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　６月４日（月）
１ 社説・・・安定供給を武器に中国市場切り拓け

　国内化学大手の２０１８年３月期決算は総じて増収増益となり、過去最高の利益・売上高等
に沸いた。空前の好況となった要因の一つに、中国の市場環境があるといえるだろう。
　何よりも中国で生産されていた多様な有機・無機化学品、化学原料が軒並み減産・停止とな
ったことが大きい。当局は昨年初頭から、安全生産や環境保全等の規制に違反を続ける企業の
工場・事業所を全土で強制的に閉鎖。総経理や工場長らが容赦なく逮捕・拘束された。
　中国政府当局の発表によれば、３０万人を動員した中国全土の一斉検査・立ち入り調査で、
３万社以上の工場・事業所が閉鎖・生産停止に追い込まれた。本年も同様の規模で、鉱山やメ
ッキ・金属加工・化学関連工場の安全・環境違反チェックが行われる。
　中国の現地企業の生産停止は日本国内の化学品生産にも波及し、結果的に稼働率を大きく押
し上げた。また中国の原材料サプライチェーンが必然的にダウンする結果となり、中国に拠点
を置く日系化学各社は昨年、原料が手に入らなくなった企業の代替品の確保、複数ソースの構
築に追われた。以降、日系の化学企業・関連各社の間では「安定供給」が重要なキーワードと
なった。「安定供給こそが今の中国におけるビジネスと事業の競争力」といわれる。また、
「中国の大手家電や自動車、建機企業など、樹脂や多様な化学品を大量に使う需要家から安定
供給が強く求められている」といわれる。
　中国では「安定供給」を確実に実行できる化学品・素材企業に事業拡大の好機が到来してい
る。国籍を問わない。そこで日本企業の出番である。これまで中国でのビジネス競争では、
コストや取引条件が決して対等ではないことから苦汁を舐めるケースも多いと聞く。今こそ
日系化学企業が、その環境から脱し、中国で成長市場に本格的に打って出るチャンスではない
か。

１３ 財務省、１－３月の設備投資　３．４％増・・・経常利益は過去最高
　財務省が１日発表した２０１８年１－３月期の法人企業統計調査によると、金融・保険業を
除く全産業の設備投資額は前年同期比３．４％増の１４兆７７２０億円となり、６四半期連続
のプラスだった。経常利益は０．２％増の２０兆１６５２億円で、１－３月期としては過去最
高となった。財務省は「経済の緩やかな回復傾向を反映した動き」と分析している。
　設備投資は製造業が２．８％増で、業種別では半導体関連や加工食品分野の生産能力増強投
資が目立った。非製造業の設備投資もオフィスビルや商業施設の建設等で３．６％増となった。

　６月５日（火）
７ 酢酸エチル、アジア反発・・・原料高騰、値上げへ

　酢酸エチルのアジア市況が反発した。値決めの参考となる中国ＦＯＢ価格は、足元で１トン
当たり１０８０㌦前後。旧正月明け後は１０６０㌦前後だったが、４月に入って需要の鈍化で
在庫が積みあがったこともあって４０㌦程下落した。原料の酢酸が強含んだことで５月には
再び上げ局面となったため、日本では複数の輸入会社が原価上昇などを理由に１キログラム
当たり５～１０円の価格改定に乗り出したほか、一部の国内品も同様の改定幅で交渉が進め
られている。

７ 酢酸エチル２０円値上げ・・・ＫＨネオケム
ＫＨネオケムは、６月１８日納入分から酢酸エチルを値上げする。改定幅は１キログラム当た
り２０円。原料価格の上昇や需給バランスのタイト化で価格改定を決めた。すでに打ち出して
いる分の４５円は決着している。

１１ 経産省　産業データ共有促進事業・・・微生物培養など１３件採択
　経産省は、２０１７年度補正予算「産業データ共有促進事業費補助金」の採択者を決定した。
ちとせ研究所が三井化学、味の素と共同で申請した微生物等の培養に関する基礎データを収集
・共有する事業のほか、製油所やパイプラインの保安に関連するものなど１３件を選ばれた。
　このほか、横河ソリューションサービスがＨｍｃｏｍｍ、日本ゼオンと共同で申請した「音
声データをもとにした製造業パイプラインのつまり予知・予兆診断事業」では、パイプライン
を含む生産プロセスラインで発生する音声を収集し、ＡＩ解析を用いて、パイプの詰まりを中
心としたプロセス異変の予知・予兆把握に活用する。
　また、石油エネルギー技術センターは「集中型プラットフォームの社会実装に向けた検討
事業」で、業界横断的に製油所の各種データや解析モデルをプラットフォーム上に共有し、
老朽化した製油所保安に活用する。
　「産業データ共有促進事業」は、コネクテッド・インダストリーズ（ＣＩ）を実現するため、
複数企業間のデータの収集や活用に向けた取り組み支援するもの。１日に２次公募を開始した。
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１１ 経産省、攻めのＩＴ経営銘柄２０１８選定
　経産省と東京証券取引所は「攻めのＩＴ経営銘柄２０１８」に住友化学や帝人等３２社を選
んだ。経営革新や収益水準、生産性の向上をもたらすＩＴ利活用に積極的な東証上場企業を
業種ごとに評価・顕彰する取り組み。４回目を迎えた今回は、ＩｏＴやビッグデータ、ＡＩ等
最新技術を重点項目に加えた。
　住友化学は昨年に続く入賞で、帝人は初めて。化学部門では富士フィルムＨＤが、ゴム製品
からはブリジストンが選ばれた。
　これとは別に、特筆すべき取り組みを行っている企業についても「ＩＴ経営注目企業２０１
８」として２２社を選定した。化学からは三菱ケミカルＨＤと資生堂が入った。横浜ゴムや
ダイキン工業、大日本印刷も名を連ねた。

１１ バイオマス発電事業者協会が講演会・・・再生エネルギー電源化へ調整電力で高まる期待
　国が再生可能エネルギーを主力電源化する議論を進めるなか、バイオマス発電への期待が
高まっている。バイオマス発電事業者協議会は先月２８日都内で講演会を開催。国のエネルギ
―政策作りに深くかかわってきた柏木孝夫東京工業大学特命教授と高村ゆかり名古屋大学大学
院教授が講師を務め、高まるバイオマス発電への期待や普及への課題等について語った。
　柏木氏は、再生可能エネルギーの主力電源化を目指すとした第５次エネルギー基本計画案に
触れ、「太陽光発電や風力発電は変動が大きく、調整用の電力が必要になる。調整用の電力に
は化石燃料系のものなどがあるが、ここにバイオマス発電を利用すると、再生可能エネルギー
のなかでうまいアライアンスができる。そういう意味でバイオマスに対する期待はとても大き
いと考えている」とバイオマス発電の担うべき役割の大きさを強調した。
　また「再生可能エネルギーが経済的に自立するには、単発では難しい」としたうえで「核
都市から少し離れた町で、農山村部にメガソーラーと間伐材を利用したバイオマス発電を置く。
そこから中心部と周辺の居住区へ電気の自営線と熱導管を引く。これは新しいインフラになる」
と、バイオマス発電を利用した新しいエネルギーシステムを提案した。更に、これによって
「スマート林業が実現し、発電所から出るＣＯ２を利用する植物工場を設け、託児所までつなげ
れば若い人が集まってくる。これによって、都市部から農山村への所得の再配分が行われる」
とバイオマスが開く地方経済活性化への可能性を強調した。
　高村氏は「バイオマスが上手く生かせるよう制度、政策も変えていかなければならないので
はないか」「バイオマスエネルギーの調整電力としての価値が正しく評価されるならば、容量
市場のなかでどのように評価されるべきなのかは一つの論点になる。また温室効果ガス排出量
が実質ゼロの火力として、従来の化石燃料から上手くバイオマスに移行していく仕組みも考え
なければならない」と今後の検討課題を挙げた。

　６月６日（水）
２ 社説・・・「ＥＶ時代」変わるもの　変わらぬもの

　近年、ＥＶ化進展を背景に自動車産業の構造変化が喧伝されている。あすにもＥＶ時代が到
来するような雰囲気がある。しかし、「１００年に１度」というキャッチフレーズに惑わされ
ず客観的に情勢を眺めると、漠然としたイメージとは異なる現実が見えてくるのではないか。
　例えば「ガソリンエンジンをはじめとする内燃機関の消滅で関連する部品メーカーの経営が
厳しくなる」という見方。２０２５年頃にエンジン車のみの車種をゼロにする目標を打ち出し
たトヨタ自動車だが、３０年時点でもプラグインハイブリッドを含むエンジン車が９割を占め
るとみるなど、自動車各社は当面、エンジン併用モデルを想定している。実際、世界の生産台
数は新興国を中心に増加が見込まれ、インフラや車両価格等から液晶テレビやスマートフォン
のような置き換えは考えにくい。今後の１０年のスパンで見る限り、エンジン関連の部品需要
は逆に拡大していくだろう。
　また「ＥＶ］は部品点数が少なく、家電等他産業からの参入が予想されたが、これも難しそ
うだ。自動運転技術の進展もあり、自動車の車内は、これまでの移動空間から居住空間へと質
的に変化しつつある。内装材等は外部調達も可能だが、快適性の基準となるＮＶＨ（騒音・
振動・ハーシュネス）については車体開発での長年の蓄積が不可欠。乗り心地や快適性で新参
企業が既存メーカーと互していくのは容易ではない。特に年間数万台規模の商業生産は「モデ
ル３」で苦労するテスラをみてもハードルが高いことが伺える。
　一方で自動運転やコネクテッド化などでは、家電・情報機器各社が保有技術をベースにシス
テム・部品レベルで活発に取り組んでいる。これまでのピラミッド型産業構造も、サプライ
チェーンの枠組みを越えた取引の拡大や部材・部品メーカーがシステムへのシフトを強めるな
か変わりつつある。
　自動車産業が引き続き、世界経済をけん引していく中、変化の見極めと、それをビジネスと
して取り込む戦略が求められている。

２ 三菱ケミカル・・・生分解ポリマー　第２弾、来年量産　欧州プラ包装規制に対応
　三菱ケミカルは、生分解性を持つ新たなバイオポリエステル樹脂を早ければ来年にも量産す
る。タイで生産するバイオ・ポリブチルサクシネート（ＰＢＳ）に続く生分解性ポリマーの
第２弾。同社はバイオマス原料由来ポリエステルの基本特許を持ち、新たなバイオマス系モノ
マーを導入することで生分解性とバイオマスを両立した樹脂のラインアップを増やす。
　欧州を中心に広がるプラスチック容器包装の規制に対応し、新規ポリマーとバイオＰＢＳで
幅広い用途をカバーする考えだ。
　バイオＰＢＳ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・４ＢＤ）
を原料とする生分解性樹脂。ＰＬＡ（ポリ乳酸）よりも生分解性が高く、コンポストバッグや
コーヒーカプセル容器、食器などのカトラリー、紙コップのラミネート用途等に使われている。



容器や包装が土の中で堆肥化するため、環境負荷が低いのが特徴だ。
　需要地は環境意識が高い欧州が中心。欧州委員会の加盟国は２０１９年末までにプラスチック
製レジ袋の消費量削減が義務付けられ、フランスは２０年以降にカトラリーの素材に生分解素
材を用い、２５年に向けてバイオ原料の使用率も引き上げる方針。イタリアやスペインでは、
包装材料に生分解性やバイオマス原料の使用が必須になる等生分解やバイオマスのニーズが年
年高まっている。こうした背景から「欧州を中心に社会的要請が高まっており、５～１０年の
スパンではなく、１～２年で新規樹脂を投入したい」という。
　同社はバイオマス原料由来ポリエステルの基本特許を持つため、基本技術を応用することで
比較的早く開発できる強みがある。新規ポリマーの生産はバイオＰＢＳを手掛けるタイの現有
プラントが有力。
　新規モノマーの開発と並行して、バイオＰＢＳについては１００％バイオ化や現状比５倍の
年産１０万㌧規模の新工場も計画している。

６ ケミカルマテリアルジャパン２０１８　　
-7 　持続可能な未来社会はケミカルマテリアルが開く　　　化学工業日報社主催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５月１７－１８日、パシフィコ横浜で開催
　化学が主役となる初の素材・技術展「ケミカルマテリアルジャパン２０１８」が開催された。
化学産業とユーザー産業が一堂に会する情報交換展として特別講演も行われた。持続可能な
社会の実現には分野・業種を超えた連携が必要だが、展示会や講演を通じて見えてくるのは
「化学の力」が一層重要になっていること。

■日本化学工業協会　石飛　修　会長
　「チャレンジングな課題に直面している２１世紀であるが、化学にとっては新しい可能性
に満ちた時代」と産業の展望を語った。持続可能な発展はグローバルに共有されている概念で、
物質的有限性の下、それを実現させていくために産業界全体で様々な課題に取り組む必要があ
る。化学産業は課題解決に大きな役割を担う製品、技術を発信し、「企業、分野の壁を越えた
連携が生まれ、その恩恵を共有することで、革新的技術の創出につながる」と強調した。

■石油化学工業協会　淡輪　敏　会長
　「今後の発展のために、イノベーション創出への努力が必要」と強調。「気候変動や食糧
危機、海洋汚染といったグローバルレベルの課題に直面している今日、化学の力が不可欠」と
化学産業が持つ可能性を示した。ＥＶ化進展、ＡＩ、ＩｏＴの産業分野への活用等ものづくり
の環境が劇的に変わっていくなか、イノベーションの創出には、化学、素材、ユーザーの
連携が不可欠と強調。

■経済産業省製造産業局　及川　洋　審議官
　同省が掲げるコネクテッドインダストリーズの実現に向けて「化学の力を貸してほしい」と
訴えた。生産性の向上や新たな付加価値の創出、社会課題の解決を目指す産業政策である。
今国会では関連する先端技術の活用を支援する「生産性向上特別措置法」が成立。研究開発の
スピード化や環境負荷の少ない化学物質の設計がより容易になることなどが期待できると語っ
た。

■物質・材料研究機構理事長　橋本　和仁　氏
　第５次科学技術基本計画で掲げる超スマート社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０）はいわば、サイ
バー空間とフィジカル（現実）空間の融合だ。米国はインターネットやビッグデータ等サイバ
ー側に強みを持つ。一方日本は、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー等フィジカルの技術
に長けている。日本が社会を先導する意義は大きく、サービス、製品、業種、機関が繫がり、
社会で人類を幸福にできる。そういったなかで、素材研究開発のキーワードは、「サービスと
つながる」「デバイスとつながる」「サイバー技術とつながる」の３つだ。分野が多岐に亘る
ため一社だけでは困難。異業種との連携等オープンイノベーションが要となる。日本では、
オープンイノベーションの考え方が大きく進んだが、世界ではさらに加速している。比較する
と日本は取り組みが遅れていると言わざるを得ない。
　日本は既存ビジネスに些か固執している。対して米国などはベンチャー企業のＭ＆Ａなどで
周辺ビジネスをうまく取り込み、ビジネスを飛躍的成長させている。そういった点にも留意す
べきである。

■トヨタ自動車先進技術開発カンパニー基盤材料技術部品質監査室技範　石井　正彦　氏
　「トヨタはオートモービルカンパニーからモビリテイカンパニーへ変わらなければならない」
豐田章男社長のメッセージが示すように、自動車産業が一大変革期に直面している。自動車に
とって、イノベーションは「知能化」「電動化」「軽量化」がキーワードになる。化学、素材
分野へは、電動ユニットやＩＴ化、車内快適性を向上させる革新的な材料技術への期待を示す。
軽量化については安全と走行性能との両立が重要とし、今後は材料置換を越えた車両構造の
根本的な改革が必要になるという認識を示した。サプライチェーンの壁を越えた連携が必要で
あり、エンドユーザーとしても議論していきたいと語った。

　６月７日（木）
１ 三菱ケミ　高機能フィルム・Ｍ＆Ａ推進・・・日本で医用、欧米は包装用

　三菱ケミカルは、高機能フィルムの国内外市場で相次ぎＭ＆Ａを仕掛ける。日本では手薄となっている
医療向けを強化するため対象企業を絞り込み、「既存事業の拡大とともにＭ＆Ａで骨格を強靭にする」



（高機能フィルム部門長の江川執行役員）方針で、２０２０年度までの現中期計画内の実現を目指す。
一方海外では、タイに食品包装向けで生産進出することを決めたのに続き、欧米の食品フィルム市場で
一気にシェアを高めるため「競合メーカーを対象にＭ＆Ａを検討する」（同）。昨年の３社統合により
原料樹脂からフィルム製品の品揃えまで大幅に拡充されており、体制が整ったとみて攻勢をかけていく。
　同社は現在、日本ではとくにスーパーエンジニアリングプラスチックを素材に用いた電子材料向けの
フィルムが堅調に推移している。また、日本の食品包装向け市場でも高いシェアを維持しており、とくに
共押出多層フィルム「ダイアミロン」ではハム・ソーセージなどの深絞り包装向けで過半のシェアを有す
る。個食・中食文化の広がりもあり、年率２％程度の安定成長が見込まれ、ガスバリア性や易開封性など
幅広い機能製品群を強みに展開を強化する。
　日本で手薄なのが医療向け。服用に水を使用しない口腔内崩壊錠のＰＴＰ包装シートを中心に、輸液
バッグ用の包装材、注射器のブリスター包装材などにとどまっており、「医療向けを今後大きく成長させ
たい」（同）考え。既存の事業を拡大させるとともに、Ｍ＆Ａを駆使し新規展開にも乗り出す計画。
　一方海外では、ダイアミロンの生産でタイに進出する。日系食品メーカーが多数進出し、コンビニエン
スストアなども増加しているが、競合するフィルムメーカーがないとして先行者のメリットを生かす戦略。
　欧米には、ＰＥＴフィルム「ホスタファン」の事業拠点を構え、工業用を中心に一部は包装用も手がけ
ている。欧米の食品包装材料市場は成熟化し競合も存在する。ただ競合他社は大量生産型のフィルムが
中心。カスタムメイド型のフィルムを展開している同社では、競合を買収することで一気にシェアを取り
込む考え。とくに欧州では人員を配置し販売実績を積み上げており、攻勢に向け準備が整ったと判断。
買収実現へ詳細を詰めてゆく。

３ レンチンク　不織布の新ブランド・・・「生分解」認知度向上へ
　オーストラリアのセルロース繊維大手レンチング社は、植物由来で生分解性も併せ持つ不織布の新ブラ
ンドを立ち上げた。新ブランドは「ヴィオセル」で、素材は植物由来かつ生分解性を示すヴィオセル繊維
と特殊ビスコース繊維。２種類をヴィオセルブランドに位置付け、美容マスクなど「ビューティ」、
ベビーワイプなど「ボディ」、おむつ用など「インティメイト」、ワイプ材の「サーフェス｝の４分野に
展開し、生分解性素材の認知度向上および拡販に取り組む。

８ ＰＥ値上げ打ち出し相次ぐ・・・原油・ナフサの高騰で
　ＰＥは、国内で値上げの動きが広がってきた。最大手の日本ＰＥに続いて、今月４日にプライムポリ
マーが表明、６日には東ソーが打ち出した。原料価格は地政学的リスクの増大にともない４月から上昇に
転じ、ナフサ市況も上値を追う展開となった。
　原油価格は４月中旬以降、中東情勢の悪化懸念などを材料に大幅に上昇した。ナフサは、東南アジアで
クラッカーの定修が集中することや、液化石油ガス（ＬＰＧ）の対ナフサの価格競争力維持によって需給
が緩和する見込みだったが、韓国勢の購入増などを背景にタイト化した。アジア市況は昨年末から今年
初めにかけて１トン当たり６００ドルを超えていたが、２月中旬に５００ドル台前半まで軟化。４月中旬
から上昇基調を強め、５月下旬には一時７００ドエウを上回った。
　日本ＰＥは昨年１１月に１２月１５日から１ｋｇ当たり２０円以上の値上げを表明。先月２８日には
７月２日から２０円以上を打ち出した。プライムポリマーは昨年１１月１６日から１０円以上、今年は
１月４日から１０円以上、５月から３円以上のアナウンスをしており、今回は７月１日から２０円以上。
東ソーは昨年１１月２１日から１０円以上、今年１月４日から１０円以上、７月２日納入分から２０円
以上値上げすると発表した。
　国産ナフサ基準価格は、昨年第４四半期が４万７９００円、今年第１四半期が４万７９００円、第２
四半期は４万９０００円程度となる見通しで、上昇を継いでいる。原油価格の上昇、旺盛な需要、円安の
進行もあり、各社による第３四半期の見込みは５万５０００円～５万７０００円以上。

１０ 山宗　国内２工場でプラ部品設備増強
　山宗は、プラスチック部品の生産部門を強化する。このほど国内２工場で設備投資を実施した。大型
成形品製造をメインとしている大分工場には射出成形機を２台増設した。ＯＡ機器製品や危険物容器など
を手がけるブロー成形専門の郡上工場（岐阜県郡上市）では、スクリュー径５５ｍｍのブロー成形機を
増設している。

１２ 中国　農業フィルム回収率２０年に８割超へ
　中国の農業農村部は２０２０年に使用ずみ農業フィルムの回収率を８０％以上に引き上げる。全国で
フィルムの使用面積が増えるなか、フィルムによる土壌汚染の進行を重く見て対策に乗り出す。生分解性
材料の投入やリサイクルシステムの構築も進め１００ヶ所程度のフィルム回収モデル区も設定する方針。
具体的な計画を策定し、モニタリングも実施する。

　６月８日（金）
１ 化学物質の次世代安全評価手法　肝毒性、年度内に構築・・・発現機序考慮、動物試験不要に

　経済産業省の委託事業として、コンピューターを使った化学物質の安全性予測手法の開発に取り組む
ＡＩ－ＳＨＩＰＳ開発センターは、今年度中に肝毒性の予測システム（プロトタイプ）を構築する。毒性
発現メカニズムに基づいて予測する世界でも先駆的なシステムであり、化学物質の構造を入力すれば迅速
かつ高精度に毒性の有無が分かる。動物試験の期間や費用を実質ゼロにできるため、機能性材料などの
開発を大幅に効率化できる。安全性評価で肝毒性に次いで重要な指標となる血液毒性、腎毒性の予測シス
テムも２０２１年度までに構築する。
　ＡＩ－ＳＨＩＰＳは毒性予測手法のプロトタイプの位置づけで、企業が実際に利用するにはデータの
追加などカスタマイズが必要となる。プロジェクトではサポートビジネスのあり方も検討していく。日本
の化学物質規制では動物試験が必要なため、すぐに動物試験がなくなるわけではないが、環境が整えば
動物試験に関する期間と費用はほぼゼロにできるとみられる。機能性材料をはじめとした素材開発力の



底上げにつながりそうだ。

２ 宇部興産、品質問題で調査報告書
　宇部興産は７日、低密度ＰＥの品質検査に関する不適切行為に対し、調査委員会がまとめた報告書を
受理したと発表した。ＰＥは対象となる顧客５０社全社から品質や安全性について「問題ない」または
「問題ないが再発防止策の検討が必要」との見解を得ており、ＰＥおよび石灰石骨材以外の１４事案
（２２製品）の販売先は６２社で、５０社から同様の見解を得たとしている。
　同社では再発防止、ガバナンス向上、品質管理体制の強化にグループ一丸となって取り組むとしている。
この一環として社長直下にグループ品質統括責任者（役員）を配置し、本社主導の品質ガバナンス活動を
統括させるとともに、品質統括部や社長を議長とするグループ品質委員会を新設する。

８ 酢酸エチル値上げ
　ダイセルは６月１１日出荷分から１ｋｇ当たり２０円値上げする。
　丸紅ケミックスは６月１６日出荷分から１ｋｇ当たり１０円値上げする。昨秋から５次改訂まで打ち
出しており（毎回１０円）、今回で計６０円の値上げとなる。

１１ 改正食衛法が成立　健康食品被害届出義務化
　サプリメントなど健康食品で被害が出た場合、製造・販売業者に都道府県への届け出を義務付ける改正
食品衛生法など（参院先議）が、７日の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。一部を除き、公布から
２年以内に施行する。
　同改正法には、食品用器具及び容器包装材料のポジティブリスト化、食中毒などの発生防止のため重要
工程を管理し安全衛生を確保する手法「ＨＡＣＣＰ」に沿った取り組みを食品関連業者に求めることや、
広域的な食中毒の発生に備えて国と自治体が協議会を設置して対応できるようにすることも盛り込まれた。

１２ タイ　官民一体でプラごみ削減・・・海洋汚染対策など
　タイでプラスチック廃棄物の削減に向けた官民を挙げての取り組みが始動する。このほどタイ工業連盟
（ＦＴＩ）などが中心となり、プラスチック廃棄物管理などに関するプロジェクトのＭＯＵ（覚書）を
締結した。１７７の民間企業、行政機関、市民団体などが参画する。タイで深刻な問題となっている海洋
プラスチック削減をはじめ幅広い活動を展開する予定。まずは５年を期間とするがその後も継続していく
方針で、将来的に循環型経済の実現を目指す。
　５日バンコク市内の商業施設で官民協力による「持続可能なプラスチックと廃棄物管理プロジェクト」
のＭＯＵ調印式が行われた。多くの企業・団体が参加しており、民間企業では、タイ石油公社（ＰＴＴ）
グループやサイアムセメントグループ（ＳＣＧ）といった同国を代表する化学企業のほか、トヨタ自動車
やホンダ、ユニリーバなどが名を連ねている。
　タイでは海洋プラスチックによる環境汚染などが深刻化しており、対策が急務となっている。そうした
なかでダウ・デュポンのタイ現地法人ダウ・ケミカル・タイランドとＦＴＩが先導して今回のプロジェク
トが始動した。
　ダウ・ケミカル・タイランドは、１９９５年からタイでサステナブルプランと称したプラスチック廃棄
物処理に長く取り組んでいる。同プロジェクトでも同社の実績や知見を活用していくという。他の多くの
民間企業もリサイクル技術などで貢献する。一方行政機関はプラスチックバック使用の有料化など廃棄物
削減を促す法整備を進めるほか、リサイクル可能な廃棄物を収集するシステム構築などを推し進める。
また、日本のような廃棄システムで先行する国との国際的協業も視野に入れている。
　参画企業や団体は最低５年は同プロジェクトに関与する。１０年後にタイの海洋ごみを現状比５０％
削減するなどの目標を掲げている。タイの重要課題の解決に向け官民一体となって長期的に取組んでいく。


