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　１２月１７日（月）
１ 精留塔　プラスチック資源循環戦略

　環境省は現在、「プラスチック循環資源戦略案」をパブリックコメントに付している。２８
日が締め切り。寄せられた意見を踏まえて最終案をまとめ、政府が閣議決定する。来年は
Ｇ２０のホスト国。日本の戦略として世界に発信する予定▼海洋プラスチックに対する社会的
関心が急速に高まった一年だった。海洋生態系の理屈は分からないが、ウミガメの鼻をストロ
ーが突き刺す映像は衝撃的。世界中のメデイアが取り上げたことで、喫緊の課題と認識される
に至った▼環境省案は①プラ資源循環②海洋プラ③国際展開④基盤整備―を重点戦略と位置づ

ける。短期間でまとめられたが、必要な論点は取り上げられている。その一方、問題の所在を

整理しておかないとこの先、上滑りな解釈が広がる懸念もある▼廃棄物を適正に処理しないか
ら世界の海にプラスチックが漂う。ストローやレジ袋を廃止したり有料化するのは、対策でも
解決策でもない。シンボリックな意味合いやアピール効果はあっても実効性はごく僅かだ▼省
資源の観点から、ワンウェイ容器や過剰包装を減らす意義は大きい。しかし、海洋プラ問題の

最適解は廃プラの適正処理。日本の容器包装の８４％は有効利用されている。この数値を更に

高め、僅か１４％に留まる世界の利用率向上にも貢献する―。そんな方向感が望まれる。

３ 政府　海洋漂着物対策の基本方針案を了承
　政府の有識者会議は１４日、海洋漂着物対策の基本方針案を了承した。６月の海洋漂着物処
理推進法の公布・施行を受け、マイクロプラスチック（ＭＰ）や海洋プラスチックごみへの対
策などを追加した。閣議決定に向け年内にパブコメを開始する。
　改正案ではＭＰの発生を抑制する為、事業者に洗い流しスクラブ製品に含まれるマイクロビー
ズの削減や、サプライチェーンを通じたペレットなどの飛散・流出防止の徹底等を求めた。
　海洋プラスチックごみ対策では、国や地方公共団体が処理を推進するほか３Ｒ、生分解性
バイオプラスチックの利用促進などを通じて排出抑制に努める。そのうえで生分解性プラス
チックについては、海中での分解に時間を要する為ＭＰとなって残存する可能性が指摘されて
いるとし、国民には廃棄物として適正な処理が重要であること等正しい理解を促す必要がある
とした。更に国際協力として、ＭＰのモニタリング手法の国際標準化やアジア海域での汚染
状況の把握などを挙げた。

１６ ＢＡＳＦ　化学品原料　プラごみ由来実用化・・・包材や冷蔵庫部品に
　ＢＡＳＦは、プラスチックごみ由来の化学品原料の実用化に成功した。今年１０月には、
プラスチックごみ由来の熱分解油を独ルートヴィッヒスハーフェンのスチームクラッカーで
用いる原料の一部として採用。リサイクル原料を用いて食品パッケージや冷蔵庫用等の素材の
パイロット生産も開始している。世界でプラスチックごみ問題が大きくクローズアップされる
なか、リサイクル技術を駆使してプラスチックを取り巻くサーキュラーエコノミー（循環経済）
の確立に貢献する。　
　ＢＡＳＦは、プラスチックごみリサイクル原料に転換するプロジェクトを開始した。熱化学
プロセスを用いてプラスチックごみをシンガスや熱分解油に転換し、これらのリサイクル原料
を用いてプラスチックのバージン材を生産する。大きな特徴は、混合品や汚れたもの等、通常
は埋め立てや焼却処理されるプラスチックごみを資源として有効活用する点。リサイクルが困
難だった廃棄物を再利用することでごみ問題の解決に寄与するとともに、需要家がターゲット
に設定するリサイクル素材の使用量の目標達成に貢献する。
　同プロジェクトは既に実用段階に入っている。１０月にはパートナー企業である独Recenson
社から熱分解油の供給を受け、クラッカー原料の一部として使用を開始した。

　１２月１８日（火）
１ 環境省－経産省・・・フロン法見直し、冷媒回収率向上へ環境整備

　環境省と経産省は、フロン排出抑制法の改正に向けた検討を開始する。政府の地球温暖化対
策計画に掲げる冷媒フロンの回収目標（２０２０年度に５０％）を達成するための環境整備が
狙い。建物解体時の冷媒回収に際しての指導・監督権限等行政による管理体制強化を盛り込む。
　きょう１８日の合同審議会で方向性を示し、年明けには法改正の骨格を固める。来年の通常
国会に改正案を提出、成立を目指す。
　政府は２０年度５０％、３０年度７０％の冷媒回収目標を掲げるが、回収率は直近３年間も
４割弱に低迷している。きょうの合同会議で両省の分析結果を報告し、対策の実効性を高める
法改正の方向性を確認する。来春には改正案をまとめて通常国会に提出する構え。

４ メタノール急落・・・ＭＴＯ低稼働、供給回復
　メタノールのアジア市況が急落した。１０月は１㌧当たり４００㌦台で推移していたが、
１１月以降は３００㌦台前半で推移している。中国のＭＴＯの稼働が落ち込んだことで、需要
が減退した一方、供給が安定してきたため余剰感が生じている。今後は強弱の材料が交錯する
なかで不透明感が強いが、中国に安値のイラン品が多く流入して中国市況が一段安の状況に
あるため、アジア価格に影響する可能性もある。
　１１月に入ってから急落。エチレン価格が下落したことやプロピレンがじわり安となったこ
とで、中国のＭＴＯの稼働が低下した。１８０万㌧の１基が不採算を理由に稼働を止めた。他
の供給元も稼働を１～２割程落としているもよう。
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　一方、供給側は設備トラブルの解消により稼働が安定してきた。新規設備は北米の１７５万㌧
が秋に操業を開始し、イランの１７０万㌧も立ち上がったようだ。中国の在庫は適正水準の
７０万㌧を上回っているとみられる。
　今後は、今年の新規設備からの玉が域内へ流入することで需給が緩和し、市況の下げ圧力と
なる。更に来春にトリニダード・トバコで１００万㌧、２０１９年中にイランで２３０万㌧が
新設される見込み。中国市況との連れ安もあり得そうだ。中国ではイラン品の流入によって
一段安の状況。昨今のイランへの経済制裁の影響で、イラン品の購入を敬遠する傾向が強まっ
ているようだ。そのため、イランは安値で中国に押し込み、中国市況は２７０㌦前後の低位で
推移している。

１０ タカラバイオ・・・雪国まいたけにキノコ事業譲渡
　タカラバイオは１７日開催の取締役会で、キノコ事業を雪国まいたけ（新潟県南魚沼市）に
譲渡することを決議した。譲り渡しは２０１９年３月１日の予定。譲渡価格は明らかにしてい
ない。同社キノコ事業は、瑞穂農林（京都府京丹波町）とキノコセンター金武（沖縄県金武町）
が一体となり、ホシシメジ、ハタケシメジ、ブナシメジを展開してきた。譲渡するのは、同社
が保有する瑞穂農林とキノコセンター金武の株式とキノコ事業の知的財産権。
　同社は１７年度スタートの中期経営計画でバイオ産業支援、遺伝子医療、医食品バイオの３
部門を推進。グロ－バルで再生医療関連製品企業としての存在感向上を成長の方針としている。
　そこで経営資源の選択と集中が重要であるとし、キノコ事業について、生産・販売を継続し
事業資産を最大限に活用できる譲渡先を検討していた。雪国まいたけはマイタケ生産・販売で
国内トップシェア。

　１２月１９日（水）
２ 社説・・・持続可能性を追求　未来を切り拓く

　欧州には、サステイナビリテイ（持続可能性）を経営の基調にする企業が多い。自社の将来
を切り拓ことに繋がるのは勿論、それが人々の生活や社会の将来を真に支える起業として認め
られるために不可欠との認識が背景にある。
　ＢＡＳＦは「サステイナビリテイに大きく貢献する製品による売上高を２０２５年には
２２０億ユーロにする」「３０年まで温室効果ガスの排出量を１８年のレベルに止める」とし
た。同社は生産体制強化のため中国で大型プロジェクトを推進、約１００億㌦を投じて、
エチレン年産１００万㌧規模のスチームクラッカーを軸に誘導品等を生産する。３０年までに
コンプレックス全体を完成させる計画だ。この大型プロジェクトを具体化しても「温室効果ガ
スの排出量を増やさない」との意志を示している。
　マーテイン・ブルーダーミュラー会長が「既にプラントの技術水準が非常に高いことを考え
ると非常に野心的な目標であり、これまでと違う方法を採るには並外れた創造性が必要になる」
と語るように自ら高いハードルを設けた。
　温室効果ガスの代表格である二酸化炭素を原料にして化学品を生産する取り組みも多彩だ。
　コベストロは、触媒を中核技術にしてポリエーテルポリオールを生産する技術開発に０８年
からＲＷＴＨアーヘン工科大と取り組み、年５０００㌧の設備をドルマーゲンに建設。マット
レスや家具用等の軟質ウレタンフォーム向けに供給体制を整え「ｃａｒｄｙｏｎ」の商品名で
供給を始めている。
　アクゾ　ノーベルのケミカル事業を母体にして発足したヌーリオンは、蘭フォタノール社と
共に光合成を行う細菌を用いて有機酸等の生産を始めた。シアノバクテリアが光合成の過程で
ＣＯ２を取り込み、効率の良い有機酸などを生産につなげていく。
　一連の取り組みは化学の秘めた力を示している。より持続可能な未来に貢献する成果を生む
ことこそ企業の価値、また産業としての存在価値向上への道ではないか。

２ １１月　エチレン生産速報・・・生産は０．４％減　稼働率９８％
　経産省が公表したエチレン生産速報によると２０１８年１１月のエチレン生産量は５５万
９６００㌧とぜ年同月比０．４％減だった。対前月比では１．３％増。
　１１月のエチレン設備の定修はゼロ。今年は国内１２基あるエチレン設備のうち７基が定修
を実施する集中年に当たり、３～１０月にかけて各社の設備が止まった。

２ １０月エチレン換算輸出入実績・・・輸出量は１０．８％増
　経産省が公表した２０１８年１０月のエチレン換算輸出入実績によると、エチレン系製品の
輸出量は１９万５９００㌧で１０．８％増えた。エチレンの輸入量が５万６３２９㌧と１５．
２％増えた。エチレンの国内生産とエチレン換算の輸入量から輸出量を差し引いた１０月の
内需は１．５％増の４３万２８８㌧だった。
　品目別輸出量ではエチレンのほか、ＬＤＰＥが２１．６％増の１万５８１０㌧、ＨＤＰＥが
５．６％増の１万３０５５㌧となった。
　一方、エチレン系製品の輸入量は３３．７％増の７万６２００㌧、ＬＤＰＥが５０．３％増
の３万７７１９㌧、ＨＤＰＥが１．４％増の１万８２１８㌧と前年を上回った。

１１ 政府見通し　１９年度成長率、実質１．３％・・・増税対策下支え
　政府は１８日閣議で、２０１９年度の国内総生産（ＧＤＰ）について、物価変動の影響を除
いた実質で前年度比１．３％増とする経済見通しを了解した。
　同年１０月の消費税率１０％への引き上げに合わせて実施されるポイント還元等の各種対策
や、防災・減災の為の公共事業が景気を下支えすると予想。１％未満とした日銀や民間の見方
よりも高めの成長率を見込んだ。
　政府の経済見通しは、１９年度予算の税収見積もりの前提となる。今年７月時点の試算で
実質成長率は１．５％増としていたが、米中貿易摩擦等海外情勢の不透明感が強まっている為
下方修正した。
　物価動向を反映した１９年度の名目ＧＤＰの見通しは前年度比２．４％増。水準は１８年度
見込みより約１４兆円拡大し、過去最大の５６６．１兆円と予想した。
　個人消費は実質ベースで１．２％増（１８年度見込みは０．７％増）、設備投資は２．７％



増（同３．６％増）、輸出は３．０％増（同２．７％増）を見込む。消費者物価指数の上昇率
の予想は１．１％（同１．０％）とした。

　１２月２０日（木）
１ 産総研・森林総研　植物・鉱物成分だけの紫外線カット透湿フィルム

　産総研と森林総研は１９日、植物や鉱物だけからなる透明な紫外線カット透湿フィルムを開発したと
発表した。粘土を主成分とする膜材料にリグニンを混合した。９９％以上という高い紫外線遮断率、
１１００ｇ／ｍ2・日の透湿性を持つ。農業用の紫外線カットフィルムとしての利用が期待される。
　産総研は２００３年から不燃性、耐熱性、ガスバリア性などを有する粘土膜材料「クレースト」の開発・
実用化に取り組んでいる。一方、森林総研は、成分変質の少ない新たなリグニン抽出法の開発、リグニン
を使った機能材料の開発を行っている。リグニンは耐熱性や紫外線吸収性を持ち、農業用紫外線カット
フィルムなどへの利用が期待されている。
　両者は同時酵素糖化粉砕法により抽出した水分散性リグニンナノ粒子とクレーストの混合液を用い、
リグニンナノ粒子を含む自律膜（リグノクレースト）を開発した。リグニンナノ粒子は水中でクレースト
の主成分である粘土と簡単に混合することができる。
　２８０～４００ナノメートルの領域での紫外線遮断率は９９％以上（膜厚０．０３ｍｍ）で、従来の
農業用紫外線カットフィルム（１ｍｍ厚で９０％程度）に比べ高い。水蒸気透過性は多孔質ポリオレフィ
ンに匹敵する値を示した。紫外線吸収性はリグニンの発色団構造に、透湿性はナノメートルレベルで積層
したリグニンと粘土が作る空隙に由来するという。植物・鉱物由来成分だけのため生分解性も期待でき、
すき込み処分も可能と見込まれる。

２ 社説　バイオプラ成形で加工機械に存在感
　世界的なプラスチック製品に対する規制の動きが、プラ加工機械メーカーにとって新しいビジネスチャ
ンスになりそうだ。樹脂メーカーが環境適合性に優れる生分解性プラの増産体制を強めることにより、
バイオプラの世界需要は２０２５年に１００万トンを突破する見通し。同時にプラ化工機メーカーでは、
新しい成形システムを提案している。環境問題への対応は難しいが、クールジャパン製品として存在感を
みせてほしい。
　今年はプラ製品業界にとって厳しい一年となった。使い捨てプラ包装容器の削減に向け、欧州やアジア
諸国などで、さまざまな規制の動きが出た。食品・飲料業界では使い捨てプラ製品の紙製への代替を検討
するケースが増加している。
　カネカは今夏、生分解性プラの生産能力を年５０００トンに増強すると発表した。将来的に年２万トン
体制を構築するという。三菱ケミカルは生分解性プラを使用したコップを開発、１０月から販売開始した。
　バイオプラは、植物など生物資源（バイオマス）から製造されるプラと、微生物と酵素の働きで分解さ
れる生分解性プラの双方を指す。欧州バイオプラスチック協会の調査によると、２２年にバイオプラ市場
は１００万トン超まで伸びる。
　一方、バイオプラを成形加工する際に「材料特性として耐熱温度が低い」「強度が不足している」と
いった難点がある。そもそもバイオプラは生産能力が足りず、流通量が少ない。通常の射出成形機では、
従来の樹脂ペレット同様の特性を引き出すのが難しいようだ。
　射出成形機専業大手の日精樹脂工業は、トウモロコシなどバイオマスを原料とした生分解性プラである
ポリ乳酸の新たな成形加工システム「N-PLAjet」を小松技術史事務所（福井県いわき市）の小松道夫氏と
開発、市場展開している。
　同システムは、耐熱ポリ乳酸の射出成形および超臨界微細発泡射出成形、ポリ乳酸の薄肉射出成形、
天然繊維含有ポリ乳酸の超臨界微細発泡成形の４技術で構成される。耐熱温度で１４０℃(従来は７０℃）
を実現したことに加え、金型からのスムーズな取り出し、優れた断熱性、透明な薄肉カップの成形を可能
にした。すでに幼児用プラ食器で製品化している。今年、欧州企業からの問合せが急増。今後、本格的な
需要期に入ることが予想される。
　バイオプラの市場が今後、拡大することは間違いない。射出成形機メーカーは、高機能プラ製品の成形
プロセス開発を急ぎ、新しいビジネスチャンスにつなげてほしい。

＊）コメント
本社説においては、バイオプラ、生分解性プラの定義があいまい。内容は「生分解性プラ」の成形機
になっているので、本体は題目は「生分解性プラ成型で加工機械に存在感」であるべき。
定義は以下。
・生分解性プラスチック：微生物によって完全に消費され、自然的副産物（水、二酸化炭素、メタン、
　バイオマス等）のみを生じるもの。原料が有機資源（トウモロコシ等）だけでなく、石油由来の
　生分解性プラもある。
・バイオマスプラすチック：原料として再生可能な有機資源由来の物質を含み、化学的又は生物的に
　合成することによって得られるプラスチック。トウモロコシから作ったエチレンを原料としたＰＥ
　や、有機資源由来ノモノマーを一部原料としたＰＥＴの様な生分解しないプラスチックも含む。
　有機資源を原料とした生分解性プラもこの分類となる。
・バイオプラスチック：生分解性プラスチックとバイオマスプラスチックを合わせた総称。
バイオプラでも、ＰＥやＰＥＴ等は物としては石油由来の物と同等で、現在普及しているので、現状
の成形機で成形は問題ない。成形技術の開発が必要なのは「生分解性プラ」。

４ エチエン上値重く　アジアで供給増加
　 　アジアのエチレン市況は上値が重い。域内の供給量が増え、ＰＥを中心に誘導品の対エチレンマージン

が一時期より縮小している状況で上値が抑えられている。一方、値ごろ感から調達に動く需要家が下支え
する構造になっており、ＰＥ市況も回復傾向にあることからエチレン市況は下げ止まり、徐々に戻るとの
見方が多い。
　エチレンのアジア市況は足元、１トン当たり８５０ドルほどで１１月上旬と同程度。同月中旬から下旬
には１０００ドル強を目指して強含んでいたが反落。１１月末には１０００ドルを割り込み、１２月第１
週までに足元の水準へ大きく下落した。供給量が増えたことが要因とみられる。
　東南アジアを中心にＰＥを生産調整してエチレンを外販するメーカーが増えたことも供給拡大に拍車を
かけた。１２月第１週の域内ＰＥ市況は、ＨＤＰＥが１０３０ドル、ＬＤＰＥが９９０ドル、ＬＬＤＰＥ
が９８０ドルでエチレンとの値差が縮小した。年間契約交渉が難航するなか、スポット品が東南アジアの



メーカーから中国へ多く販売されたようだ。
　エチレンの市況は足元の水準で底を打ち、回復に向かうとの見方が多い。石油化学コンサルティングの
クリークス（横浜市）は「値ごろ感から需要家が調達に動くことで下支えされる可能性がある」とみる。
今後はさらに供給量が増える材料も見当たらないため「下げ渋る展開が見込まれる」。ＰＥ市況は足元、
ＨＤＰＥが１０７５ドル、ＬＤＰＥが１０３０ドル、ＬＬＤＰＥが１０２０ドルと強含んでいる。縮小
したエチレンとの値差は徐々に広がってきた。

４ エチレン用輸入ナフサ　１１月は１７０７円高の５万４１５５円
　経産省がまとめた１１月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は２ヶ月連続で上昇し、ドル
建てで１トン当たり前月比１８．２ドル高の６９９．３ドル、円建てで１ＫＬ当たり１７０７円高の
５万４１５５円となった。輸入数量は４．７％減の１８０万８４１２ＫＬ、輸入金額は１．７％減の
８億６６６９万ドルとなっている。為替レートは１ドル＝１１３．０円で前月比０．１円の円安。

４ １１月プラ製品出荷　容器など好調
　プラ工連が経産省のデータをもとにまとめた統計によると、１０月のプラスチック製品出荷は前年同月
比３．６％増の４９万５２７１トンとなった。容器やパイプ、機械器具部品が好調。主力のフィルム・
シートも２．４％増の２２万７１１５トンと堅調だった。生産規模の大きい品目は、おおむね前年同月実
積を上回った。

１２ 中国、環境査察第２弾　来年から４年計画、規制より合理的に
　中国の生態環境部は、来年から環境保護のための中央査察の第２弾を開始する。期間は４年間で、３年
かけて全国を周り、最終年は査察の見直しや改善点の確認作業に充てる方針。第１弾の２年間で行った
査察の修正状況をチェックし、改善がみられない地域や企業に対しては、より厳しい処罰などを実施する。
中央政府が環境規制を緩める気配はない。

　１２月２１日（金）
２ 三菱ケミカル　世界屈指Ｒ＆Ｄ集団めざす・・・既存発想にとらわれぬ　中長期で社内ファンドも

　三菱ケミカルは、研究開発（Ｒ＆Ｄ）の改革に乗り出す。短中期の視点では、既存の８研究所の特色を
出しながら相乗効果を発揮させる戦略で、共通基盤を担う横浜研究所を中心に分子設計・機能設計に分類
した１２の技術プラットフォームを強化し、新技術・新製品の創出を加速する。中長期の視点では、ベン
チャーおよび社内ファンドの仕組みを取り入れる方向で検討しており、既存の仕組みや発想にとらわれな
い研究の自由度を上げる考え。また業務改革も進める方針で、優秀な研究者が研究に専念できる高度専門
職制度を１０月から導入、専門性に磨きをかける。これらにより「世界トップクラスのＲ＆Ｄ集団を目指
す」（垣本昌久常務執行役員・横浜研究所長）
　三菱ケミカルは７研究所と、来年４月に吸収合併する１００％子会社の日本合成化学の中央研究所（大
阪府）が加わり、計８研究所体制となる。短中期的にこれら研究所のシナジーを発揮させることが最重要
課題の一つ。連携やシナジーを狙いに来年５月、「テクノロジーウィーク」と呼ぶイベントを開催する。
同社だけでなく、三菱ケミカルＨＤの国内外のグループ会社を含め世界の研究者が集い、ネットワーキン
グを行う。
　一方、中長期的には既存のＲ＆Ｄにとらわれない仕組みも取り入れる。起業家精神を養うため、ベン
チャーや社内ファンドの導入を検討しており、「ビジネスピッチ化を進めることで全体の活性化が図れる」
とみている。外部との共同研究といったオープンイノベーションにもつながりやすい側面があり、詳細を
詰める。
　Ｒ＆Ｄの業務改革も進める。研究者が昇格するには職位に左右されるケースがほとんどだったが、１０
月から高度専門職を導入。職位に関係なく研究に専念できる制度で、このほど数十人が昇格した。また、
老朽化が進んでいる横浜研究所での新棟建設も検討するなど、ソフト・ハード面でＲ＆Ｄ投資を積極化。

２ 石化製品１１月生産　ＰＥ減少、ＰＰ増
　石化協は２０日、１１月の主要石化製品の生産・出荷実績を公表した。生産はＰＰが前年同月を１２％
上回ったが、ＰＥは７～８％下回った。前月比では日数減があるものの、定修規模の減少や稼働率要因
からＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＰＰともプラスとなった。国内エチレン設備の稼働率は９８．０％で、好不況
の目安となる９０％を６０ヶ月連続で上回っている。
　出荷量は、ＬＤＰＥが前年同月比８％減、ＨＤＰＥが同６％減、ＰＰが同２％減だった。国内の出荷分
野別では主用途のフィルム分野の前年割れが続くなか、ＬＤＰＥは戦線被覆分野、ＨＤＰＥは中空成形分
野やパイプ分野、ＰＰは射出成形分野が増加した。

【１８年１１月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

３ 東洋インキＳＣＨＤ　北米で新規事業育成・・・ＵＶタイプＩＪインキ現地生産等
　東洋インキＳＣＨＤは、北米で新規事業を育成する。インクジェットインキではＵＶ硬化タイプを投入。
ＩＪインキの特性を高めるプライマーの提案も本格化する。粘着剤は医療など付加価値領域へ展開し、フ
レキソインキはラミネート接着剤とのセット提案でパッケージの需要を取組む計画。昨年ジョージア州に
開設したラボでは先端分野のマーケティングにも力を入れ、２０１８年度売上高は６％、１９年度は１１
％の持続的成長を目指す。

３ バイオマスマーク　グラビアインキに　連合会、来春から運用開始
　印刷工業連合会は、グラビアインキのバイオマスマークを制定する。名称を「バイオマスファースト
インキ」マークとし、バイオマス配合量やＮＬ（ネガティブリスト）規制対応を基準に設ける。同連合会
としてグラビアインキの環境対応マークの制定は初めて。ブランドオーナーや流通業界による食品軟包装
への環境対応製品の採用を訴求したいニーズに応えるもので、同マークは商品に印刷できる。来年初頭に
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102 93

品目 生産高 前月比 前年同月比
エチレン 559.6 101

ＰＰ 218.6 112 112

ＬＤＰＥ 132.4 119 92
ＨＤＰＥ 74.8



会員各社に周知し、春から運用を開始する。
　大手流通などによる食品パッケージへの植物原料を配合したグラビアインキの採用増を背景に、インキ
業界でも関連マークへの動きが活発化。日本有機資源協会の「バイオマスマーク」、ライスインキ・コン
ソーシアムの「ライスインキマーク」、サカタインクス独自の「ボタニカルインキマーク」の認定数も
増加している。とくにバイオマスマークは２０１７年度の取得実績が３０件と前年度から大幅に伸長し、
１８年度現在もインキの取得件数は２５件のハイペースで推移している。バイオマスインキは環境の切り
口で新市場を形成しつつある。一方でマークの多さは一般消費者の認知向上にどう作用するか未知数な
ところもある。インキメーカーは複数マークを取得する傾向もあるなか、同連合会ではバイオマスファー
ストインキに集約する意向おはないとしている。最終的にどのマークを選ぶかはブランドオーナーやプラ
イベートブランドを展開する大手流通の判断になりそうだ。

４ 原油価格　潮目変化は来年２月　減産実態、米中協議見極め
　原油価格の、目先の潮目の変化は２０１９年２月となりそう。ＯＰＥＣと非ＯＰＥＣ産油国による協調
減産の実行力と、日量１２０万バーレルという減産規模自体が妥当なのかが問われる。同月は協調減産が
始まる来年１月の原油生産量が発表され、３月には米中が設定している追加関税引上げ猶予期限を迎える。
　今月７日ＯＰＥＣと非ＯＰＥＣは１９年１月から日量１２０万バーレルの協調減産を６ヶ月間実施する
ことで合意したが、原油価格の反発に勢いはない。減産を達成できないとの見方が多いためだ。非OPECの
産油国ロシアの原油は高粘度で固まりやすく、パイプライン保全の関係ですぐに止めることはできず、
今回の合意で日量約２３万バーレルの減産を担うが、１月の減産は５～６万バーレル程度になる見込み。
国内経済が疲弊しているイラクの減産も期待できない。
　供給増で「１２０万バーレルの減産では足りないとの見通しも多い」。反発力がないもう一つの要因だ。
米国シェールオイルの増産ペース、世界経済と石油の需要動向、中東が抱える地政学リスクなど需給バラ
ンスを大きく左右する不確定要素がある。
　判断材料となるのは貿易摩擦に関する米中の協議。米国による中国製品輸入品に対する追加関税引上げ
は、９０日間猶予されることが１日の両国首脳会談で決まり、その起源を３月に迎える。世界経済に影響
する両国の交渉が石油の需要、需給バランスに方向性を与えることになる。
　３月以降では４月のＯＰＥＣ定時総会と合同閣僚会合も焦点。従来、半年ごとに行われるものを前倒し
するのは異例。イラン産原油禁輸で８ヵ国を対象とする適用除外の期限である５月初めを年頭に置いたも
のだ。需給を取り巻く環境を、この時点で改めて判断するとみられる。

１１ ＥＵ　使い捨てプラ２１年から禁止
　欧州連合（ＥＵ）の加盟国と欧州議会は１９日、ストローなどの使い捨てプラスチック製品の域内流通
を禁止する新規制度に暫定合意した。加盟国と欧州議会で正式に承認されれば、２０２１年に導入される
見通し。プラ製品のスプーン、フォーク、ナイフ、皿、ストローのほか、発布スチロール製の食品容器
などの流通が禁じられる。（ブリュセル時事）


