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　６月２５日（月）
2 三井化学　大阪工場火災・・・定修で出荷影響なし　停止期間　長引く恐れも

　三井化学の大阪工場で２１日、火災事故が発生した。２２日朝に鎮圧及び鎮火したことが確
認され、死傷者はない。業績への影響は調査中。同工場は６月１５日から７月２５日の間、
２年に一度の定修を実施中。このためナフサクラッカー、ＰＰ、フェノール等の石化設備は
全て停止中で、アンモニアや尿素など一部設備が稼働していた。製品出荷については、今のと
ころ影響はないとしている。原因など詳細は今後当局による調査が行われる。設備の損傷につ
ては、調査中としており、停止期間が定修を越えて長引く恐れもある。
　火災事故は用役プラントで発生し、２１日１６時４０分頃に煙突から炎が上がっているのが
確認された。２２日深夜０時頃に沈静化し、同８時３０分に鎮火を確認した。

７ 気候変動問題　新たなフェーズに
　パリ協定ルール設計カギ　目標のプレッジ＆レビュー・・実効性と公平性確保を

２０１５年１２月にＣＯＰ２１で採択されたパリ協定は、翌１６年１１月に発効した。世界の
気候変動対策はこれを契機に新たなフェーズに入った歴史的転換点といわれる。１７年６月に
米国トランプ大統領が協定離脱を表明したものの、同国は今も国際交渉の場に残る。多くの国
が３０年、更に５０年に向けた取り組みを強化しつつあり、日本も３０年目標（１３年比２６
％削減）の達成に向けた施策が強化され、５０年に向けた長期低排出発展戦略（長期目標）が
検討されている。

　パリ協定は、地球の気温上昇を産業革命前に比較し「２℃より十分低く」抑え、更に
「１．５℃未満に抑える努力を追及する」という共通目標を掲げた。各国は国連に自国の削減
目標（ＮＤＣ）を提出し、２０年から５年毎に進捗のレビューを受ける。途上国の計画実行を
支援する為、先進国による資金援助を拡大することも明記された。
　協定には、各国が目標を設定して国際的に約束（プレッジ）し、進捗の評価（レビュー）を
受ける「プレッジ＆レビュー型」の仕組みが採用された。とはいえ実際には、実効性と公平性
はまだ担保されていない。野心的な目標を設定し、それを達成するための取り組みを科学的且
つ公平に評価するにはルールが必要だが、その詳細設計は決められていない。
　ある年を基準年として定め、そこから○％削減という目標設定は分かりやすいものの、それ
だけでは公平性も実効性も実現しない。日本は限界削減費用、セクター別のエネルギー効率、
利用可能な最良技術（ＢＡＴ）導入状況、単位ＧＤＰ当たりの排出量等様々な指標から多面的
に評価する仕組みを求めている。
　１８年１２月にポーランドで開催されるＣＯＰ２４で詳細ルール（通称ルールブック）に
合意する予定だったが、交渉は難航している。
　最も根本的なところで先進国対新興国・途上国という二分論的な問題が顕在化してきている。
背景にはＣＯ２削減費用に負担を最小化したい途上国の思惑がある。５月にドイツ・ボンで開
かれる交渉会合は、各国の主張が大きく隔たる論点も多く残された。

　わが国では、この問題をめぐり、環境省と経産省が別な会議体を設置して検討を進めてきた。
１７年３月に環境省が「長期低炭素ビジョン」を４月に経産省が「長期地球温暖化対策プラッ
トフォーム報告書」をまとめ公表した。外務省も１８年４月に有識者会議による「気候変動に
関する提言」を公表した。環境省のビジョンは、パリ協定に基づき「カーボンバジェット」の
観点が重要だとし、産業構造、社会システムを大転換した脱炭素化社会を構築することを展望
する。一方、経産省の報告書は、わが国の温暖化対策の進むべき方向性として「持続可能な
発展こそが長期戦略の大目的」とし、地球全体の温室効果ガス削減が必要との視点を前提にす
る。「５０年８０％削減」という長期目標は、現状及び近い将来に導入が見通せる技術全てを
導入したとしても、農林水産業と２～３の産業しか許容されない水準だと明言。非連続的な
イノベーションや製品バリューチェーンの重要性を強調している点は両省共通している。
　産業界はこれまで、環境税や排出権取引の導入に反対してきた。わが国のエネルギーコスト
の高さ、暗示的炭素価格の存在、国際競争力への影響等についての理論武装と適切なメッセー
ジの発信があらためて求められる。その際、そうした主張が企業エゴから発せられるような誤
解を生まないことが重要だ。あらゆる主体がステークホルダーなので、エネルギーコストや自
社及び業界が取り組んでいる排出削減、環境負荷低減の取り組み等を具体的に示していくこと
が必要となる。

８ 第５次エネルギー基本計画固まる・・・再エネ主力電源化へ　課題明確に
　総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会で進められていたエネルギー基本計画の見直
　しは、５月末に最終案をまとめて終了、近く閣議決定される。２０３０年のエネルギー
　ミックスは従来のまま据え置く一方、経産省の私的懇談会がまとめた提言を踏まえ、長期
　的視点にたった課題とその解決の方向性を示したのが特徴。
　　分科会委員として議論に参加した日本エネルギー経済研究所の豊田正和理事長に、現下
　の国際的なエネルギー情勢を踏まえた計画のポイントを聞いた。
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■・・・第５次エネルギー基本計画案がまとまりました。
「今回の見直しでは、２つのメッセージがあった。一つは、３０年の電源構成を変えるかどう
か。もう一つは、５０年のＧＨＧ８０％削減を目指すうえで３０年までにやるべきこと。
　電源構成は、前回から３年経つから状況変化を織り込むべきとの意見もあるが、中長期目標
を頻繁に変えては対応する側が混乱する。数値を維持したことは評価する」
■・・・分科会では原子力と再エネが補完関係にあると主張しました。世間では対立的に捉え
る見方がまだ多いようです。
「原子力対再エネという対立的な見方が変わらないのは残念なことだ」「エネルギー政策の基
本は３Ｅ＋Ｓ（経済、安定供給、環境保全＋安全性）。３年前に電源構成を検討した時の条件
は、ＣＯ２削減、自給率を３．１１前に戻す、電力代は上げないという３点だった。原子力と
再エネはＣＯ２を出さず、国産、純国産。しかし再エネは想定以上に買い取り費用が膨らみ、
しかもそれが長期化する。これから価格が上昇していく。再エネの導入を増やしていくなかで
電力料金の上昇を抑えるには発電コストの安い原子力を活用する以外にない。ＦＩＴにより、
３０年までの国の再エネ買い取り費用はほぼ決まっている。賦課金による国民負担は増え続け、
累計で５０兆円を超えることが、いわばコミットされている」
「再エネは諸外国と比較しても高コスト構造になっており、原子力とのコスト面での補完関係
は当面、しっかり理解されるべきだろうし、将来的にはフランスのように、出力変動への調整
力、バックアップとしての役割にも期待している」
■・・・原子力については、かつての安全神話に騙されたという国民の思いが払拭されていま
せん。
「振りかえってみれば、事故以前にはリスクに関する説明は不十分だった。反省すべき点は
反省し、設備の安全対策を抜本的に強化している。私はこれを『許容できるレベルまで低下し
たリスク』と言っている。欧米では当たり前の概念だが、日本ではなかなか浸透しない。万一
のリスクには避難計画・訓練で備えておくべきだ」
「原子力もベネフィットとリスクの考え方で議論すべきだ。リスクは最小化し、同時にベネ
フィットについて理解を促す。国全体としては、コスト、気候変動、安全保障への貢献だ。
立地地域には、ハイテク産業による雇用創出、経済活性化などがある。そういう意識の共有を
図る努力が必要だ」
■・・・原子力は、２０～２２％の比率を据え置く一方、新増設は明記されませんでした。
「経団連などが明記を求めており、私もその方が分かりやすいとは思う。原子力はリードタイ
ムが非常に長く、将来像を示すべきだと申し上げてきた。ただ、『安全性、経済性、機動性の
高い新しい炉』、つまり新型炉の研究開発を進めることが盛り込まれた。新増設という表現で
はないが、研究のための研究という話ではない。リプレースの準備運動を始めるという方向性
が示されたと理解している」

　６月２６日（火）
２ 社説・・・中国の環境規制　対応へ社外連携も

　中国政府が昨年に続き、大気汚染対策を本格化させている。「世界で最も厳しい」とまで言
われるようになった中国の環境規制を受けて、日系企業も対応に腐心している。とりわけ各社
が苦労しているのが、地方政府の役人ごとに法規制の解釈や運用方法が異なることだ。
「先月査察に来た担当者と、今日来た別の担当者と言うことが１８０度異なる」－。日系企業
の代表者が、ため息交じりにこう漏らすことが珍しくない。
　地域によって異なる規制に対応するため、日本の化学大手では、地域統括会社内に環境安全
の専門部署や専任ポストを設置する動きが相次いでいる。各社が中国全土でビジネスを広げる
なか、日本からの担当者の出張ベースの対応だけでは追い付かないことが背景にある。
　ただ専任ポストを設置できるのは体力のある一部大手に限られる。今春以降、地元政府から
各工場ごとの専任担当者の配置を求められたケースもあるが、対応できるのは一握りの企業だ
ろう。
　日系企業は旧来から、入居する開発区ごとに情報共有を重ねてきたが、昨今は従来以上に
地域でのまとまった情報収集や政府への陳情が必要となっている。近隣に日系企業が少ない場
合は中国企業と協力する手もある。対処のための正攻法を見つけにくいのが中国の環境規制。
　個社の車内体制整備は勿論、外部との協力等総合的な取り組みが急務となってきた。

８ 酢酸エチル・・・中国品　荷役規制で入着遅延、タイト感強まる
　酢酸エチルは国内で需給タイトが強まっている。需要が堅調に伸びているなか、上海協力機
講（ＳＣＯ）首脳会議が中国・青島で開催される影響で、５月下旬から６月中旬まで青島港で
の危険品の入出荷が臨時規制された。そのため、日本への入着に遅れが生じている。また、
原料の酢酸は協同酢酸の定修が５月中旬から６月中旬まで行われたため、原料タイトによって
国内品の供給も限られている。
　酢酸エチルの内需は年２７万㌧（推定）で、年５％伸びているもよう。国内品が２社供給で
６割を占め、輸入品の大半は中国品。需給はウエルバランスだったが、昭和電工が３月２０日
～５月１日に定修を行ったこともあってタイト化していた。

２ 環境産業・・・１６年は１０４兆円で過去最大、ごみ処理・資源利用が伸長
　環境省は「環境産業の市場規模・雇用規模等の推計結果」（２０１６年版）を公表した。
１６年の市場規模は前年比３．６％増の１０４兆２１９９億円と過去最大となった。特に、
廃棄物処理・資源有効利用分野が大きく増加した。全産業に占める割合は１０．４％まで増加
した。５０年にかけて更に上昇傾向を続け１２４兆円規模まで成長し、この間の年平均伸長率
は０．５％と推計した。



　環境産業は、環境負荷を低減させ、資源循環で持続可能な社会を実現する製品・サービスを
提供する産業を指す。環境汚染防止、地球温暖化対策、廃棄物処理・資源有効利用、自然環境
保全の４分野に分けて市場規模や雇用規模などを調査・推計した。
　雇用規模は前年比２．６％増の２６０万４８９７人で３年振りに過去最高を更新した。
５０年にかけて最も伸びるとみられるのは地球温暖化対策で年平均成長率１．２％で、環境産
業市場に占める割合は１６年の３１．９％から４０．６％まで拡大する。廃棄物処理・資源有
効利用も同０．３％伸長するが、構成比は４７．６％から４４．５％に低下すると推定されて
いる。

１２ 三菱ガス化学、ＭＸナイロン・・・飲料ボトル薄肉化に商機　東南アジア需要取り込み
　三菱ガス化学は、特殊ポリアミド樹脂「ＭＸナイロン」で東南アジアの飲料ボトル市場で
素材転換による需要獲得を狙う。各国で砂糖税の導入が相次ぐ中、飲料メーカーはコスト削減
対策としてボトルの薄肉化等を検討している。従来のＰＥＴでは薄肉化によってバリア性が低
下するなどの課題があるため、素材を見直す需要家も現れ、ＰＥＴへのブレンド等で高いバリ
ア性を備えるＭＸナイロンへの引き合いが強まっている。炭酸飲料をはじめバリアボトルの需
要を取り込んでいく。
　コスト低減では、薄肉化して樹脂使用量を減らす要求も強まっているが、薄肉化するとバリ
ア機能が低下する。また、ボトルの小型化では容量当たりの表面積が増える為、バリア性が
より必要とされる。
　それらを解決するために、ＰＥＴへのブレンド若しくはＰＥＴとの多層化構造により、ガス
バリア性の高いＭＸナイロンへの引き合いが増加している。

　６月２７日（水）
1 長瀬産業・・・製造向けプラットフォーム　データ統合　ＡＩで可視化

　長瀬産業はＡＩを活用して工場の生産ラインを可視化する米社製分析プラットフォーム
「Ｓｉｇｈｔ　Ｍａｃｈｉｎｅ」の提案を強化する。工場に点在するデータを統合して、機械学習
等により解析し最適化する。生産品の性能の測定、プロセス改善、故障の予測など、品質や
生産性の向上が図れる。ＮＡＧＡＳＥグループのネットワークを活用して、化学品やプラスチ
ック加工、ライフ＆ヘルスケア、自動車といった製造現場での利用を促していく方針。
　Ｓｉｇｈｔ　Ｍａｃｈｉｎｅを開発した米Ｓｉｇｈｔ　Ｍａｃｈｉｎｅ社は２０１１年に設
立されたベンチャー企業。同社製プラットフォームは、化学製品や石油等の流体を扱うプロセ
ス製造と、自動車部品や電子部品等固体を扱うデイスクリート製造向けに構築されており、
ＡＩや機械学習、高度な分析技術等を活用している。
　製造業では、各工場で稼働している製造装置にセンサーが取り付けられ、部品やプロセス、
室温条件品質など製造作業に関連する様々な種類の膨大なデータを収集できる。ただ、これら
のセンサーは局在しているため、連携がとれないことが多く、工場全体の効率化に結びついて
いないことも少なくない。また、導入している各メーカーの装置毎にシステムやフォーマット
が異なることも足かせとなっている。
　Ｓｉｇｈｔ　Ｍａｃｈｉｎｅは、これら点在するデータを統合してＡＩで解析・最適化する　
ことで工場の「見える化」を実現し、生産効率や品質の向上を実現するプラットフォーム。
　具体的な成果として、「品質面」では性能の測定や廃棄物削減が、「生産面」ではプロセス
改善の継続的推進や問題の根本原因の特定及び制御不能なプロセスや故障の予測が、「可視化」
では重要な工場情報への常時アクセス、ＯＥＥ（総合設備効率）の測定と向上、機械やライン
、工場のベンチマークがそれぞれ実現できる。
　長瀬産業は同社グループが保有するネットワークを活用し、取引先などを対象にして同プラ
ットフォームの提案を拡大していく考えだ。



３ 東亜合成　「アロンアルファ」若者層に的・・・殻を破る突飛なＣＭ配信
　ＳＮＳ等関心掴む　再生回数１０００万突破

　東亜合成は、瞬間接着剤「アロンアルファ」のマーケテイングを進化させる。若年層の認知
度を高める為、動画サイトやＳＮＳを接点に、若者に響く“異例”の動画を５月から配信。
アニメ仕立てのコミカルな内容で、再生回数は瞬間接着剤という製品には不似合いともいえる
１０００万回を突破した。若年層は将来の主要顧客になる重要なターゲット。配信により売上
げ増やリクルートへの好影響を見込みつつある。化学会社の殻を破る販売促進で若者層の関心
を掴む。
　同社接着剤事業部の中島課長は「面白く笑ってもらうため、くだならさに拘った」という。
実は、あまりに突飛な内容だったため会社の品格を貶めないか不安になり、いったん堅実な
内容に修正したら一気に面白さは薄れた。退路を断つしかないと当初案で上層部へ説明。
５月は広告宣伝費をネット広告一本に投入する方針で取り組んだ。
　動画は３週間で１０００万回を突破。動画を見た若者からは「就職したい」「株を買おうか」
といった反響だけでなく、社内外も好意的な受け止め方をしてくれた。
　結果は、マーケテイングの基本であるターゲッテイングの有効性を浮き彫りにした。
ターゲットの属性に相応のアプローチをすれば響くという一つの光明を見出した。

１０ 国土交通省　２０１７年度国土交通白書・・・物流、担い手確保が喫緊の課題
　トラック:労働環境改善へ知恵絞る　　　

　第１部では、トラック・バス・タクシーの運転手は全職種平均と比べ、年間労働時間が１～
２時間長い一方、年間賃金は１～３割低いといった労働環境にあるため、運転手不足が深刻化
している状況とし、喫緊の課題とした。昨年３月国交省は、「女性ドライバー等が運転しやすい
トラックのあり方検討会」を設置、女性の視点から車両のあり方について議論を始めた。
　第２部では自動車や船舶の担い手不足に対する人材確保に向けた取り組みを取り上げた。
トラックに関しては昨年７月から、荷待ち時間の削減に向けその実態を把握すること等を目的
に、荷主都合による待ち時間を記録することをトラック事業者に義務付ける措置を講じた。
トラック事業者の法令違反行為に荷主の関与があった場合に行う荷主勧告制度について実効性
を高める見直しを行い、荷主関与の判断基準の明確化や荷主に対する早期の働きかけを行う等
新たな運用を開始した。
　宅配便の再配達削減に向けた取り組みについては、再配達率は１５％台に上り、年間約９万
人のドライバーの労働力に相当する。国交省は他省と連携し、スマートフォンから簡単に受け
取り日時が変更できるアプリの活用を呼びかけた。宅配業者の窓口やコンビニで受け取る
等、受け取り方の多様化も推進している。

１１ ＪＦＥが経産大臣賞　ごみ焼却炉に対向流燃焼方式・・・産機工、優秀環境装置を表彰
　日本産業機械工業会は、優秀環境装置の２０１８年度受賞装置を決定した。１９件の応募か
ら経済産業大臣賞はＪＦＥエンジニアリングの「対向流燃焼方式を適用した廃棄物焼却炉」が
受賞した。
受賞製品は、発電性能の向上、環境負荷の低減、運転コストの低減といった市場ニーズに対応、
対向流燃焼技術を世界で初めて廃棄物焼却炉に適用することで排ガス中のＣＯ発生を抑え、
ＮＯＸ発生を２～３割削減する。

１２ フレキシブル　プラごみ　米国で再利用研究・・・ダウ等参画、ひとまとめで回収
　米国でこれまでリサイクルが困難だったフレキシブルプラスチックごみの再利用にむけ、
新たな研究プロジェクトがスタートした。ダウ・ケミカル等複数の化学メーカーや大手食品
・日用品メーカーが参加する研究プログラムＭＲＦＦ（マテリアル・リカバリー・フォー・
ザ・フユーチャー）と地場リサイクル企業が共同でパイロットプロジェクトを開始する。
　全ての資源ごみを回収・リサイクルする「シングルストリーム」方式を念頭に、実証実験を
進めていく。シングルストリーム方式は、多種多様な資源ごみをひとまとめで回収し、材料
回収施設で選定機器を用いて各ごみを分別・リサイクルするシステム。米国では軽量化や機能
の観点からフレキシブルプラスチックが各種包材等に用いられており、その規模は約５４４万
㌧に達している。食品用ラップフィルムやレジ袋、パウチといったフレキシブルプラスチック
は選別が難しく、相対的にリサイクル比率が低い。
　ＭＲＦＦはこうした課題に着目し、このほど米リサイクル業者のＪ・Ｐ・マスカロ＆サンズ
をパートナーに選定。同社がペンシルベニア州バークス郡に有する総合リサイクル施設でフレ
キシブルプラスチックの回収・リサイクルに関するパイロットプロジェクトを立ち上げる。
　バークスの施設に特殊なごみ選定機器を導入し、公共住宅から廃棄されるフレキシブルプラ
ごみを対象に実証実験を行う。年３１００㌧規模のごみを回収・選別・リサイクルしフレキシ
ブルプラスチックの原材料として販売する。２０１８年後半から２年間、実証実験を行う予定。
　パイロットプロジェクトを率いるのはダウ・ケミカル、ライオンデルバセル、シェブロン
フィリップスケミカル等化学企業のほか、Ｐ＆Ｇ、ネスレ、ペプシコ等食品・日用品大手、
包材大手のアムコールなどがメンバーとして参加している。

　６月２８日（木）
３ 大日本印刷　２５００ミリ幅袋覆うコート設備・・・大型ＴＶフィルム向け

　大日本印刷は２７日、大型テレビ向け光学機能性フィルム製造に最適な最大２５００ミリ幅に対応でき
るコーティング装置を三原工場（広島県）に導入すると発表した。２０１９年１０月から量産を開始する
予定。新製造ラインの設備投資額は約６５億円を見込む。２５００ミリ幅コーティング装置の導入は、
光学機能性フィルム製造では世界初。新製造ライン導入により従来に比べて面積で１．３倍以上の製造能



力となり、６５インチサイズなど大型テレビ向けフィルムの生産性を大幅に引き上げる。
　新ラインで製造する２５００ミリの広幅フィルムは、６５インチ型ディスプレイ向けの光学機能性フィ
ルムを効率良く製造（面付け）可能。反射防止フィルムの高機能・高性能化に対応するため重要となる
多層コーティングの生産性を考慮した設計になっている。ディスプレイ向け光学機能性フィルムのパネル
メーカーや偏光板メーカーへの提供を拡大し、２０年度で年間１０００億円の売上高を目指す。

8 メタノール高止まり　世界規模で定修が集中
　メタノールのアジア市況は１トン当たり４００ドルと高止まっている。２～３月は４００ドルを割って
いたが、４月に入って反発した。世界的に定修が集中したことが上げ材料となった。また北米のプラント
新設が遅れていることも下げ止め要因とされる。今後は定修が終わっていくため穏やかに下降し、４００
ドルを割る価格に向かっていくとみられる。すでに中国市況は弱基調に転じている。

１１ 食品輸出、容器包装カギ・・・農水省が事例集、損傷軽減や期限延長
　 　農水省は、食品輸出促進へ容器包装の高機能化を推進する。輸送時の損傷軽減や賞味期限の延長などに

よる販路の拡大が狙い。このほど先行事例をまとめ、同省のウェブサイトに掲載した。（連合会ＨＰにも
掲載済み）２０１９年の目標である食品輸出１兆円の達成につなげる。
　公表したのは「農林水産物・食糧等の輸出の促進に資する容器包装の高機能化事例集」。みそを欧州
連合圏に輸出するために、発酵が進むことで発生する二酸化炭素を排出するフィルムバルブを設置した
容器や、輸送時の衝撃から果物を守る容器を紹介。このほか豆腐の賞味期限を延長する紙とアルミの多層
容器や、青果物の水分を放出して腐敗やカビを防止するフィルム、日本酒の鮮度保持機能を高めるＰＥＴ
製容器など、合わせて１４事例を掲載している。適時、拡張する方針。
　容器包装は食品流通の促進に大きな役割を果たしている。とくに輸出する場合、出荷先の規制への対応
や長期間にわたって国内とは異なる輸送条件に適応し商品を保護することが求められる。賞味期限の延長
や生鮮食品の鮮度保持により、販売地域の拡大にも役立つ。
　農林水産物・食品の輸出額は１３年から５年連続で拡大しており、１７年は８０７１億円に達した。
１９年の目標とする１兆円を達成するには成長の加速が求められる。
　輸出促進するうえで、容器包装への期待は高く、農水省では新技術の開発にも力を入れている。１７年
度補正予算の「革新的技術開発・緊急展開事業（うち経営体強化プロジェクト）」で、農研機構などによ
る「包装米飯及び高圧加工コンポートの流通期間延長技術の開発」を採択。また葉茎菜類の鮮度保持期間
を従来の２倍以上にする容器包装技術の開発に向けた取り組みも進めている。
　農水省は、容器包装の高機能化について、食品ロス削減に役立つ事例集の公開で実績がある。昨年４月
に第１版を同省ウエブサイトに掲載。関連企業の間で有効な広報手段として受け入れられ、同年１０月に
は２５事例を追加して掲載数を７２事例に増やした。掲載希望者を募り、今秋第３版の発行を目指して
いる。

１２ 英コンサル予測　ＢＯＰＥＴフィルム将来タイト
　英コンサルティング会社のＰＣＩウッド・マッケンジーは先ごろ、２軸延伸ＰＥＴ（ＢＯＰＥＴ）フィ
ルムの市場予測を発表した。それによると、足元では最大の供給国である中国で供給過多となっているが
近い将来には旺盛な需要が余剰能力を飲み込み、その後は新規投資がない限りは世界で供給がタイト化
するとの見通しを示した。
　同社によると、２０１７年のＢＯＰＥＴフィルムの世界市場は４７０万トンで、金額ベースでは１２５
億ドルに達した。今後も軟包材用の薄膜フィルム向けなどが需要を牽引し、ＢＯＰＥＴフィルム全体でも
年平均で５．７％成長を予測。２２年には市場規模が６３０万トンに達するとしている。
　ＢＯＰＥＴフィルム市場では、この数年間は中国での過剰な設備投資が目立った。過去５年間で実施
された増産投資の約７割が中国に集中。１７年には同国の生産能力は３００万トンを超えた。供給過多
となった中国市場では価格マージンが悪化し、一部では生産プラントを閉じるケースもあったという。
インドでも設備投資が拡大しており、向こう５年間で計画されている設備投資により、２ヶ国の生産量は
合計で世界全体の過半を占めると予測している。
　ただ、足元のＢＯＰＥＴフィルムの需要は７．４％で伸びており、徐々に供給過多も解消される見通し。
特に中国では２０年までに需給バランスが均衡化し、それ以降は目立った新規投資が多くないことから、
将来的には需給バランスがタイト化する可能性も指摘している。

　６月２９日（金）
１ エフピコ　冷食向け容器開拓　レンジ対応、熱にも強く

　エフピコは、冷凍食品向け容器の市場開拓を目指す。幅広い温度帯で使える耐熱発泡ＰＳ容器「マルチ
ＦＰ（ＭＦＰ）」の応用などを含めた容器開発に着手した。冷食分野で調理ずみのレンジアップメニュー
が普及するなか、従来の容器は耐寒性を重視しており断熱性能が低いという課題を抱えていたものの、
これまで大手容器メーカーが狙ってこなかった。同社ではプライベートブランド商品などを中心に販売
価格が安定しているコンビニ向けなどの需要を取り込みたい考え。
　調理ずみ冷凍食品は、製造後はほとんど冷凍環境にあるため、容器の素材はこれまで耐寒グレードの
ＰＰが多く使われてきた。一方で、レンジで加熱するにもかかわらず容器の断熱性が低く、商品によって
は消費者が別の皿に移して加熱するという手間もあった。耐寒と耐熱の両性能を併せ持つ容器が求められ
ていたが、採算性などの観点から大手容器メーカーが踏み込んでいない分野となっていた。
　主力製品の特性を生かして容器開発を進める。ＰＳに独自の耐熱素材を添加しているＭＰＦは、マイナ
ス４０～プラス１１０℃の温度帯で使用できる。発泡してあるため断熱性能に優れ、加熱後の容器外側の
温度は内側に比べ３０℃ほど低く抑えられる。冷食向け容器のベースとしては有力な素材だ。
　ＰＥＴより耐寒性能が高い２軸延伸ＰＥＴ（ＯＰＥＴ）は温度帯の下限がＭＦＰと同程度、上限はプラ
ス８０℃で同様に素材の候補に挙がる。メニューによって、これらを含む素材の選択肢から素材を決める。
スパゲッティなど加熱してそのまま容器で食べるメニューがターゲットとなる。



　採用する素材によって、今後容器形状や各性能が定まっていく見通し。冷凍食品は自動化されたライン
上で製造されることが多く、容器についても機械特性が求められる。冷凍下で輸送・保管・陳列される
ことから、耐衝撃性も必要となる。
　日本冷凍食品によると、２０１７年の冷凍食品の国内市場規模（工場出荷額）は前年比４．５％増の
７１８０億円、うち冷凍調理ずみ食品市場は５２００億円を超えるといわれる。コンビニなどでは販売
価格が安定しており、付加価値のある容器の採用が期待できる。

２ 三菱ケミカルＨＤ　材料開発にＭＩ積極活用・・・専門部署立ち上げ
　三菱ケミカルＨＤはこのほど、研究開発に情報学を取り入れたマテリアルズ・インフォマティクス
（ＭＩ）の専門部署を立ち上げたと発表した。先端技術・事業開発室のデジタル・トランスフォーメー
ショングループ内に、ＭＩ技術の積極的な活用を推進するセンター・オブ・エクセレンス（ＣｏＥ）を
発足した。グループ会社や学会を含む社外パートナーが有する技術を結集し、材料開発期間の短縮と新規
材料の早期設計を実現するグループ横断のチームとする。ここを軸に、研究者を中心とした人的リソース
の活用、技術情報・社外ネットワークの共有や活用を進めてゆく。

４ 日東紡　衣料繊維でコンクリ補強・・・多層構造糸を活用
　日東紡は、繊維事業が保有する多層構造糸の技術を用いて土木・建築分野の補強用途を開拓する。複数
種類の繊維を組み合わせてモルタルなどとの密着性を向上した補強材料の開発に取り組んでおり、老朽化
の進むコンクリート構造物補強への展開を目指す。ファッションアパレル向けを中心としてきた繊維事業
部門だが、短繊維を用いた複合繊維の技術とグラスファイバー事業部門の持つ補強関連の販路の組み合わ
せにより新たな事業分野を取り込む。まずは今秋までに採用実績を広げ、来期にはバンテージ用途などと
並び多層糸を生産するニットーボー新潟の設備稼働を支える資材の一つに育成する。
　すでにサイロフィルヤーン（ＳＦＹ）という合織長繊維と天然繊維などの短繊維紡織糸を撚り合わせた
複合糸などを用いて顧客評価を進めている。ＳＦＹ以外にコアスパンヤーン（ＣＳＹ）やダブルツイスト
ヤーンなどでも同様の用途に展開するための開発を行っている。

８ エチレン秋口まで堅調　定修も誘導品生産調整で
　エチレンのアジア市況は、足元の水準で少なくとも秋口まで推移しそうだ。スチレンモノマー、塩化ビ
ニルモノマーの需要が堅調。秋口まで相次ぐ定修で供給は引き締まるが、ＰＥなど生産調整中の誘導品も
あることから「ウェルバランスとタイトバランスの間にある」（商社）もよう。市況が下がりにくくなっ
ている。エチレンのアジア市況は足元、１トン当たり１３００ドル台半ばで推移している。１００ドル程
度下がった５月から回復した。同月の下降局面は、欧州でＰＥなど複数の誘導品で生産トラブルが起きた
ため。エチレンの余剰が一時的に生まれ、アジアに流れて需給が緩んだ。中国のスチレンモノマープラン
トが定修に入り、需要が縮小したことも要因だった。その後、欧州のトラブルは沈静化、中国のスチレン
モノマープラントも稼働を再開し、塩ビモノマーとともに堅調な需要となっている。今後も１０月にかけ
て複数のプラントが定修に入るほか、欧州品の流入も現地の余剰が少ないことや価格差から限定的とみら
れ、「秋口まで市況は下がりにくい状況が続く」（国内石化メーカー）との声が多い。

１１ 日系化学企業　中国の環境規制強化・・・専門部署設置で対応
　環境規制が一段と強まる中国で、日系化学各社の現地法人の間で専門部署を設けたり、専任スタッフを
置いて対応する動きが高まっている。環境法規を巡る動向に現地法人は、従来本社に判断を仰ぐことが
多かった。ただ昨年来、事前通告なしに工場や事業所の環境監査が頻繁に行われている。こうした事態に
日系化学企業は「専任部署で応じないと行政の速さについていけない」「日ごろから環境当局との折衝な
どで専任スタッフが必要」「本社に判断や対策を仰ぐやり方は現地対応が後手に回る」「本社の判断・
回答を待っていたら、当局が示す期限に対応できず生産の一時停止という恐れもある」と判断し、環境
行政への対応の現地化を急いでいる。


