
化学工業日報抄録　
【３月２６日（月）～３月３０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）

　３月２６日（月）
7 プラ製品　販売額４％増・・・１７年　販売量は６００万㌧記録

　日本プラスチック工業連盟がまとめたプラスチック製品の生産・販売実績によると、２０１
７年は数量、金額ともに前年実績を上回った。主力用途のフィルムをはじめ機械器具部品、容
器類などが好調に推移し、生産量は前年比２．９％増の５８２万５５０６㌧となった。
　販売量は同２．８％増となり６００万㌧の大台を記録したほか、販売金額は数量の伸びを上
回る同３．９％増の４兆２１６３億２４００万円だった。

８ 炭酸カルシウム　ニッチに照準、応用展開進む
　微粒子化や表面処理駆使　他素材とハイブリッド化も

　プラスチック、ゴム、塗料、建材のフィラーから紙おむつの通気フィルム、食品添加剤用途
まで生活に欠かせない素材として活躍する炭酸カルシウム。石灰石を粉砕し製造する重質炭酸
カルシウム、合成法で製造する軽質炭酸カルシウムのいずれにおいても、既存事業で培った
粒子制御や表面処理等の応用展開が進む。１マイクロメートル以下の微粒子製品や酸化チタン
タルクなど他素材とハイブリッド化する動きも目立つ。一方で、既存領域の国内需要は伸びが
期待しにくい状況にあり、運送。・採掘・電力などコスト増ものしかかる。
　各メーカーは課題に対処したうえで、ニッチ領域・顧客ニーズに適合した製品開発で差別化
を図っていくと予想される。
　炭酸カルシウムの原料である石灰石は日本各地で採掘できるが、塗料や樹脂、ゴムなどの
フィラー用途では白色度が要求されるため結晶質の良質な鉱石が必要だ。しかし、その産地は
岡山、広島、福島など一部の地域に限られる。新規に鉱山を探索し、採掘することは難しく旧
鉱山で新たに採掘するにしても、環境対応の観点から地下水対策などのコストがかさむ「坑内
堀」が必要になり採算面から難しい。
　全日本トラック協会と日本貨物運送共同組合連合会が運営する求荷車情報ネットワーク（
ＷｅｂＫＩＴ）によると、２月の運賃指数としては２０１０年４月以降の成約運賃指数月別
推移において調査開始以来最も高い数値となった。トラック輸送業界では、ドライバー不足の
深刻化や労働時間短縮などへの対応がいぜんとして厳しく、輸送業界はこの流れを背景に、
各炭酸カルシウムメーカーに対しても値上げ交渉を迫るのは時間の問題だろう。
　加えて電力料金、採掘におけるコストも増加傾向にある。メーカーサイドの自助努力にも
限界はあり、業界の持続的発展にためにもコスト上昇分は価格転嫁せざるを得ない情勢が高ま
っている。

１２ 石連会長会見・・・１８年度も軽油など堅調、情報共有、全国を網羅
　石油連盟の木村康会長は２３日、月例の会見で２０１７年度の国内石油製品需要について
触れ、「全般的に安定的な一年だった」と総括した。そのうえで１８年度も引き続き、ガソ
リンや軽油は順調に推移するのではないかと見通した。
　１７年度のガソリン需要は、燃費上昇などを織り込み前年比で１％減を見込んでいたが、
ほぼ想定通りとなる見通し。横ばい見通しの軽油は２％上昇するとみられる。「経済が好調の
なか、ヒトやモノの動きが活発だった」ことが要因とみている。灯油にいたっては４％の減少
予想にたいして冬場の寒さを受けて実際は３％伸びる見通しとなっており、想定比で７％の増
となる。木村会長は、１８年度も「灯油は天気次第だが、ガソリンは横ばい、軽油は引き続き
良い状況となるのではないか」と予想する。
　一方、原油価格動向については「非ＯＥＣＤ諸国での需要増と米国の生産増の追いかけっこ
のなかで、ドバイ原油で１バレル当たり６５㌦付近が当面のレンジとなる」と説明。
　尚、石連と都道府県の重要施設に関する情報共有の覚書の締結が今月に全４７都道府県に
達したことが公表された。災害発生時の石油燃料の緊急要請に円滑に対応できるよう、あらか
じめ重要な施設の情報を入手することを目的としたもので、２月に沖縄県、３月に長崎県と
覚書を交わし、全都道府県を網羅した。

　３月２７日（火）
２ ノバケミカルズ　米でエチレン輸出事業・・・年８０万㌧規模、ターミナル建設検討

　カナダのノバケミカルズは、米国でエチレン輸出事業に乗り出す。メキシコ湾岸に輸出ター
ミナルを建設して世界市場にエチレンを供給する。計画の具体化に向けて、米国のパイプライ
ン大手エネルギー・トランスファー・パートナーズ（ＥＴＰ）のグループ会社と合弁で事業会
社を設立する覚書を結んだ。市場環境を見極め、事業性が確認できた場合には２０２０年半ば
の稼働開始を目指し、輸出ターミナルの建設に入る。
　輸出ターミナルは、年８０万トン規模のエチレンの取り扱いを想定、同社の子会社である
ノバケミカルズ・オレフィンズとＥＴＰ傘下で天然ガスや化学品物流を手掛けるスノコ・パー
トナーズ・マーケテイング＆ターミナルズ（ＳＰＭＴ）が合弁会社を設立して事業化を目指す。
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　ノバケミカルズは、輸出ターミナルの建設に先立ち、米国で石化製品の供給基盤を強化して
いる。昨年には米エネルギーインフラ企業のウィリアムズ・パートナーズがルイジアナ州に
保有するエチレン年産１００万㌧規模のオレフィンプラント及びテキサス州モントベルビュー
のエチレントレーデイング拠点などを買収。更にトタル、ボレアリスと合弁でテキサス州ポー
トアーサーにエチレン年１００万㌧のエタンクラッカーの建設プロジェクトも進めている。
これらの投資案件で生産されるエチレンの余剰分を輸出するとみられる。
　輸出ターミナルは、モントルビューでＳＭＴから貯蔵設備を借りて運営するエチレンの売買
拠点「ノバ・エチレンハブ」や、ルイジアナ州のエチレンマーケットとパイプラインで接続さ
れる見通し。
　米国ではノバケミカルズに先駆け、先頃エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズがエ
チレンの輸出事業に乗り出すことを決定。年１００万㌧の輸出能力を持つターミナルを建設す
る方針。また、ノルウェーのオドフェルターミナルもテキサス州にエチレン輸出ターミナルの
事業化を検討している。
　ただ、エチレン輸出の事業化には、高額な設備投資を回収するだけのユーザーとの長期契約
が必須。投資を正式に決定したエンタープライズは、米エチレン製造業者のフリント・ヒルズ・
リソーシズ及び日系商社との間でターミナルの使用に関して長期契約を締結したことで事業化
に道筋をつけた。
　ノバケミカルズの市場からの引き合いを最終投資決定の判断材料の一つとしており、長期契
約の獲得がプロジェクトの具体化のカギになりそうだ。

１２ 積水化学　バイオ化学品を育成・・・ごみからブタジエン
　積水化学工業は、バイオ技術を用いて化学品を生産する「バイオリファイナリー」事業を
育成する。世界で初めて技術確立した、可燃性のごみから微生物触媒を用いてエタノールを
作る技術を応用し、ブタジエンやエチレン、イソプレン等の化学品に進出する。既存の石油
化学は製造工程での二酸化炭素排出や資源枯渇等の課題を抱える。同社ではバイオ技術を駆使
し、旧来石化の代替に乗り出す。
「現在の石油化学コンビナートは大規模集約型。これを地方分散型の化学工場に変えていくこ
とを構想している」。同社でバイオリファイナリー事業を先導するＲ＆Ｄセンターの岩佐航一
郎ＢＲプロジェクトヘッドの展望は壮大だ。
　日本が輸入する石化原料用ナフサは年間３０００万㌧、カロリー換算で約１５０兆キロカロ
リー。一方、国内で排出されるごみの量は約６０００万㌧、カロリー換算で約２００兆キロカ
ロリーある。このごみを化学品原料として有効活用し、化石資源に依存しない資源循環社会の
創出を目指す。
　日本に約１２００あるごみ焼却施設のうち約１割が熱分解によってごみを一酸化炭素や水素
等のガスに改質する方式を採用。同社は、埼玉県寄居町のガス改質施設に隣りに、ガスから微
生物触媒を用いて年２０㌧のエタノールを作る実証工場を稼働させた。エタノールは溶剤など
向けに販売も始めた。
　同社が提携した米国ベンチャー、ランザテックが開発した微生物は１回の代謝でエタノール
を生み出す世界初の技術。反応速度は通常の１０倍以上と生産性は高く「石油由来と同等以上
のコストでエタノールを製造できる」（岩佐氏）。培養には熱や圧力をかける必要もなく、微
生物は天然抽出と安全性への懸念もない。
　同社は量産規模拡大や償却施設の更新時に自治体に採用を働きかけるとともに、化学品チェ
ーンを広げる。最初に取り組むのが、米国シェールガス等石化原料の軽量化により供給が不足
するブタジエン。エタノールからブタジエンを製造する研究を進めており、既存技術を活用す
ればエチレンにも参入できる。石化の原料動向を見極めて進出計画を練るという。
　同社では焼却施設に併設し、民間事業が付帯する公共事業等の仕組みを使い、エタノール、
ブタジエン等を作る化学工場を整備することを構想する。ナフサクラッカーを軸とする石化
コンビナートでなくても、樹脂や合成ゴムの原料の生産が可能になる。
　２０２０年代にこの新技術を普及させ、３０年代には売上高１０００億円きぼの事業に育て
る計画だ。

　３月２８日（水）
７ 発泡スチレンシート工業会（ＪＡＳＦＡ）海洋ごみ宣言活動に参画・・・業界団体で初

　発泡スチレンシート工業会は日本プラスチック工業連盟が進める「プラスチック海洋ごみ
問題解決に向けた宣言活動」に参画する。このほど酒井幸男会長（ＪＳＰ社長）が宣言書に
署名した。今後、会員企業による原材料の漏出や工場・事業所から排出される製品ロス、端材
等の根絶を目指すとともに、プラ工連の取り組みと連携した活動を推進していく。
　プラ工連が推進する宣言運動は、賛同する企業の社長や業界団体の会長等に宣言書に署名を
依頼し、トップダウンによる自主的な取り組みを社会にアピールする。すでに同連盟の会長選
出３社（三菱ケミカル、住友化学、三井化学）の社長がそれぞれ２月までに署名している。
　ＪＡＳＦＡの酒井会長は２０日に署名。使用する原材料や発砲スチレンシート（ＰＳＰ）製
品に対して自主的な管理を継続し、海洋汚染ごみの低減に寄与するよう努めていくことを宣言。
関連業界団体で宣言書に署名したのはＪＡＳＦＡが初めてとなる。
　ＪＡＳＦＡはかねて環境への取り組みに力を入れてきた。２００６年に全会員企業がエコリ
ーフ環境ラベルを登録・公開。また、業界団体として「カーボンフットプリント」のＰＣＲ（
製品分類別基準）の策定に参画し、プラスチック製容器包装２０１０年９月８日の認定を受け
公開されている。海洋ごみに関する取り組みもホームページに掲載するなど広くアピールして
いく方針。



１１ 経産省　次期基本計画の政策案・・・再生可能エネルギーを「主力電源」に
　経産省は、次期エネルギー基本計画の策定に向けた政策案をまとめ、再生可能エネルギーを
初めて「主力電源」に位置付けた。実現へのポイントは、再エネの多様化。太陽光だけでなく、
風力、地熱など拡大の余地のある電源への支援を積極化する。併せて、省エネを再エネ、原子
力、化石燃料に並ぶ「第四のエネルギー源」にすることも明確化した。
　再エネの主力電源化を果たすうえでの課題として、発電コスト、事業環境、系統制約、調整
力の４つを指摘。入札制の拡大、既存系統の「隙間」を用いた「日本版コネクト＆マネージ」
の導入などを通じて、国民負担を減らしつつ自立化を図っていく。再エネ発電量の変動を吸収
するため、競争力のある蓄電池の開発や水素の活用も盛り込んだ。
　原子力は引き続き「重要電源」とする。火力も燃料の低炭素化をキーワードに、クリーンな
ガス利用へ軸足を置く。
　一方、中国やインド等の新興国の台頭を受け、石油資源や鉱物資源の安定確保に向けた政策
も明記する。海外の権益開発等で「勝てる企業への政策リソースの集中投入」を掲げるととも
に、アジア全体でのＬＮＧマーケット構築も目指す。
　電気自動車（ＥＶ）の普及を背景に、電池の需要増が続くなか、コバルト、リチウム、ニッ
ケルの獲得・リサイクル能力を強化する方針も打ち出した。

１１ 東レ　ＯＰＰ・・・平滑性・巻き取り性両立　電子デバイス向け
　東レは２７日、高い表面平滑性とフィルムの巻き取り性を両立した２軸延伸ポリプロピレン
フィルム（ＯＰＰ）を開発したと発表した。フィッシュアイ（劣化ポリマー等に起因する粗大
突起）を抑えつつ、フィルム表面に微細突起を高密度に形成し、トレードオフの問題を解決。
従来品比で２割以上の薄膜化も実現、ロールの長尺化にも寄与する。開発品をベースとした微
粘着フィルムも開発した。これらをファイン化が進む電子デバイスの離型や表面保護など工程
フィルム用途に提案し、２０２０年に売上高１０億円を目指す。
　一般的にフィルムの表面平滑性と巻き取り性（走行性）はトレードオフの関係にあり、従来
のＯＰＰはフィッシュアイの大きな突起によって摩擦を抑え、走行性を確保していた。一方で
表面平滑性が悪くなるため、製品フィルムへの打痕・転写が問題になっていた。反対に表面平
滑性を向上させると高摩擦の面接触となり、走行性の悪化によるフィルム巻き姿不良に繋がっ
ていた。
　東レは原料設計やアロイ技術、延伸構造制御技術を駆使することでフィッシュアイ個数を
従来比で２ケタ小さくし、一方で微細突起を高密度に形成。表面平滑性と走行性を両立し、
且つ高透明で薄膜化も兼ね備えたＯＰＰを開発した。
　保護フィルム用途では製品フィルムへの打痕や転写を抑制でき、離型フィルムに用いる場合
は高い離型性を持つためシリコーンフリー用途にも対応できる。薄膜によって長尺化に寄与し、
高透明であるため検査工程に使うことも可能。離型用途のＰＥフィルムやシリコーンコート
ＰＥＴフィルムの置き換えを狙っていく。
　開発品にアクリル系塗剤をコートした微粘着フィルムも開発した。光学フィルムの保護用途
で、セパレータフィルム（剥離紙）無でロールできるため長尺化が可能。コスト競争力と品質
を両立した。汎用分野に用いられる自己粘着ＰＥフィルムと高価格帯の離型紙付き粘着コート
ＰＥＴフィルムの間の領域に提案していく。
　既に土浦工場で開発品の生産を開始している。デイスプレイの高精細化、半導体やセンサー
の高精度化といった電子デバイスのファイン化ニーズに対応するとともに、生産性向上にも
貢献していく。

　３月２９日（木）
２ ＬＮＧ　２０年代中盤に供給不足？　シェルが市場予測

　シェルはこのほど液化天然ガス（ＬＮＧ）市場の動向を分析した「ＬＮＧアウトルック２０１８」を
発表した。その中で、２０年代中盤に供給がタイト化するシナリオを指摘。クリーンエネルギーの需要が
増大する反面、投資コストの回収リスクへの懸念から新規の大型計画が停滞する可能性が想定されると
いう。
　シェルによると、１７年のＬＮＧ需要は前年比２９００万トン増の２億９３００万トン。当初予測を
３０％上回る結果となった。中国の輸入増が顕著で、世界最大の日本に続き２位の輸入国に浮上。輸入量
は３８００万トンに達した。大気汚染を改善するために、中国政府がエネルギー源をそれまでの石炭から
ガスへの切り替えを奨励した結果と分析している。
　世界のエネルギー需要は１５年から４０年の間に３０％の成長が見込まれる。エネルギーソースとして
は天然ガスが有望で、ＬＮＧは年率４％の需要成長が続く見通し。新興国の経済成長によるエネルギー
消費の増加や船舶や重機などでＬＮＧを燃料として採用する新たなトレンドが需要を後押しするとしてい
る。また世界各地で浮体式ＬＮＧ受け入れ設備の導入が進み、供給面でスピードや柔軟性が高まることで
輸入も増加するとみている。
　一方、シェルはＬＮＧに関する設備投資が将来的に低迷する可能性を指摘している。その背景にあるの
が、ＬＮＧ売買における短期かつ小口契約の広がりだ。需要家の間では、より流動性に優れるスポット
契約が急拡大しており、１７年には世界全体のスポット契約数が１７％増えた。契約期間も０８年時の
平均１７～１８年間から、１７年には平均６～７年間と半分以下になった。
　多額の設備投資が必要なＬＮＧのサプライヤーにとってコスト回収のためには安定的な長期契約が不可
欠であり、流動的なスポット契約が主体では投資計画を立てるのが難しい。こうして引起された売り手・
買い手間のギャップによって、ＬＮＧの生産設備に関する大型の新規投資が停滞。計画が集中した１１～
１５年以降は増産投資は頭打ちで、このまま新規投資が滞るようであれば、２０年代中盤にもＬＮＧは
供給不足に陥る可能性があるとしている。



８ バイオプラスチックが導く循環型社会　２２年に世界で２４４万トン能力、ＰＬＡ・ＰＨＡが牽引
　バイオプラスチックは、グリーンイノベー
ション、循環型社会に貢献する素材として世界
規模で普及への期待が高まっている。地球温暖
化、化石資源枯渇、海洋ごみなど廃棄物問題に
対して有効なソリューションを提供できる素材
がバイオプラである。パリ協定の締結、持続可
能な開発目標（ＳＤＧｓ）の採択など国際社会
は循環型社会の実現に向けて確実に動きを強め
ており、企業の存続・発展もそれへの対応なし
にはあり得ない時代となっている。しかし、
普及拡大に向けては経済性の壁にぶつかって
いるのも実情であり、コストダウンを含め多く
の課題解決と環境整備が必要な段階にある。

　バイオプラスチックは、植物由来のバイオマ
スプラスチックと、微生物の力で最終的に水と
ＣＯ2に分解される生分解性プラスチック（グ
リーンプラスチック）を総称したもの。
　欧州バイオプラスチック協会が公表している調査結果によると、２０１７年の世界の生産能力は２０５
万トン。これが２０２２年には２４４万トンに増加すると予想している。ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリヒド
ロキシアルカノエート（ＰＨＡ）などが主要な成長ドライバーになる。
　バイオマス非生分解性プラスチックの１７年生産能力は、世界のバイオプラスチック生産能力全体の約
５６％にあたる約１２０万トン。バイオマスＰＥの生産は欧州で今後数年内に新しい生産能力向上の計画
があり、引き続き成長することが予想されている。
　国内市場に関する確定的な統計データはないが、ＣＳＲ活動を重視するユーザー企業を中心として採用
が増え始めている。バイオＰＥＴはサントリーやコカ・コーラなどが飲料ボトルに、セブン－イレブンが
サラダのカップ容器などに採用。バイオＰＥはイオングループが有料レジ袋に、東京ディズニーリゾート
がお土産用袋に、セブン－イレブンが一部店舗で無料レジ袋に、マクドナルドも植物由来５０％のレジ袋
を採用。
　機能性の点で注目されるのが、東洋紡と三井物産がＳｙｎｖｉｎａ社と商業化に取り組んでいる１００
％バイオ素材のＰＥＦ（ポリエチレンフラノエート）。高いガスバリア性、透明性、耐熱性などＰＥＴに
比べ優れた特性があるという。
　マイクロプラスチックによる海洋汚染が近年とくに問題視されているが、カネカの１００％植物由来の
生分解性樹脂ＰＨＢＨが欧州の国際的認証機関から、海水中で生分解するとの認証「OK Biodegradeble
MARINE」を昨年取得した。海水中での生分解性は今後樹脂開発の主要テーマとなることが予想される。
　地方自治体の採用も広がっている。京都市はバイオマスＰＥを活用した家庭ごみ有料指定袋製造の本格
実施を決めた。家庭ごみ有料指定袋でのバイオマスＰＥの活用は政令指定都市で初めてだという。

◆日本バイオプラスチック協会　多彩な取組み
　環境に調和した資源循環型社会の実現に重要な役割を果たすバイオプラスチックの技術確立と普及促進
を目的に１９８９年に設立された日本バイオプラスチック協会（ＪＢＰＡ）は、バイオプラの普及啓発活
動、バイオプラの定義、分析評価方法の確立、国際規格化、ＪＩＳ化などを主な活動内容としている。
　ＪＢＰＡは、一般消費者にバイオプラを正しく理解してもらい、正しい使用法と製品の普及促進を図る
ため、生分解性プラスチックの製品「グリーンプラ」とバイオマスプラスチックの製品「バイオマスプラ」
の２つの」識別表示制度を制定している。認証製品がグリーンプラが累計１０７１件、バイオマスプラが
３１７件（２０１８年２月末現在）に達し、着実に増加してきている。また、国際標準化にも力を入れて
おり、プラ工連を通じてＩＳＯ１６６２０のパート１～５は昨年１月に完結している。
　「マイクロプラスチック問題」が急速にクローズアップされており、生分解性プラはこの問題解決に
寄与する素材として期待されるが、国連環境計画（ＵＮＥＰ）が１５年末、生分解性プラは海を漂うプラ
スチックごみの減量や環境への悪影響低減の効果は小さいとする報告を発表した。
　ＪＢＰＡは、マイクロプラスチック問題の解決にいくつかの生分解性プラは貢献すると考え、ＰＨＢＨ、
ＰＬＡ、ＰＢＳ、ＰＢＳＡ２種の計５樹脂のフィルムで海水中での生分解性試験を進めており、約４００
日の試験を終了している。試験結果の公表方法は現在検討中だが、樹脂の種類により有意差が確認されて
いるという。

◆経産省：新表示制度創設へ　新概念の素材「見える化」
　バイオプラスチックの更なる広がりに向け、経産省が新たな表示制度の創設に動き出している。マーク
を付けることで「見える化」を図り、製品の普及・定着に結びつけることが目的だ。近く政府が策定する
「バイオ戦略」にも盛り込み、早期実現を目指している。
　すでに国内には日本バイオプラスチック協会などによる表示・認証制度が存在する。主な対象は植物
由来の製品や生分解性を有する製品など。ただ、欧米をはじめとした海外では、新たな概念に基づくバイ
オプラが出つつある。例えば、生産過程でＣＯ2削減に貢献した製品。温暖化対策につながるグリーンプ
ラとして注目を集めている。こうした新たな流れを受けて、経産省はバイオプラに関わる認証・表示制度
を拡大しようとしている。
　現在、候補となっている一つは、国産バイオマスを原料などに利用した製品だ。国内資源の有効利用に
寄与した製品としてマークを定め、「見える化」する。「国内バイオマス産業の振興」（経産省）につな
げることも大きな狙いだ。欧米同様、プロセスでＣＯ2排出が削減できた製品への認定・表示も検討する。
　合わせて、優れた機能を有するバイオ素材を顕彰する制度も導入していく。需要を喚起するためにこう
した製品を政府が積極的に調達するための仕組みも整えていく。



◆バイオプラスチックメーカーの商品紹介等
・三菱ケミカル：バイオエンプラ「デュラビオ」、生分解性樹脂「バイオＰＢＳ」
・ネイチャーワークス：ＰＬＡ「Ｉｎｇｅｏ」
・ユニチカ：トウモロコシ由来の「テラマック」等
・双日プラネト：サトウキビ由来ＰＥ

１０ １月石化製品輸入　ポリオレフィンが大幅に増加
　財務省貿易統計によると、１月の主要石油化学製品輸入実績（速報値）は、ポリオレフィン製品が大幅
に増加した。ＰＥでは、ＬＬＤＰＥが対前年同月比で１９１．９％、ＬＤＰＥが同２８７．１％、
ＨＤＰＥが同１８２．５％、ＰＰは同３２４．３％と大幅に増加した。
　中国品へのアンチダンピング税賦課が始まったＰＥＴは中国品が減り台湾やタイからの輸入が増えた
ものの、全体としては約１５％減となった。
　輸入単価は、酢酸が５割、酢酸エチルが３割上昇。平均為替レートは前年同月から３．４円円高の
１１２．４７円。

　３月３０日（金）
５ エフピコ　有明でフェア開催・・・容器で合理化提案

　エフピコのプライベート展示会「エフピコフェア２０１８」が２８日に有明の東京ビッグサイトで開幕
した。コンセプトは「時代は人手不足でも惣菜化待ったなし！！」で、合理化対策に貢献できるプラス
チック食品容器・包装資材を約１５００アイテムの新製品を含めて提案している。
　今回は容器でできる各種の合理化対策を紹介する人手不足コーナーを初めて設置した。また青果コー
ナーのスペースを拡大し、容器を使った包装形態を提案。さらに製製品コーナーでは惣菜化に最適な容器、
鮮魚コーナーでは魚を目立たせる容器など、食品メーカー、ベンダーとのコラボレーション（チームＸ）
の取組みを交えて売価アップにつながるさまざまな事例を紹介している。
　会場内の一角では同社の強みである物流システム、リサイクルの取組みをそれぞれＰＲするブースも
設けている。

１９ １月化学工業統計（速報）　ＰＥＴ出荷大幅減、ポリオレフィン類も減少
　経産省がまとめた１月化学工業統計速報によると、ＰＥＴの出荷が前年同月比で４６．２％減少した。
ポリオレフィン類も軒並み減少し、ＰＥが同３．９％減、ＰＰが同１２．４％減であった。

２１ 環境省１６年度調査　一般廃棄物処理、最終処分量４％減
　環境省は２０１６年度における一般廃棄物の排出処理状況調査を取りまとめた。総排出量は前年度比
１．８％減の４３１７万トン、１人１日当たりの排出量は同１．５％減の９２５グラムだった。最終処分
量は同４．６％減の３９８万トン、総資源化量は同２．３％減の８７９万トンだった。
　廃棄物の焼却施設数は、同１．８％減の１１２０だった。発電設備を有する施設数は全体の３２．０％
に当たる３５８だった。総発電能力は同２．４％増の１９億８１００万ワットで、総発電電力量は約
２９５万世帯分の年間電力使用量に相当する８７６２ギガワット時だった。
　最終処分の残余容量は、同３．９％減の９９９６万立方メートルで、残余年数は２０．５年だった。
残余容量は、１８年連続で減少し、最終処分場の確保は厳しい状況が続いている。
　廃棄物の処理事業経費は１兆９６０６億円で、このうち建設改良費が同３３８５億円、処理・維持管理
費が１兆５０７８億円だった。


