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　４月９日（月）
１ アジアＰＥ価格下落・・・米シェール品到来の兆候か、足元のエチレン価格を下回る

　米中貿易戦争が攪乱要因
　米国のシェールガス由来の石油化学新工場の影響が、アジアに及び始めたかもしれない。
足元のナフサ価格は２月に比べて約９％上昇したのに対し、ＬＤＰＥは約８％下落した。
　中国のＰＥ需要は堅調で中東産の流入が急増。そのなかで米国産もじわりと増えてきた。
国内石化企業は米シェール品到来と警戒を強め始めた。
　米中間の貿易戦争は米国産ＰＥにも飛び火する様相。石化製品の代名詞ＰＥと世界最大需要
国の中国の動向は、日本をはじめ好調な世界石化産業を大きく揺さぶる可能性がある。
　４月第１週のナフサ価格は１㌧当たり６００㌦前後で、２月に比べて９％上昇して推移。
製油所の定修の影響とみられ、供給不足感がなかなか解消されないエチレン価格も同１３５０
㌦前後と２月比約９％上昇した。これに対して、エチレンを原料に作るＬＤＰＥは足元、同
１２００㌦台前半で推移し、１３００㌦前後だった２月比約８％下落した。
エチレンがＰＥの価格を上回る異例の状況といえる。中国をはじめアジアの石化企業が利益を
得やすいエチレンを外販し、ＰＥを減産して安値品を仕入れる動きが強まっていることが値下
がりの主要因とみられている。
　中国の輸入ＰＥで勢力を増しているのが中東品だ。サウジアラビア品は２０１８年１月に約
１３万㌧と前年同月の約８万㌧から約６割増え、米国シェール品の到来を前に市場を押さえよ
うと躍起だ。ただ、その裏で米国品も１月は前年同月の約１万９０００㌧から約３万㌧と６割
強増加した。２月はサウジ、米国品とも前年実績を下回ったが、ＰＥの値動きを、国内石化
関係者は「米国シェール品の到来の兆し」とも捉える。中東や米国品がシェアを奪い合い、
価格が弱含む。現地企業、中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）の関係者は「勝ち残りのため汎用品の
依存を減らし、高付加価値品シフトを急ぐ」と強調する。
　米国の石化プロジェクトは２０年までにエチレンを約１０００万㌧増産する計画で、その大
半をＰＥに誘導。米国品のアジア本格流入は１８年秋以降との予測が大勢だが、「過去の例を
見ると局面が大きく変わる際、半年前には兆候が出始める」といわれる。
　もう一つ気になるのが米中の貿易戦争の行方だ。石化分野ではこれまで想定されてこなかっ
た新たな攪乱要因だ。国内石化大手の幹部は「化学製品に対する不当廉売課税を連発している
中国が米国のシェール由来石化製品を狙い撃ちする可能性は否定できない」と話す。実際、
中国政府は報復措置として米国のＰＥ等の新たな課税を公表した。
　ＰＥは生活資材から工業部品まで幅広い用途を持つ代表的な汎用樹脂。粒状であるため運搬
しやすく、国際取引も活発だ。米中間の関税の掛け合いは市場環境を混乱させ、市況はおろか
堅調な経済にも冷や水を差しかねない。中長期的にみれば市況は上向くとの予測もあるが、国
内石化業界にとっては頭を悩ます悪材料が一つ増えたことになる。

　４月１０日（火）
２ サウジ国営企業　米国で石化投資拡大・・・アラムコ最大１００億ドル

　ＳＡＢＩＣはコンプレックス
　サウジアラビアの国営企業による米国石化産業への投資機運が高まっている。サウジアラム
コは米国内での大型エチレン設備及び芳香族設備新設の検討に入った。投資総額は８０億～
１００億米ドルに及ぶ見通しで、２０１９年までに投資の最終判断を下す。
　中東勢では、サウジ基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）がエクソンモービルとの合弁でテキサス州
に石化コンプレックスの新設を検討中。２０年以降に石化関連の投資が集中する「シェール
第２波」が予測されているが、サウジ勢に存在感が増すことになりそうだ。
　いずれもサウジが国を挙げて進める国家成長戦略「ビジョン２０３０」に沿った投資計画で、
今回訪米したムハンマド皇太子が主導している戦略で、石油依存からの脱却をテーマの一つと
している。

２ 中国石化　クリーンエネ５割へ・・・グリーン企業行動計画　天然ガス増産など
　中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）は２０３０年までにクリーンエネルギー生産比率を５０％超に
高める等の目標を盛り込んだ「グリーン企業行動計画」を策定した。天然ガスやシェールガス
の増産をはじめ、石油・化学の生産プロセス改善などに努める。環境対応型企業として３５年
には国際水準、５０年に世界トップクラスの地位を築く。
　具体的な行動目標として、今後６年以内にクリーンエネルギーの生産比率を全体の５０％
以上に引き上げる。２３年までに天然ガスやシェールガス、コールベッドメタンの生産能力を
拡大し、長江経済ベルトのエネルギーのガス化比率向上を図る。天然ガスの生産能力を年
４００億立方メートル以上に引き上げる。
　１８年には出荷するガソリンやデイーゼルを全て国６標準にする。２０年に船舶燃料油硫黄
含有量を３．５％から０．５％に低減し、二酸化硫黄（ＳＯ２）の排出を年１３０万㌧減少す
る。２３年までに新たに１０００カ所の天然ガスステーションを整備し、グリーン給油所とし
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てエタノールガソリンやバイオデイーゼル等の供給を拡大する。ガスパイプラインの距離は１
万キロメートルに延伸し、天然ガスの供給能力は国内シェアの１５～２０％に当たる年６００
億立方メートルに高める方針。

８ プライムポリマー・・・ＰＥ、ＰＰを３円以上値上げ
　プライムポリマーは、５月納入分からＰＥ及びＰＰを値上げする。改定幅は１キログラム
当たり３円以上。エチレン、プロピレン以外の副資材やユーテイリテイ等のコストに加えて、
物流コストも上昇している。これらの上昇分は自助努力で吸収できる水準を超えており、安定
供給を継続するには価格を改定せざるを得ないと判断した。

　４月１１日（水）
１ 定修見直し　議論前進を

　石化協が提言・・・時期が集中　労働力不足　分散化が喫緊の課題
　石化協は１０日、石油化学プラントの定修を取り巻く課題や方策に関する内部検討会の答申
内容を公表した。定修時期の分散化や行政支援等４つの重点課題に対する提言をまとめた。
　その内容には、独禁法等の法的課題をクリアしたうえで各論に踏み込む必要があるなど、
超えるべきハードルは少なくない。一方で、政府の働き方改革で時間労働の上限規制導入が
決まり、少子高齢化や熟練工の大量退職などから労働力不足等も顕在化する。業界内外を巻き
込んだ議論は待ったなしの状況だ。

【第３次石環検の定期修理に関する提言内容】
課題１ 実施時期調整等による定修の円滑な推進

方策１）独禁法上の課題をクリアした上で、他社・他地域との時期の調整を可能とし、
定修時期の分散化を図る

方策２）定年制度の見直しを行うとともに、雇用延長者の雇用条件（処遇）を意欲に見合
　　　　った水準に改定し活用人員の拡大を図る
方策３）各発注企業において着工手続き等の簡素化・統一化を進め、定修時における作業
　　　　時間の短縮・休暇取得を推進する

課題２ 柔軟な行政対応による支援
方策１）土日祝日を含めた検査の実施や許認可審査の短縮化などの実現に向けた官公庁側
　　　　の人員配置・審査システムの構築を推進する
方策２）定修時期の分散化を容易にするため、許可期限の前後に幅をもって検査日を設定
　　　　できるよう要望する
方策３）IoT機器や新技術の型式認定審査の短縮化・簡略化を要望する

課題３ 技術面での対応強化
方策１）経産相実証事業として、開放検査周期を延長できる設備余寿命評価技術開発の
　　　　採用を要望する
方策２）海外規格を国内規格に準用できる制度の創設を要望する
方策３）海外機器の国内規制への適合手続きの短縮化・簡略化を要望する
方策４）HPI（日本高圧力技術協会）、API（米国石油学会）等の規格を、設備の状態判断
　　　　の「技術評価基準」に適用できることを要望する
方策５）各社は高経年化を考慮した設備更新を定修時期に併せて計画的に実施する

課題４ 人材育成
方策１）コンビナート立地地域内での協力会社を含めた横断的な人材育成の仕組みを構築
　　　　する具体的な協議を開始したい。入講教育の共通部分や各社・地域限定の各種ロ
　　　　－カル資格などを共通資格として地域内のみならず全国ベースでも各社が承認し
　　　　活用できる仕組みを構築する
方策２）経産省の支援を仰ぎながら、エンジニアリング会社、情報機器会社等と協議して
　　　　要員が経験者レベルと同等な作業をするためのサポートを提供するIoT機器の開発
　　　　・導入を図る
方策３）工事技量の維持・向上や実地教育を実践するために、発注元と協力会社間で相互
　　　　派遣等人材交流を実施する

７ パナ・ケミカル　中国の禁輸へ対応・・・資源プラ輸出、東南アジアに舵
　パナ・ケミカルは、廃プラスチックを機械処理した「資源プラ」の東南アジアシフトを推進
する。中国の生活ごみ由来の廃プラ禁輸政策を受けて世界の廃プラの行先が失われる事態と
なっているが、中国の事業者は原料確保のために東南アジアに進出する動きを急速に強めて
いる。パナ・ケミカルはこの動きに追随することで販路を確保しており、特に再生プラスチッ
ク向けに高品質の原料を提供できることを強みとして、新たなビジネスチャンスの取り込みを
目指す。
　中国の事業者が進出先として選んでいるのはタイ、ベトナム、マレーシア等。輸入ライセン
スを持つ現地企業と合弁を組んで、リペレットして中国に輸出するケースや、現地で成形まで
手掛けるケース等様々。これらの工場に、パナ・ケミカルは国内シェア８割を誇る発泡スチロ
ールのインゴットを中心に納めており、事業環境が激変するなかでも業界でのプレゼンスを高
めている。



【日本からの中国向けプラスチックくず輸出】（財務省貿易統計）

【中国のプラスチックくず輸入】（海関統計）

１１ エネ情勢懇が提言　コスト低減の徹底を・・・再生エネ主力電源に
　経産省が主宰するエネルギー情勢懇談会は１０日、２０５０年のエネルギー戦略の姿を示し
た提言をまとめた。各国が脱炭素化を志向するなか、日本もエネルギー転換が必要だと強調。
不確実性であり、それゆえに可能性もある未来とし、野心的で複線的なシナリオと科学的レビ
ューメカニズムで臨むべきとした。再生可能エネルギーについては、経済的に自立した主力
電源化を目指すと明記した。
　「５０年８０％削減」というパリ協定目標の達成に向け、国内外の情勢を分析してまとめた。
　将来が予測困難な環境下にあることから政策やシナリオを固定せず、状況に応じて常に見直
すことが提言の骨子。状況が読み切れないなかで、「安全最優先」「資源自給率」「環境適合」
「国民負担抑制」の４点を評価軸とする考えを打ち出した。
　具体的な電源構成比率は示さなかった。再エネに関しては「主力化への期待が高まっている」
として、コスト低減の取り組み徹底を明示した。原子力は「可能な依存度を低減」と記述し、
実用段階にある脱炭素化の選択肢とした。火力は「内外でなお主力」との見方。現在は脱炭素
化への過度的段階にあるが、この期間は相当、長いものになるとみている。
液化天然ガス（LNG）への転換や、クリーンコールのほか、CCSと組み合わせた水素転換を日本
主導で行い、低炭素化につなげていくべきと訴えた。
　同懇談会は「５０年８０％削減」の実現を念頭に、日本のエネルギー政策を長期的な視点か
ら議論する場として昨年８月に立ち上げ、提言内容は近く策定する次期エネルギー基本計画や
パリ協定長期戦略に反映する。

１１ 容リ１８年度落札・・・プラ製は１％減
　日本容器包装リサイクル協会（容リ協）は、２０１８年度のリサイクル事業の落札結果をま
とめた。容器包装リサイクル法対象４品目のうちプラスチック製容器包装の引取り申込量は
前年度比１％減の６５万６８０１㌧だった。
　プラ製容器包装以外の申込量は、ガラスびんの無色が同１％減の１１万７９２㌧、茶色が同
３％減の１１万５５９１㌧、その他の色が同１％増の１３万５２６１㌧だった。紙製容器包装
は同２％減の２万１８２７㌧。契約が半期単位のPETボトルは、１８年度下期が前期比２％増の
１１万１１７７㌧だった。
　１㌧当たりの落札単価（加重平均）は、ガラスびんの合計が逆有償の６８０７円、プラ製
容器包装が逆有償の５万２４０円、紙製容器包装が優勝の９５１５円、PETボトル（１８年度
上期）は有償の３万１０４４円だった。

　４月１２日（木）
２ タイＰＴＴ　ＡＩ導入で収益力向上・・・メンテ効率化など成果

　タイ石油公社（ＰＴＴ）グループが、人工知能（ＡＩ）の導入によって収益力を高めている。２０１７
年に用役関係でＡＩシステムの活用を開始しており、石油精製や石油化学、さらにユーティリティーの
供給までをグループで一体運営する強みを生かしエネルギーの最適化や異常予兆検知による不要なメンテ
ナンス回避などでコストを削減。１７年度に２００億バーツ（約６８０億円）程度の利益貢献となった。
センサー技術の高度化や適用プラントの拡大に注力しており、スマート化を推進して収益基盤を強固に
してゆく。
　ＰＴＴグループに電力や蒸気を供給しているグローバル・パワー・シナジー（ＧＰＳＣ）は昨年、丸紅
と覚書（ＭＯＵ）を締結。共同で石精・石化が集積するラヨン県の発電プラントにＡＩを導入、稼働させ
た。グループで連携して各工場のデータを収集・分析し、電力・蒸気の需要に適合する最適な運転制御や
早期の異常検知による効率的なメンテナンスをするなど成果をあげ、大幅なコスト削減を達成して収益に
寄与した。今後のシステム導入の適用範囲を広げてゆく。

２ アラムコ・トタル　サウジにコンプレックス建設・・・エチレン１５０万トン計画
　サウジアラムコとトタルは石油化学コンプレックスをサウジアラビアのジュベールに建設することで
基本合意し、覚書に調印した。エタンと製油所からのオフガスを原料とするエチレン年産１５０万トン
のクラッカーなどの建設を計画している。
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　ジュベールではアラムコが６２．５％、トタルが３７．５％出資する合弁会社が、２０１４年に日産
４０万バーレルの製油所の能力を同４４万バーレルに引き上げている。この製油所に隣接して石化コン
プレックスを建設する。計画では約５０億ドル（約５３５０億円）を投じて、エタンとオフガスをそれ
ぞれ５０％原料にするクラッカーと誘導品設備を建設する。両社は１８年第３四半期にも基本設計
（ＦＥＥＤ）に乗り出すとしている。
　サウジアラムコは、石油精製と石化事業を一体運営する投資プロジェクトを相次いで進めている。
（マレーシアでのＲＡＰＩＤへの参画、米国での大型のエチレン設備検討等）

３ 丸菱油化　新規難燃剤を早期事業化・・・薄肉・薄膜品に最適
　丸菱油化工業は、新規リン系難燃剤「ノンネン７３」の早期事業化を目指す。同剤は比較的少量添加で
ＰＰなどに難燃性を付与できる。とくに、薄肉成型品、薄膜フィルム。シート、直径が細かい繊維で機能
を発揮させやすい。採用実績を積み重ね、大型製品に育て上げる。
　ノンネン７３は非ハロゲン系で、芳香族ホスホン酸エステルを主成分とするリン系難燃剤。耐熱性、耐
加水分解性が高く、透明樹脂に配合する場合は透明性を損なうことがないといった特徴を合わせ持つ。
ノンネン７３は日本では化審法、ＰＲＴＲ法、労働安全衛生法、毒物及び劇薬取締法、消防法の対象化学
物質に該当せず、台湾では既存化学物質リストである台湾既存化学物質インベントリー（ＴＣＳＩ）に
収蔵されている。台湾では協力工場で委託生産できる体制も整えている。
　ノンネン７３は粉状だが、樹脂に混合したマスターバッチなどで提供することが可能。同社では繊維用
油剤など既存の販路を活用して拡販してゆくとともに、成形品、フィルム・シート、繊維以外の用途も
探索していく。

５ １６年の農業・食品産業国内生産２．５％増
　農水省は２０１６年の農業・食品関連産業の国内生産額は１１５兆９６３１億円と、前年に比べ２．５
％の増加となったと発表した。全経済活動の１１．６％を占めている。内訳は、農林水産業が１２兆６９
５５億円、食品製造業が３７兆６８２１億円、関連流通業が３２兆６７９２億円、外食産業が２８億５３
１６億円であった。国内生産額の増加は６年連続。うち農業の国内生産額は１６年が１０兆８９０５億円。
前年比で４．７％増で２年連続で増加した。

８ ＰＯＦ出荷量３ヶ月ぶりに増加（１月）
　日本ポリオレフィンフィルム工業組合がまとめた１月のポリオレフィン系インフレーションフィルムの
出荷量は前年同月比２．５％増の３万６５９１トンとなった。前年実績を上回るのは３ヶ月ぶり。
ＬＤＰＥ・ＬＬＤＰＥは３．３％増、ＨＤＰＥは１．２％増で３ヶ月ぶりに増加に転じた。

８ 宇部興産　カプロラクタム（ＣＰＬ）４月アジア向け価格　８０ドル高で成約
　宇部興産は、ＣＰＬの４月積みアジア向け輸出契約価格を１トン当たり前月比８０ドル高の２２３０
ドルで成約した。中国の需要は旧正月が明けてから堅調を継いでいる。一方、供給面では４月以降に各地
で定修が行われるほか、定修以外の制限要因がある。こうしたなか４ヶ月連続の引上げ決着となった。
　中国石化の３月のＣＰＬ価格は前月比４５０元高の１万６９００元（２０９４ドル見合い）で決着。
４月の仮価格は足元で１万７４００元（２１７０強見合い）となっている。一方、ナイロンチップの価格
は３月は２３８０ドルから２５００ドルまで上昇。足元は２５００ドルのオファーが提示されている。

　４月１３日（金）
２ サウジアラムコ　相次ぎ海外進出　印プロジェクトに参画、石化製品年１８００万トン生産

　サウジアラムコはこのほど、インドの石油大手３社が同国西部で計画する大型製油所プロジェクトへの
参画に向けて覚書を締結した。製油所と統合するかたちで石油化学コンプレックスの共同開発も進める方
針。長期的に石油需要の頭打ちが予測されるなか、課題とする石油の輸出先および川下事業の拡大という
両面を満たす解決策として、インドのプロジェクトに白羽の矢を立てた格好だ。
　サウジアラムコがインドで参画するのは、インディアン石油、ヒンドゥスタン石油、バーラト石油が
マハラシュトラ州ラトナギリで計画する大型製油所のプロジェクト。完工時には原油処理能力が日量
１２０万バーレルと世界最大の処理能力を持つ。合計年１８００万トンの石化製品を生産するコンプレッ
クスも併設予定。全体の総額は４４０億ドルを想定している。すでにプレ事業化調査を終えており、今後
プロジェクトの全体設計を進めていく。
　インドは国内で消費する原油の約８０％を輸入に依存しており、輸入元としては中東勢が約７０％を占
める。そのなかでもイラクが急速にシェアを拡大中。また、昨年には初めて米国産原油がインドに輸入さ
れるなど、消費国インドに食指を伸ばす産油国が増えている。サウジとしても大需要家であるインドとの
関係強化を狙い、製油所計画への出資に踏み切ったとみられる。

３ ボレアリス　恵州石化基地と連携　ＥＶＡなど４０万トン構想
　オーストリアの石化大手ボレアリスは広東省の恵州大亜湾経済技術開発区（恵州市）と化学品製造のた
めの投資プロジェクトにおける連携協定を結んだ。ボレアリスはＥＶＡなど年産４０万トンのハイエンド
ポリマーを生産する計画で、両者は今後、事業化調査（ＦＳ）を進めて計画を具体化する。７大石化基地
の一つに数えられる同地のインフラや豊富な原料を生かし、太陽光発電や高圧電線などで旺盛な現地の
需要を取り込む。

３ ダウ・ケミカル　Ｐ＆ＳＰ部門・・・中国で産業賞
　ダウ・ケミカルの事業部門であるダウ・パッケージング・アンド・スペシャルティ・プラスチック
（Ｐ＆ＳＰ）は、中国で最も影響のある産業賞である「リンジャー・テクノロジー・イノベーション賞」
で革新的なイノベーションを生んだことが評価され、審査員とオンライン投票で最も多くの票を得て
「イノベーター・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞した。



　また、従来のＰＥ製フィルムと比較して機械的特性と材料剛性が高く、光学性能と印刷性能が優れた
「ＩＮＮＡＴＥ（インネート）」精密包装樹脂で作られたフィルムであるＴＦ－ＢＯＰＥと、ＰＰベース
オレフィンブロックコポリマーを使用することで、ＰＰとＰＥを組み合わせ、従来のプロセス技術を互換
性のある革新的で高度に差別化されたポリマーブレンドおよび多層構造を作るだすことができる「ＩＮＴ
ＵＮＥ（インチューン）」ブレンド技術が、「プラスチック原料および添加剤」部門賞を受賞した。

７ 中国廃プラ禁輸、どう乗り切る？　パナ・ケミカル　犬飼健太郎社長
「資源プラ」強み、販路拡大

　「廃プラ」と呼ばれる使用ずみプラスチック業界に激震が走っている。中国が昨年末で一般ごみに分類
されるプラスチックの輸入を取りやめたことを発端に、日本はもとより欧米・韓国などの使用ずみプラの
行き先が失われ混乱が続く。発泡スチロール系を中心とした業界大手のパナ・ケミカルは、長年にわた
る国内外の顧客との信頼関係と、賛同する企業とともに取り組む「資源プラ」と呼ぶ高品質品で難局を乗
り切る考え。犬飼社長は「資源プラの取組みがあるからこそ、東南アジアなどへの販路を獲得できる。
資源プラの考えを広げることで業界全体をよりよくしていきたい」と語る。
◆中国の廃プラ輸入制限の動きが大きな影響を与えています

　混乱状態が続いている。昨年７月頃には一時、事業継続は難しいのではと考えたほどだ。輸入規制
が発表されたときは全面禁止と捉え、その後、生活ごみに限るということで思ったより厳しくないか
と安心したのだが、ふたを開けてみると今年に入ってからのライセンス許可は前年の１％あるかどう
かの水準。実質全面禁止も同然の状況だ。
　ただし、当社の主要な顧客である中国や香港資本のプラスチックリサイクラーは素早く対応してい
る。第１陣は早くも昨年７月からマレーシアに拠点を設ける動きに出始めており、第２陣も１０月に
複数東南アジアに進出し始めた。何とかなると考えていた企業も、今年の旧正月明け以降、いよいよ
中国での事業に見切りをつけ、これから夏にかけて本格的に動き出す。タイ、マレーシア、ベトナム
を中心に、一部インドネシアやフィリピンなどにも拠点を設ける動きが相次いでいる。

◆事業への影響は
　幸いにして当社の主要顧客が一気に東南アジアに進出してくれたおかげで、メインの発泡スチロー
ル系は一度も出荷を滞らせずにすんでいる。小規模のエンプラ系などは一時止まったこともあったが
これから東南アジアを介した体制が整ってくれば、ＰＳ、ＡＢＳ樹脂のほか、ＰＣ、ナイロンなどの
エンプラは扱っていけるだろう。
　ただ、国内の廃プラをＡ～Ｄランクの４段階に分けると、国内でリサイクルされるＡランクはいい
としても主に輸出向けだったＢの行き先が大きく失われたことで、従来Ｃランク品の行き先だった
サーマルリサイクル向けの市場を奪い合うことになる（Ｄは埋立、単純焼却）。しかしＲＰＦ（古紙
や廃プラを原料とする固形燃料）などの容量には限界がある。国内で再生ペレットにする動きもある
が、人件費や電力代で割高な日本で成功御させるのは簡単ではない。

◆大変な状況です
　先行きの見通しの悪さは多方面に影響を与えている。当社の機械販売の顧客である産業廃棄物を扱
う会社の社長からも「先がみえないなか償却に５年もかかるような機械は買えない」と言われた。
逆に言えば投資した会社は短期焼却を目指すため、産業廃棄物の処理費用の上昇につながる。そうな
るとますます持って行き場がなくなる。中国の輸入禁止でバージン品が高騰し、国内のバージン樹脂
メーカーも海外市場に輸出を増やすという状況も起きているようだ。

◆どのような手を打ちますか
　幸い当社は数年来「資源プラ」を呼びかけており、質の高い材料を提供できる体制を整えている。
中国向けのルートがなくなって、東南アジア向けなどで行き先の獲得競争が激しくなるなかでも資源
プラなら顧客を獲得できるはず。中国当局のライセンスもまた枠が増えることがあれば資源プラなら
そおルートに乗せられるだろう。

◆資源プラの認知度は
　廃プラを処理する業者から資源プラを製造するメーカーへと考え方を変える発想は、国内事業者か
ら非常に喜ばれている。この意識の下、機械メーカーには処理機の機能をさらに高めてもらい品質向
上を目指している。輸出分だけではなく、「国内循環も資源プラでないと」といわれるまで広めて
いきたい。

８ 東レ　ナイロン樹脂など値上げ、５月出荷分から
　東レは、５月１日出荷分からナイロン樹脂「アミラン」およびＰＢＴ樹脂「トレコン」を値上げする。
１ｋｇ当たりの改定幅はナイロン６６樹脂、ナイロン６１０樹脂が７０円、ＰＢＴ樹脂は国内が３０円、
海外が０．２５ドル。原料価格の高騰、物流費の上昇が値上げの理由。またナイロン６６、６１０の需給
はひっ迫している。

１１ 環境省　地球温暖化対策計画　目標水準達成１６年度は４６業種
　環境省は、政府の「２０１６年度における地球温暖化対策計画の進捗状況」を取りまとめた。業種別の
低炭素社会実行計画（業種数１１５）のうち、実績が目標水準を達成したのは４６業種、実績が目標水準
を下回るが、基準年度やＢＡＵ（対策がないケース）比で削減したのは５７業種、実績が目標水準を下回
り、基準年度比やＢＡＵ比で増加したのは５業種、データ未集計は５業種、目標未設定は２業種だった。
　１６年度の日本全体の温室効果ガス総排出量は、１３億２２００万トンで、前年度比で０．２％減だっ
た。減少した要因は、再生可能エネルギーの導入拡大や原発の再稼働により、エネルギー起源のＣＯ2排
出量が減少したことなどが挙げられる。


