
化学工業日報抄録　
【４月１６日（月）～４月２０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）

　４月１６日（月）
１１ データインテグリテイ　製造業で高まる重要性・・・化学等品質保持に必要

　データインテグリテイ（ＤＩ）の重要性が高まっている。ＤＩはデータで全て揃っていて、
欠損や不整合がないことを保証すること。企業による様々なデータの改ざん、書類の偽装等の
不祥事が相次ぎ、莫大な損失が発生するケースも出ている。また、物理的な事故やヒューマン
エラーによるデータの破損など、意図せずデータが改編されてしまう事故も後を絶たない。
既に医薬品業界では、米食品医薬品局（ＦＤＡ）が定めるパート１１でデータの記録と署名の
電子化が求められ、ＤＩがグローバルスタンダードとなりつつあるほか、食品業界でも取り組
みが始まっている。今後は化学をはじめ、エネルギーや法医学などの分野に広がっていきそう
だ。データが本来あるべき姿で存在し、改編できない、又は改編があったことを知らせるシス
テムの構築が必要。ＤＩを証明する手法には、標準手順書（ＳＯＰ）等を用いた手順管理と、
ソフトウエア等の機能を利用した技術管理がある。手順管理はやるべきことを全てチェックリ　
スト化したＳＯＰに従い進めるが、人が介在するため完全に実行するには企業にコンプライア　
ンスや強いガバナンスが求められる。一方、技術管理は、守るべきことが守られなかったり、
ミスを犯せばソフトウエアが強制的に自動的に記録を残すとともに、アラートを発して次の
手順にすすめなくすることができる。
　先行する医薬品業界では、製品の品質、同一性に加え、製品の安全性がＤＩのキーポイント。
ＦＤＡは、紙媒体よりも電子的な記録、署名の方が信頼性が高いとしている。
　分析装置大手のアジレント・テクノロジーは、データの取り扱いの透明性向上や責任所在の
明確化のため、ソフトウエア製品「オープンラボ（ＯｐｅｎＬＡＢ）」を提供している。
　制御機器大手の横川電機は、ＳＣＡＤＡ（監視制御・データ収集）システムレスで記録計と
直接連携してデータを収集する仕組みを、製薬向けの製造実行管理システム（ＭＥＳ）として
提供している。
　今後は、化学や食品などの製造業でも、工場で生産する製品の品質を一定に保つ等の観点か
らＤＩが重要になってくる。品質が保たれていなければ、購入する顧客にも影響を与える為だ。
　試験所認定に関する国際規格ＩＳＯ７２０５を取得する企業も増えており、様々な産業で
ＤＩ確保の動きが強まる見通しだ。

１２ ３月のエチレン生産１３％減・・・９カ月ぶり５０万㌧割れ、定修響く
　経産省が１３日発表したエチレン生産速報によると、２０１８年３月のエチレン生産は４９
万４７００㌧と前年同月比１２．８％減少となった。５０万㌧台を下回るのは昨年６月以来９
カ月ぶり。前年同月は定修を実施した設備がなかったものの、今年は２プラントが定修を実施
したため前年を下回った。
　稼働率は９７・２％と前月比０．７ポイントの低下。ポリオレフィンを中心に石化製品の
国内需要は堅調に推移しており、エチレン設備の稼働率は高水準を維持。フル操業の目安であ
る９５％以上の状態が２９カ月連続で続いている。
　１８年は国内１２基あるエチレン設備のうち半数が定修を実施する予定で、１７年に比べて
数％の生産減が見込まれている。

　４月１７日（火）
１ ベンチャー探訪　尖った技術で道拓く「微酸研」

　食品工場で採用進む、殺菌用微酸性電解水・・・繊維を壊さず、中和も不要
　微酸研（神奈川県藤沢市、土井豊彦社長）は、独自技術で高い殺菌力を持つ微酸性電解水の
開発に成功、毎時３６０リットルから２０㌧までの生産能力を持つ精製装置の市場開拓に乗り
出している。セブン＆アイHDが傘下の食品ベンダー工場で全面採用したのを契機に、次亜塩素
酸ソーダに代わる食品工場向け洗浄水として市場展開するほか、香料、化粧品メーカーも実証
テストに入っている。既に大手香料メーカーでは小型機の導入を経て大型機の導入に踏み切る
など、微酸性電解水によるメンテナンスを導入し始めている。
　微酸性電解水（正式名称＝微酸性次亜塩素酸水）は化学的な構造をみると酸素分の電子が不
足している状態にある。一方、微生物はマイナスイオンを帯電しているので、「酸素分が細菌
のマイナスイオンを取り込み殺菌する」（川口亜都志・管理部長）。
　殺菌できる対象は、大腸菌などの一般細菌からO-157等の病原菌、インフルエンザやノロウ
イルス、灰色カビ病菌等糸状菌に加えて、セレウス菌やボツリヌス菌等最も殺菌難易度が高く
「既存の殺菌剤では殺菌できない場合もある細胞芽胞まで可能」としている。
　微酸性殺菌剤は森永乳業が基本特許を有するが、開発者である土井豊彦社長が同社から特許
のグラントを受けて更に工夫を加えたほか、装置に関する特許などを28件取得し、技術的な
独自性を有している。
　2013年にセブン＆アイHDが食品事業強化の一環として、ベンダー企業の工場に微酸研の微酸
性電解水を全面採用したことを契機に、食品工場を中心に採用が進んでいる。
　「カット野菜で表面の繊維を破壊せず元の味を壊さない」点が高く評価されているという。
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　また、農業分野では植物工場で発芽向上のほか、タンクの水耕栽培でも殺菌洗浄用途に採用
され始めているほか、酒造メーカーが洗瓶機に、食酢メーカーがフィルダープレス洗浄用に
導入を進めている。
　食品工場では次亜塩素ソーダが一般的に使われているほか、細胞芽胞が発生するパン、ごは
ん、豆腐、小豆などを扱う工場では熱水による殺菌洗浄も行われている。微酸水は高い殺菌力
だけでなく食品添加物に指定されており、「洗浄工程で中和などの必要がなく、生産ラインを
止めずに洗浄作業ができ、更に排水処理の必要がない」等の利点があるため、今後の市場の
広がりに期待している。
　同社では「HACCP（食品衛生管理基準）に合うように工場内でのすべての洗浄工程に微酸水を
導入した企業もある」と説明する。顧客の多くが小型機による実証試験の段階だが、「大手
香料メーカーが大型機を導入する等、本格的な生産工程で採用される可能性が高い」として
いる。

８ エチレン用輸入ナフサ価格・・・３月、７カ月ぶりに低下
　経産省がまとめた３月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、ドル建て単価は７ヶ月
ぶりに低下し、１トン当たり前月比２４．０㌦安の５８８．７㌦となった。円建ては１キロ
リットル当たり２７６７円安の４万３０７３円で、２カ月連続で下がった。
輸入数量は１１．３％増の１８７万７６１０キロリットル。為替レートは１ドル＝１０６．６
円で前月比２．７円の円高。

　４月１８日（水）
２ 社説・・・ＥＶ化による社会の大変革に備えよ

　自動車のＥＶ（電気自動車）化の行方が再び注目を集めている。ＬｉＢの一段の性能向上に
より、今後数年の間にＥＶの競争力が大きく向上するとの見通しが強まっているためだ。その
動きは自動車産業のみならず、エネルギー産業、ＩＴ産業などを巻き込みながら、産業界ひい
ては社会全体に変革を引き起こすとみられている。
　ここ１００年の間に内燃機関を動力とする自動車が普及し、２０世紀以降の産業・社会構造
を形づくった。その流れの中で石化産業が勃興、成長する等化学産業にも大きな影響を与えた。
　ＥＶの普及が本格化し、内燃機関の自動車を置き換えることになれば、これまでの流れに逆
回転の力が働くことになる。特にエネルギー産業は大きな転換を迫られる。脱・二酸化炭素と
いう世界の共通認識の中で、ＥＶの普及によって増大する電力源は、化石燃料ではなく太陽光
風力、バイオマスといった再生可能エネルギーが担っていく可能性が高い。それらをコスト優
位に供給できる地域が競争力を持つことになる。
　加えてモーターの特性から加減速を制御しやすいＥＶは、自動運転化やコネクテッドカーと
いった自動車の電動化、ＩＴ化との親和性が良い。このためＥＶ化が、自動運転車によるカー
シェアリングシステムの台頭など、今後予想される自動車産業そのもののビジネスモデルの転
換を一段と加速するのは間違いない。
　エネルギーと自動車は、産業としての規模の巨大さや他産業に与える影響力も含め、世界の
リーデイング産業といえる。その２つの巨大産業に対して構造変化を促すＥＶ化の動きは、
情報通信技術の急激な進歩と相まって人類に歴史的な大変革をもたらすとの指摘がますます
増えている。
　こうしたなか、２０２０年頃には新世代の車載用ＬｉＢが登場すると見込まれている。航続
距離や製造コスト等の問題が解消され、ＥＶはガソリン車などの内燃機関の自動車とほぼ遜色
ないレベルに到達するだろう。ＥＶ需要が急増すれば、電力及びＬｉＢの供給不足が懸念され
る。またＬｉＢｎｉ残された課題として充電時間の長さを指摘する声もある。しかしＥＶ市場
の本格的な立ち上がりは刻一刻と迫りつつある。そう強く認識し、あらゆる変化の可能性を考
慮に入れておくべきだ。

１２ ２月エチレン換算輸出入・・・出超幅２１％減
　経産省がまとめた２０１８年２月のエチレン換算輸出入によると、輸出から輸入を差し引い
た出超幅は前年同月比２０．６％減の９万５９００㌧となった。日本の石化工場は今年、定修
の計画が多く、ＰＥを中心に輸出を抑えて在庫を増やす動きが広がっている。円高も進み、輸
入も増加した。
　２月のエチレン換算輸出は１６万９２００㌧と同１３．５％減少した。品目別にみると、
ＬＤＰＥは同３４．８％減、ＨＤＰＥは同２７．３％減とそれぞれ１万㌧を割った。定修を控
え、輸出を絞って在庫を積み上げる動きが活発化した。エチレンは同３２．４％減の３万９９
０２㌧、ＰＶＣは同４．３％減の２万６０８０㌧と軒並み前年を下回った。
　輸入は７万３３００㌧と同２％減少した。エチレンと二塩化エチレンの輸入が大幅に減少し
ている。一方でＬＤＰＥは同２５．６％増の２万９１６２㌧、ＨＤＰＥは同７７．４％増の
２万１５０２㌧と大幅に増加した。ＰＥは国内需給がひっ迫し海外品の調達が増えているほか、
為替の円高進行も輸入増に拍車をかけている。
　２月のエチレン生産は同１．４％増の５２万５２００㌧、国内需要は同８．１％増の４２万
６１００㌧となり、共に堅調に推移している。

１２ 三菱ケミ、タイで量産へ・・・生分解樹脂１００％バイオ化
　三菱ケミカルは生分解性樹脂の原料を全てバイオマス由来に切り替える。２０１８年度中に
タイに構える合弁会社の工場で量産に乗り出す。石油由来原料を用いる生分解性樹脂も土等で
分解するが、１００％バイオ化を進めることで、欧州を中心に進む規制や世界的な環境意識の
高まりに積極的に対応する。現状比５倍の年産１０万㌧規模の新工場も数年内に計画。バイオ



社会の本格到来を見据え事業基盤を強化する。
　１００％バイオ化に着手するのは生分解性樹脂の「バイオ・ポリブチレンサクシネート（
ＰＢＳ）」。現在はバイオマス由来のコハク酸と石油由来の１，４ブタンジオール（１．４Ｂ
Ｄ）を原料に製造しており、１．４ＢＤについても原料のバイオ化を図る。バイオＰＢＳは
ＰＬＡ樹脂（ポリ乳酸）等他の生分解性樹脂に比べて生分解の速度が速いうえ、柔軟性や低温
ヒートシール性、天然繊維との相溶性、耐熱性に優れる。コンポストバッグやコーヒーカプセ
ル、フォークや食器等のカトラリー、紙コップへのラミネート用途などに展開し、量産工場は
タイ石油公社（ＰＴＴ）との合弁会社「ＰＴＴ　ＭＣＣバイオケム」が年産２万㌧を構える。
このプラントで１８年度中に１００％バイオＰＢＳの量産を始める。
　欧州委員会は１９年末までにプラスチック製レジ袋の消費量を一定以下に削減する法制化を
加盟国に義務付けたほか、フランスはカトラリーの素材に対して２０年以降、生分解素材を用
いることを求め、２５年に向けてバイオ原料の使用比率を引き上げる方針。イタリアやスペイ
ンでも果物の包装に、生分解性やバイオマス原料の使用を必須化する方針など、欧州を軸に
バイオ樹脂の重要性が高まっている。
　１３年に生産された包装向けのプラスチックは７８００万㌧とされ、この内４０％は埋め立
て、３２％は海洋等に流出した。海洋に浮遊するプラスチックは５０年までには魚の量に並ぶ
との予測が国際経済会議で示され、欧州だけでなく日本も規制に乗り出す。
　三菱ケミカルはバイオマス原料由来ポリエステルの基本特許を世界主要国で取得。特許は窒
素と硫黄の含有量をＰＰＭ単位で規定し、バイオ系のＰＢＳやＰＥＴなどが幅広く該当する。
同社は同特許のライセンス展開を進めており、他社との連携も通じてバイオ社会の普及に繫げ
る。

　４月１９日（木）
２ 社説　石化プラントの定修時期分散に期待

　石化協が設置した第３次「石油化学産業における環境整備等検討会」（石環検）がこのほど、定期修理
時期の分散化などの課題を示した答申を取りまとめた。定修工事を請け負うエンジニアリング業界は、
かねて定修時期の分散化を強く求めていた経緯もあり、石化業界がこの方向でまとまったことの意義は大
きい。最長８年の連続運転を認める新認定事業所制度が２０１７年から開始されており、新しい定修の
有り方を検討する好機でもある。
　答申は４つの課題で構成されており、円滑な定修の遂行を第１の課題に掲げた。石化企業、メンテナン
ス工事を請け負うエンジニアリング企業とも、作業を担う人手不足が顕在化しており、国内インフラ整備
で活況が続くゼネコンとの作業者、資機材の奪い合いも深刻化している。政府が進める「働き方改革」に
より残業規制も加わって従来のような、ある年、ある時期に集中する定修工事を遂行するのは、ますます
困難になっている。
　定修の分散化は化学製品の需給への影響を穏やかにし、工事を実施するエンジニアリング企業、その下
請け会社などにとっても着実な工事の遂行と経営の安定化につながる。大きなマイナス要素は見当たらな
い。新認定事業所制度の開始で、エチレンプラントであれば定修間隔を従来の４年から最長８年まで選択
できる。分散化を定着させるのによい機会といえる。
　しかしコンビナート企業同士で調整を行えば、独占禁止法が想定する生産調整や受注工事会社の不利益
とみなされる可能性がある。公正取引委員会の承認を得ることや個社間の調整を図るうえでも、経済産業
省の積極的な関与を期待したい。高経年化が進む石化プラントと建設業における求人難を考えれば、ス
ピード感ある対応が必要だ。
　ここ数年、日本の石化プラントは高稼働を続け、大きな収益を生んできた。しかし適切な保全を行なわ
なければ、やがて操業は不安定となり、ユーザー業界のサプライチェーンに大きな影響を及ぼす。プラン
トトラブルが生じれば地域に安全面での不安も引き起こす。答申では柔軟な行政手続き、メンテナンス技
術の高度化、人材育成も課題として挙げた。いずれも良好な保全水準を保ち、スマート保安を実現するた
めには地道に取り組むべきテーマだが、なかでも定修の分散化は効果が大きく、かつ喫緊の課題と言える
だろう。

２ 中国塗料工業協会　環境対応で６大講堂計画・・・ＶＯＣ排出３割削減
　 　中国塗料工業協会は２０２０年の業界の環境、安全生産体系の目指す姿を示すべく６大行動計画を策定

した。排水や排ガス管理、固体廃棄物処理、化工園区など６項目で目標を設定。ＶＯＣ排出量を１５年末
比３割削減することや比較的大規模な事故の１５％低減などの具体的な数値を盛り込んだ。塗料関係企業
でいぜん環境対応の未整備が指摘されるなか、業界を挙げた生産体系の構造改革に取り組む。
　「中国塗料産業グリーン発展６大行動計画（２０１７～２０年）」をまとめた。塗料産業における
グリーン製造へのモデル転換、イノベーション駆動型の成長を目指すもので、①排水管理、②排ガス管理、
③固体廃棄物処理・処置、④省エネ・低炭素、⑤安全管理、⑥化工園区グリーン発展の６分野において
２０年に向けた達成すべき目標を決めた。排水管理では排水総量や排水中の汚染物質の削減、排ガス管理
ではＶＯＣ排出量を１５年末比で３０％削減、環境配慮型の塗料製品比率を７０％以上に引き上げる等が
掲げられている。

５ ＮＲＥＬなど　ＰＥＴ分解酵素開発・・・日本の研究成果生かす
　米国立再生可能エネルギー研究所（ＮＲＥＬ）と、英ポーツマス大学の研究グループは、ＰＥＴを４～
５日間程度の期間で、効率よく分解できる酵素を開発した。京都工芸繊維大学、ＡＤＥＫＡ、帝人などの
共同研究グループが発見した細菌由来の酵素を改変して高機能化した。同酵素はバイオベースのポリエチ
レン－フランジカルボキシレート（ＰＥＦ）も分解できる。今後、さらに改良を加えて実用化を目指す。
　同酵素は、ＰＥＴをテレフタル酸モノ－２－ヒドロキシエチル（ＭＨＥＴ）から、単量体のテレフタル
酸とエチレングリコールまで分解、最終的には炭酸ガスと水にする能力がある。



７ フラットヤーン　１７年出荷３万トン超・・・梱包クロスなど牽引
　フラットヤーン製品の需要拡大が続いている。日本フラットヤーン工業組合の統計によると２０１７年
（１～１２月）の出荷量（工業組合加盟社分）は３万トンを超え、４年連続で前年を上回った。ラミクロ
スやカーペット基布が伸び悩んだ一方で、梱包クロスが顕著な伸びを示した。ネット通販の隆盛を背景と
した物流資材としての需要増大が少なからず影響している模様で、市場の成長を牽引している。
　フラットヤーン製品の１７年の出荷量は前年比２．９％増の３万６８８トンだった。素材別ではＨＤＰ
Ｅが１３年から５年連続で増加し、３．０％増の１万９４２４トン、ＰＰも１１年以来６年ぶりに前年を
上回り２．８％増の１万１２６２トンだった。なお、１７年のフラトヤーン製品生産量は２．１％増の
３万４０２トンとなり、ＨＤＰＥ素材、ＰＰ素材がともに前年を上回った。工業組合が推定したアウトサ
イダー（非会員企業）を含めたフラットヤーン製品の総出荷量は２．５％増の３万７７３８トンと見られ
る。

８ ＤＩＣ　塗料用樹脂を１５円以上値上げ
　ＤＩＣは、５月１５日出荷分から塗料用樹脂を値上げする。改定幅は１ｋｇ当たり１５円以上（製品群
によって異なる）。原油価格の上昇、中国の環境規制強化による石化原料の供給減、需給ひっ迫などの影
影での主原料のアクリルモノマーなどの高騰と、物流費の上昇等が値上げの理由。

　４月２０日（金）
２ 廃プラの品質高度化　粛々と努めよ

　中国の廃プラ輸入規制が世界的な影響を及ぼしている。中国は２０１７年７月に世界貿易機構（ＷＴＩ）
に対して「同年１２月末までに廃プラなどの固形廃棄物について一部輸入を禁止する」と通告した。
「一部」とは生活由来の廃プラのことであり、工場から出る端材などは輸入が継続されると期待されたが、
年が明けると輸入ライセンスは昨年までに比べて極端に少ない規模でしか発行されておらず、事実上全面
禁輸に近い状況となっている。
　中国の１７年の廃プラ輸入量は５８２万９０００トン。１６年はさらに多く７３４万７０００トンだっ
た。日本からの中国向け輸出は１７年が７４万９０００トン。香港を経由して中国に向かうものも多いた
め、これを加算すると１０２万４０００トンとなる。これが１８年は公表ずみの１～２月累計で中国向け
は４００トンに満たず、香港向けを足しても７５５０トン。２ヶ月とはいえ、あまりに少ない。
　こうした状況を受け、韓国で生活ごみ未回収問題が頻発するなど、これまで中国向けを主体にしてきた
世界の国々の事業者が混乱に陥っているようだ。日本では昨年１１月から環境省が「省ＣＯ2リサイクル
高度化設備導入促進事業」の第３次公募としてプラリサイクルの高度化に資する設備を導入する事業者を
募集するなど、これまで中国に輸出されていた廃プラが国内処理せざるを得なくなることを見越し、資源
循環体制の構築支援に乗り出している。
　年間にして６００～７００万トンの廃プラ輸入がなくなったことで、中国のプラ再生事業者や成形業者
も苦境に陥っているようだ。中国の多くの成形業者では安価な廃プラをバージン原料に切り替えざるを得
ず、これがアジアのバージン原料市況上昇につながっている。ただし、こうした状況がいつまで継続する
かは疑問が残る。環境意識から”汚いプラごみ”を禁止するのは理解できるとしても、何ら問題のない
原料であるはずの資源ごみも全面的に禁輸する意味合いは薄い。環境重視の中国首脳への過度な”忖度”
が非生活ごみまで禁輸に近い措置を取らせている原因にもみえる。その意味では、どこかの時点で急に輸
入規制が緩和される可能性も否定できない。また禁輸の影響回避へ、中国のリサイクル事業者がこぞって
東南アジアに進出する動きもある。
　いずれにせよ過剰な輸入規制は”汚いプラごみ”が一定量あったのが発端。日本国内の事業者は、各国
の規制がどうあろうと行き先を確保できるよう、従来以上に廃プラの品質高度化に取り組むことが必要だ
ろう。

３ 欧米の食品・コンシューマー大手　プラ包材に「エコ化」の波・・・再生品や植物由来品に
　欧米の食品・コンシューマー大手の間でプラスチック包装材のエコ化が本格化しそうだ。Ｐ＆Ｇと食品・
飲料大手ネスレはこのほど、将来的にリサイクルもしくはリユース可能な包装材に切り替える方針を相次
いで発表した。コカ・コーラやマクドナルドも今年に入り、包装材・容器のリサイクル・リユースを強化
する新たな方針を打ち出している。市場に影響力を持つ企業が一斉に動いたことで、包装材を取り巻く
「エコ化」の波が市場全体にも波及するとみられる。
　各社がプラスチック包装材のエコ化を進める背景の一つが、世界で顕在化するプラスチックごみの問題。
とくに生態系を脅かす海洋ごみの多くが、海に流出した使用ずみプラスチック製品とされており、ここ数
年多くの国際期間などでテーマになっている。今年１月には、欧州委員会が２０３０年までにＥＵ（欧州
連合）全域を対象に、プラスチック容器や包装材をリサイクル・リユース可能な製品に置き換える「プラ
スチック戦略」を採択。使い捨てプラスチック製品の削減に乗り出している。
　民間レベルでもこの問題に対する意識が高まっている。とりわけ国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
が採択され、事業活動や投資にＥＳＧ(環境・社会・ガバナンス）が求められつつあるなか、ブランドイ
メージが重要な企業にとっては、プラスチックごみへの対応は重要な課題。各社は以前から環境負荷を
軽減するための取組みをしてきたが、欧州委員会でのプラスチック戦略の採択などもあり、相次ぎプラス
チック包装材のエコ化を強化する方針を打ち出した。
　その１社がＰ＆Ｇで、このほど３０年までにリサイクルもしくはリユース可能な包装材に切り替える方
針を発表。まず２５年までに包装材に用いる素材を最大で９５％リサイクル・リユース可能品にする計画
で、最適な素材の選択やパッケージのデザイン、リサイクル技術の開発などの組合せによって実現すると
いう。３０年までには残りの素材に関しても技術開発によりリサイクル・リユース品に置き換える。
同社は２０年までに包装素材としてリサイクル樹脂の使用比率を２倍にすることなど、複数の項目を盛り
込んだ目標を発表していたが、３０年までのさらに意欲的な計画を設定した。
　ネスレもこのほど目標を打ち出した。２５年までに包装材をリサイクルもしくはリユース可能な包装材
に１００％切り替える計画。そのため、廃棄された包装材の収集や選別、再生までにいたる一連のリサイ



クルスキームの開発を進める。さらにパートナーとなる異なる包装材ソリューションの可能性を追求する。
　かねて持続可能な素材を包材に採用する方針を打ち出しているコカ・コーラも今年１月に廃棄物ゼロ社
会に向けたグローバルプランを発表。同社はリサイクル品や植物由来のＰＥＴ樹脂の採用を推進している
が、３０年までに平均して５０％のリサイクル素材をＰＥＴボトルに採用することを目標に設定。マクド
ナルドも今年１月、２５年までに顧客用の容器・包装材をすべて再生可能、リサイクル品、認証ずみソー
スから調達したものに切り替える方針を発表している。

７ 出光ユニテック　ポケットジップ開拓加速・・・米軟包装大賞最高賞、食品向けなど広く
　出光ユニテックは、ワンサイドオープン対応のジッパーテープ「ＰＬＡＬＯＣ（プラロック）
ＭＦＬ－８０９」（ポケットジップ）の市場展開を強化する。独自技術で開発した製品で、ペットフー
ドやコーヒーなどの包装袋を中心に国内外で多くの採用実績を持つ。ポケットジップを採用したパッケー
ジは中身を充填しやすいなどの特徴があり、北米では米国軟包装協会（ＦＰＡ）協賛の「第６２回２０
１８年軟包装大賞」で最高賞および銀賞に選ばれた。ジッパーテープの戦略商品として広範分野で用途を
掘り起こしてゆく方針。
　ポケットジップはワンサイドオープンタイプのパウチ（袋）に最適で、ペットフード、コーヒー、健康
食品、アイスクリームなど食品用のパウチ向けを中心に採用実績を積み重ねてきた。近年、食品などの分
野では衛生面と使いやすさの点から、開封後のリクローズ機能を備えたジッパー付パウチ包材の採用が拡
大傾向にある。出光ユニテックはジッパーテープを供給し、製袋メーカーがパッケージに加工して食品
メーカーに提供する。
　一般的なジッパー袋は底充填の場合、チャック部分に負荷がかかる。一方、袋上部充填の場合はチャッ
クの開閉の機構が必要となる。これに対してポケットジップを採用した袋はジッパーが片面にだけに付い
ているため、開口を広くとることができるうえ、充填時にチャックを開ける工程が不要なため、ジッパー
に内容物が付着することもなく充填効率が高まる。オープンテープのツマミを引っ張るだけで簡単に開封
でき、袋の上部をカットする必表もないためフル印刷も可能となる。
　米国の軟包装大賞で最高賞に選ばれたのはアイスクリーム包装用パウチ（自立型）で、銀賞はペット
フード用パウチ（同）。出光ユニテックはテープのほか、袋および袋の加工技術でも特許を取得している。

８ 宇部興産　ナイロン６６樹脂を７５円値上げ
　宇部興産は。５月１日出荷分からナイロン６６樹脂を値上げする。改定幅は１ｋｇ当たり７５円。
主原料価格の上昇が理由。

１２ 東レ　フィルム生産にＡＩ・・・ゴールは自動制御ライン
　東レはフィルム工場で人工知能（ＡＩ）の活用に着手した。蓄積してきたビッグデータをＡＩで解析し、
品質向上や歩留まり改善に役立てる。従来はベテラン社員がビッグデータを基に対策を練っていたが、
製造現場で世代交代が進んでいることを踏まえ、デジタル活用を前進させる。まずは日本や韓国、米国の
各工場でトライ＆エラーを重ね、１～２年後に最適なＡＩ活用術を見出す。予測によるアラーム発信など
から取りかかり、最終的にはＡＩを駆使した自動制御ラインの完成にこぎつけたい考え。

１２ 石連会長会見　原油、当面６０ドル台後半・・・米シェール増で均衡
　 　石連の木村会長は１９日定例の記者会見を開いた。木村会長は、当面の原油市況（ドバイ）について

「１バーレル当たり６０ドル台後半で推移し、７０ドルを突破して上がっていくことはないだろう」と
見通しを示した。原油市況は中東の地政学的リスクで強含みとなっているが、これが一本調子で上昇して
ゆかないのは「米シェール原油の増産があるため」と分析。需給からみても「需要の増加とシェール増産
がバランスしつつある状態にある」とみている。また産油国側、需要国側がともに６０ドル台程度の市況
を「心地よいと感じている」ことも、安定推移の理由の一つとした。

１２ １７年度のエチレン生産２．７％増
　石化協は１９日、２０１７年度のエチレン生産が６４５万９３００トンと前年度に比べて２．７％増え
たと発表した。国内およびアジアの石化製品の需要が堅調に推移したほか、海外市況高などを受けて年度
前半は海外品の流入も少なく、日本の誘導品の引き合いが強い。エチレン設備の平均稼働率は９６．９％
となり、フル操業が続いた。
　一方で１８年度は国内に１２基あるエチレン設備の約半数が定期修理を計画する「定修集中年」にあた
る。すでに３月は２プラントが定修を実施し、同月のエチレン生産は定修のなかった前年同月と比べて
１２．９％減少した。定修計画を踏まえると、１８年度のエチレン生産は数％減少すると試算される。
　誘導品や化成品などの生産や出荷も前年割れしている。ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＰＰの出荷は前年同月比
７～８％減少した。定修期間の安定供給に備え、輸出を絞り在庫を確保する動きが本格化している。これ
ら３樹脂の３月末の在庫量はいずれも３ヶ月を超える水準に達した。


