況も寄与。サウジアラビアのラービグ
事業の設備トラブル等の影響で持ち分法投資損益は７７億円と同２５億円減少した一方、為替
差損益は前期の損側から益側に働き、経常利益は同７８．７％増の４６１億円、純利益は同
２．６倍の３１５億円となった。
　野崎邦夫専務は「各利益段階で計画値を超えており、１７年４－９月期、１８年３月子の
業績予想を上回るのは確実。動向を見極め適切な時期に修正を公表していくとした。

　東ソー：各利益が最高
　東ソーの２０１７年４－６月期決算は、営業利益、経常利益、純利益がいずれも同期として
過去最高となった。４－９月期、通期の業績見通しは修正しないが、４－６月期だけを見る限
り、想定を上回るスタートを切っている。
　売上高は前年同期比１４．７％増の１９０４億円。営業利益は同２１．８％増の２１４億円。
経常利益は同７４．１％増の２３６億円、経常利益が営業利益より増益幅が大きいのは、前年
同期の為替差損が差益に転じ、改善効果が約６０億円あったため。

　宇部興産：純利益が最高に
　宇部興産の２０１７年４－６月期決算は純利益が６６億円（前年同期は１．７億円）となり、
４－６月期としては０９年３月期以来、９年ぶりに過去最高を更新した。売上高は１５．６％
増の１５９６億円、」営業利益は５倍超の９１億円だった。通期業績は売上高７０００億円、
営業利益４００億円、純利益２４５億円の期初予想を据え置いた。

　８月３日（木）
１４ ４－６月期決算

　三井化学：純利益４０％増
　三井化学が２日発表した２０１７年４－６月期決算は、営業利益が前年同期比６．８％増の
２７２億円となった。ポリオレフィンの販売が好調に推移したことでエチレン設備も高操業を
続け、全体の利益を牽引した。為替もプラスに寄与し経常利益は同２１．４％増の２８２億円、
技術売却益を計上し純利益は同４０．１増の２２７億円となり、各利益段階とも過去最高を
更新した。売上高は３０９０億円と同５．２％増加した。原料価格上昇にともなう価格転嫁が
進んだことが増収の主因。今期に沈静化すると想定していた石化市況は想定よりも高く推移し、
自動車材などの販売も計画通りに進むとみて、１７年４－９月期営業利益を従来予想比３０億
円増の４６０億円、経常利益を同５０億円増の４６０億円、純利益を同４０億円増の３３０億
円に上方修正した。下期業績は当初の想定と変えていない。１８年３月期通期は営業利益を
同２０億円増の１０００億円、経常利益を同４０億円増の１０００億円、純利益を同７０億円
増の９６０億円と、上期の上振れ分を積み上げた。久保雅晴副社長は「米国シェールの台頭で
基盤素材が大幅に悪化することは現時点で想定していないものの、市況の軟化を織り込んで
いる」と話した。

　８月４日（金）
１ 化学大手決算　４～６月期、想定以上　バルク牽引、営業増益、通期は据え置き

　化学大手の２０１７年４～６月期業績が出揃い、全社が営業増益を確保した。利益の牽引役は
汎用化学品。好況が続くエチレンやポリオレフィンに加えて、ＭＭＡなど市況が上向いた商品が
増え、利益の恩恵は各社に広がっている。期初の想定値を上回る好調ぶりの一方、１７年後半
からは米シェール石化の増産が始まる。１８年３月期通期業績は従来予想を据え置く慎重姿勢
が目立つ。
　ＭＭＡ、ウレタン原料、カプロラクタム、アクリロニトリル等、１～２年前は市況が低迷し、
収益を押し下げるリスク要因であったこれらの製品の市況が回復。前期からの好況を継続して
いるエチレン、ポリオレフィンも含めてバルクケミカルが全社収益を押し上げる構図が鮮明だ。
　堅調な国内需要を受けてポリオレフィンの販売も好調に推移し、原料エチレンを作るナフサ
クラッカーは９５％を上回る高稼働を続けている。ポリオレフィンのアジア市況も高止まりし、
シンガポールで石化事業を展開する住友化学の利益を押し上げた。
　各社が重点に据える強化領域も順調に成長している。三菱ケミカルＨＤはリチウムイオン電池
用電解液の米国工場から電気自動車向けに順調に納入が進み、積水化学は自動車ガラス用中間膜
が引き続き好調だ。住友化学はフレキシブルディスプレイ向け部材の販売が増え、三井化学は
自動車材向けの高機能樹脂が海外で伸びた。
　１７年４～６月期業績が想定を上回ったことから、旭化成、三井化学が同４～９月期の利益
予想を上方修正。積水化学は固定資産売却益の計上を踏まえ、純利益を上方修正した。三菱ケ



ミカルＨＤ、住友化学も期初予想を上回る進捗をみせており、上期業績は上振れを期待できそう。
　一方、１８年３月期通期業績はほぼ全社が期初予想を据え置いた。現在の好市況はいずれ
沈静化するとみられ、米国シェール石化の影響度も読みずらい。今秋以降の新製品投入が計画
されている有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）テレビや新型スマートフォンの売れ行きは
各社が重点に据える機能商品の成長を左右する。

化学大手の２０１７年４～６月期業績（上段）と１９年３月期予想（下段）
（単位：億円、％、▲は減少）

三菱ケミカル
ＨＤ
信越化学

旭化成

住友化学

三井化学

東ソー

積水化学

宇部興産

１２ ４－６月期決算
　旭化成：各利益が過去最高

　旭化成の２０１７年４～６月期決算は、各利益段階が同期として過去最高を記録した。営業
利益が前年同期比２６．７％増の３７９億円。アクリロニトリル（ＡＮ）の市況上昇を受けた
ケミカル事業が大きく伸びた。これを受けて上期の業績見通しも期初予想を上方修正した。
　売上高は同５．４％増の４４８７億円。後発品の影響を受けた医薬・医療と、ほぼ横ばい
だった住宅を除く各事業が揃って増収となった。全体で２３９億円の増収分のうち、ケミカル
が半分の１１４億円、クリティカルケアが５１億円を占めた。営業利益の増益に最も貢献した
のもケミカルであった。タイのＡＮ事業が好調だったため、持分法投資利益も増加、経常利益
は同４５．７％増の４１２億円となった。
　石化事業の推移そ受け、上期の業績を売上高９５７０億円（期初予想比７０億円増）、営業
利益８００億円（同８５億円）、経常利益８４０億円（同１０５億円）、純利益６００億円
（同１１０億円）に上方修正した。通期の業績予想は、第２四半期決算発表時に見直す予定。

営業利益 経常利益 純利益

65 －
7,000 13.5 400 14.4 3,801 13.9 245 1.3
1,596 15.6 90 458.8 101 －

99 －
11,040 3.6 1,020 5.7 970 6.0 630 3.5
2,339 2.7 126 12.6 139 128.3

164 92.9
7,700 3.6 1,000 ▲ 10.1 1,000 ▲ 11.6 680 ▲ 10.1
1,904 14.7 214 21.8 236 74.1

227 40.1
13,000 7.2 1,000 ▲ 2.1 1,000 2.9 680 4.9
3,090 5.2 272 6.8 282 21.4

315 158.3
21,900 12.1 1,650 22.8 1,850 11.0 1,000 17.0
5,085 11.4 376 48.6 461 78.7

300 24.8
19,900 5.7 1,650 3.6 1,700 5.8 1,150 0.0
4,487 5.4 378 26.7 412 45.7

537 18.5
13,500 9.1 2,680 12.3 2,800 15.6 1,900 8.0

633
1,970

53.6
▲ 9.0

3,362 11.8 741 23.5 770 33.2

35.2
0.8

－
－

－
－

8,980
36,500

13.0
8.1

954
3,100

前　年
同期比

前　年
同期比

前　年
同期比

前　年
同期比

売上高


