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　７月１７日（火）
８ ５月のプラ製品生産・出荷・・・出荷２％増の４４．９万トン

　経産省のデータをもとに日本プラスチック工業連盟がまとめた統計によると、プラス
チック製品の５月出荷は速報ベースで前年同月比２．１％増の４４万９６４３トン。

【５月のプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）

１１ 環境省　プラ循環戦略策定へ・・・中環審に小委、使い捨て抑制など
　環境省は、「プラスチック資源循環戦略」の策定に乗り出す。近く環境相の諮問機関である
中央環境審議会（中環審）に検討の為の小委員会を置く。プラスチックの使用量削減に向け、
使い捨て容器包装の抑制などを議論する。欧米では小売り・飲食チェーンでストロー等を紙製
に置き換える流れが強まっている。こうした動きをにらみつつ、来年６月に日本で開くＧ２０
に向けて取りまとめる。
　中国の廃プラ禁輸措置や、マイクロプラスチックをはじめとする海洋ごみ問題への関心の高
まりなど、プラスチックを取り巻く環境が大きく変わる中、日本の方向性を示す。
　プラスチックごみの発生量抑制が最大の論点。３Ｒの推進に加え、バイオプラスチックの普
及促進についても議論する。再生できない資源への依存度を減らす一方、再生可能資源に置き
換え、何回でも再利用できる国内循環体制の構築を志向する。
　リデユースでは、まずプラスチック製の使い捨て容器包装等の抑制に主眼を置く。プラス
チックの使用を必要な部分に絞ることで、廃プラ発生量を抑えていく。
　バイオプラの実用性向上も課題。地球温暖化防止の点からも期待は高いが、コスト面などで
改善の余地は大きい。化石燃料由来のプラスチックから代替を促進する施策を探る。
　経産省も新たなリサイクル総合戦略「循環経済ビジョン」の策定を始めており、日本プラス
チック工業連盟も「日本版プラスチック戦略」をまとめる方針を打ち出している。官民挙げて
取り組みが活発化してきている。

１１ ＮＥＤＯまとめ・・・再エネ、主力電源化へ　風力は日本向け風車必要
　新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は、風力発電と海洋エネルギーの技術動
向や今後の課題をまとめたレポートを公表した。風力の普及には、台風等の日本特有の気象
条件に合致した風車の開発が必要と指摘し、導入量拡大への道筋を示した。
　海洋エネルギーでは海流発電等４種類について研究開発の状況を整理し、コスト低減を果た
せば離島で使える可能性があるとした。

１２ 日化協　バンコクでＲＣ講演会
　日本化学工業協会は12日、タイのバンコク日本人商工会議所でレスポンシブル・ケア（ＲＣ）に
関する講演会を開催した。バンコクＪＣＣの環境委員会と化学品部会との共催。東南アジアで
事業展開する現地日系化学企業や現地工場におけるプロセス安全、ＲＣのレベル向上を目的と
した活動の一環で、タイに進出している化学メーカーなどの代表約５０人が参加した。
　在タイ日本国大使館の須賀義徳書記官が「タイでのリサイクル、廃棄に関する規制の現状と
トレンド」のテーマで講演した。タイで認識が高まっている廃電気電子機器（Ｅ－Ｗａｓｔｅ）
や海洋プラスチックの問題などに言及した上で、今後「Ｅ－Ｗａｅｔｅ等の輸入規制が強化さ
れるだろう」との見解を示した。また、サイアムセメントグループがダウケミカルと協業でプ
ラスチック再生事業を進めていく方針等の事例を挙げ「民間の自主的な取り組みが先行して広
がる可能性がある」と述べた。
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　７月１８日（水）
２ ６月　エチレン生産１４％減

　経産省が公表したエチレン生産速報によると、２０１８年６月のエチレン生産量は４１万
２７００㌧と前年同月比１４．１％減った。エチレン設備３基が定修中で、それ以外に臨時で
補修停止中の設備が１基あった。定修が２基だった前年同月に比べ生産量は減った。
　稼働率は９７．６％で、前月の９７．３％から０．３ポイント上昇した。
　１８年は国内で１２基あるエチレン設備の内７基が３～１０月にかけて定修を実施するほか、
韓国、台湾、シンガポールでもエチレン設備の定修が計画されている。エチレンの国内生産量
は１７年の６５３万㌧を下回る見通しだが、石化製品のアジア需要は堅調なことからエチレン
の需給バランスはタイト基調で継続するとみられている。

５月　エチレン換算輸出入・・・輸出量は１３％減の１７万４７００㌧
　経産省が公表した２０１８年５月のエチレン換算輸出入実績によると、エチレン系製品の
輸出量は１７万４７００㌧と前年同月比１２．８％減った。１８年は国内で石化プラントの
定修が重なる年で、輸出を抑えて国内需要への対応や在庫を積み増す動きが広がった。
　品目別輸出量では、エチレンは前年同月比１９．４％減の５万４７６７㌧、他のエチレン系
製品も、ＨＤＰＥは同７．９％減の１万４９９㌧だった。ＬＤＰＥは前月のマイナスからプラ
スに転じた。一方、輸入量は、エチレンが同７９．５％減の４６５０㌧、ＨＤＰＥは同２０．
１％減の１万７３７２㌧だった。
　エチレンの国内生産とエチレン換算の輸入量から輸出量を差し引いた内需は、３９万４５０
０㌧で前年同月比で８．９％減っている。

１５ ＩＭＦ　日本経済、１．０％成長に下方修正
　国際通貨基金（ＩＭＦ）は１６日、世界経済見通しを改定し、２０１８年の日本の成長率を
１．０％と、４月時点の予測から０．２ポイント引き下げた。
　世界全体は１８年、１９年ともに３．９％で据え置いたが、米中の「貿易戦争」等、「下向
きリスクが一段と顕著になった」と分析した。
　米国が仕掛けた制裁関税をめぐり、「成長維持には、保護主義的な措置を避け、貿易拡大を
促がす協調的な解決策が不可欠だ」と強調。
日本の見通しは１～３月期のマイナス成長を踏まえて、１６年７月以来２年振りに下方修正。
個人消費と設備投資の弱さが響いた。

１６ 中国　上期エチレン生産０．５％増
　中国の国家統計局によると、２０１８年上期（１～６月）のエチレン生産量は前年同期比
０．５％増の９０００万㌧となった。大規模は能力拡大は中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）と
シェルの合弁に限られ、昨年並みの実績となった。
　米中貿易戦争や環境規制など不確定要因はあるものの、下期も大幅な能増計画はないため、
通年の生産量は昨年を２～３％上回る１８００万㌧台後半と見る向きが多い。
　足元では大規模な石油精製・石化の一体化建設が相次ぎ進んでいるが、立ち上げには相応の
時間を要するとみられている。次期大型計画の本格稼働は「１９年後半から２０年以降にずれ
込むだろう」と想定される。

１６ シンガポール化学産業　持続的成長に向け、炭素税２０１８年導入　政府使途の検討重ねる
　シンガポール政府は今年２月、２０１９年の排出量をベースに２０年から徴収を始める炭素
税の課税額を温室効果ガス（ＧＨＧ）排出１㌧当たり５シンガポール（Ｓ）ドル（約４００円）
に設定すると発表した。工場や発電所等の省エネ性や競争力を基準に、異なる税率を設定する
「ベンチマーク方式」は導入せず、課税額は一律とした。２３年までは５Ｓ㌦で固定し、それ
以降は課税額を見直す。電力など用役価格や原料価格の上昇にもつながるため、同国化学産業
界は懸念を表明している。
　一方、政府は電力価格の上昇幅を現状比１％前後程度にとどまると試算しており、炭素税導
入による事業コストへの影響を注意深く観察する方針。省エネや競争力強化を目的とする投資
を支援する為税収の使途についても検討を重ねており、効果的な省エネ投資計画に対しては税
収を上回る額を投入する可能性もある。
　直接課税の対象は、ＣＯ２換算でＧＨＧを年間２万５０００㌧以上排出する発電所や製油所、
石油化学工場、半導体工場等３０～４０の事業。これら拠点の合計排出量は同国全体の８割
に相当する。
　日系をはじめジェロン島等で工場を運営する在シンガポール化学企業は相当額の投資を重ね
て高いエネルギー効率を実現しており、一層のＧＨＧ排出削減効果を得るには巨額の投資が
必要になる。そのため、化学産業界等は政府に対して、業界毎の特性や工場それぞれの省エネ
性等を配慮したベンチマークの導入を要請していた。
　政府は一律課税方式を導入した理由について、①例外を設けない簡素な税制によって、統一
的且つ透明性の高い価格シグナルを経済全体に発すること、また企業にとっての不透明性を
排し将来にわたる経済的影響を明確に計算できるようにすること②ベンチマーク導入他国の
炭素税制の調査を踏まえると、導入には難しい課題があること（例えば、各生産設備の競争力
を客観的に産出する指標が、製油所とエチレン生産設備を除き存在しないこと）を説明。
　例外措置がもたらす複雑さを排除した簡素な税制こそが、排出削減達成の手段として適切で
あるとしている。
　同国は、２０年以降のＧＨＧ排出削減策の枠組を定めるパリ協定の批准国で、３０年までに
ＧＨＧ排出量を０５年比で３６％削減する目標を掲げている。炭素税導入もこうした環境政策
の一環。



　政府は炭素税制を導入する意図について、炭素に価格シグナルを設定し、企業や個人に電力
や燃料の消費、つまり炭素排出に関して正しいインセンテイブを与えるためとしており、
消費者にも省エネ生活の設計を求めている。
　税額は２３年までに見直し、３０年までに１０～１５Ｓ㌦に引き上げる計画。政府は、ＧＨ
Ｇ排出削減の進捗や産業競争力への影響、他国での慣行などを慎重に見極めて決めるとしてい
る。
　経済開発庁（ＥＤＢ）のダミアン・チャン上級局長は「産業界からの税収を増やすことが
目的ではない・炭素税制の設計に当たってはエネルギーや化学、半導体等製品輸出産業の競争
力への影響を注意深く考慮した」と話す。
　税収をどう使うかも極めて重要なテーマとなる。カギを握るのはＡＩやＩｏＴ等、デジタル
技術の活用だ。化学工場では反応部分はほぼ最適化されているものの、設備の状態に関する
情報は集めきれていない。工場に各種センサーを設置し、あらゆる生産情報を収集し、この
ビッグデータを解析し電力や蒸気、ガス、水等の用役使用量や生産設備メンテナンス実施時期
を最適化につなげ、コスト削減や競争力の維持向上を図る動きが活発化している。
　政府は１８年下期にも、省エネ・ＧＨＧ排出削減に新たな投資支援の枠組を発表する予定だ。

　７月１９日（木）
２ 三井化学東セロ　ＭＬＣＣ向け離型フィルム増産・・・遊休ライン再稼働、新設も

　三井化学東セロは、積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）用のシリコーンコート離型フィルムを
増産する。今年中に遊休ラインを再稼働させ、来年には１ラインを新設する方針。矢継ぎ早の対策で旺盛
な需要に対応していく。ＭＬＣＣはスナートフォンや自動車分野などを中心に需要が急拡大しており、
同社のＭＬＣＣ用離型フィルムの売上高も近年は２ケタ前後の拡大が続いている。
　同社は茨城工場と子会社の四国トーセロの国内２拠点でシリコーンコート離型フィルム「セパレーター
ＳＰ－ＰＥＴ」を手がけており、ＭＬＣＣ用は主に茨城工場で生産。高いコーティング技術を持ち、剥離
性や表面平滑性などに優れる離型フィルムを生産する。
　成長市場のＭＬＣＣをめぐって離型フィルムメーカーは能力増強を急いでいる。国内外で離型フィルム
の原反を手がける東レは今秋から国内２拠点体制で生産を始め、ハイエンド品の生産量を増やす。東洋紡
は敦賀事業所にコーティング設備を１台導入し、今夏の稼働予定。原反フィルムから加工までの一環生産
体制を整える。帝人フィルムソリューションは今年初め、日本とインドネシアの両拠点で手直し増強を
終え、生産能力を従来比１．５倍に引き上げている。

２ 宇部興産化学部門　全社挙げ不正防止徹底、スペシャリティ化加速
　宇部興産の化学部門のトップに４月に就任した泉原取締役専務執行役員が本紙の取材に応じ、グループ
製品の品質検査にかかわる不正問題について「顧客視点が決定的に弱かった」と陳謝したうえで「経営側
が率先し、全社を挙げて再発防止策や品質保証体制の再構築に取り組む」と語った。化学部門の事業方針
については「その先を見据えた成長基盤をより強固にしていく」と意気込みを述べた。
　宇部興産は汎用樹脂やコンクリート材料などグループ６社の２４製品で、顧客企業と取り交わした品質
試験を行わずに製品を出荷していた。６月に公表した調査委員会の最終報告書によると、品質不正が
１９７０年代から始まった可能性があると指摘される製品もあった。
　いずれの製品も法令違反はなく、品質や安全性の面でもこれまで問題は起こっていない。泉原取締役は
「決めたことを遵守する一つひとつの積み重ねが本質的な『品質』を守ることになる」とし、「自らを
厳しく見つめ直し、改善策を徹底的にやり遂げる」と強調した。
　再発防止策として全社の品質統括部を設けて担当役員を置いたほか、化学カンパニー内でも品質保証部
と環境安全部を分離し、品質保証部はカンパニープレジデント直下に移管。品質保証に対する経営の関与
度を高める組織再編を実施した。ほかにも、グループ全体で品質保証に係る検査人員の増強や人手を介さ
ないシステムの導入、コンプライアンス教育の強化、人員の固定化を防止する人事ローテーションなどに
乗り出している。泉原取締役は、「少しでも良い体制にできるようスピード感を持って適宜見直しをかけ
ていく」と語った。

２ スチレン工業会会長　海洋プラ問題など正確な情報を発信
　日本スチレン工業会は１７日、都内で定例記者会見を開き、佐藤公新会長（ＰＳジャパン社長）は、
「スチレン業界の成長に貢献していきたい」と抱負を語った。海洋を漂流する微小なプラスチックごみ
問題にも言及し「問題を過小評価しても過大評価してもいけない。正確な情報を発信していくことが最大
の使命」と述べた。

１１ 環境省　プラ循環戦略議論開始・・・海洋ごみ問題など
　環境省は１８日、プラスチック製の使い捨て容器包装の利用削減などをテーマとして「プラスチック
資源循環戦略」の策定に向けた検討を開始した。プラスチックの３Ｒに加え、世界的に問題となってきた
海洋ごみについても取り上げる。集中的に議論を進める場として、環境相の諮問機関である中央環境審議
会に小委員会を立ち上げることも決まった。
　同日、中環審の循環型社会部会を開き検討に着手した。６月のＧ７でカナダと欧州各国が採択した「海
洋プラスチック憲章」が掲げる事項や数値目標を反映することを念頭に、年度内にまとめる。
　①使い捨て包装容器のリデュース、②使用ずみプラの徹底的な回収・再生利用、③バイオプラの実用性
向上と化石燃料由来プラの代替え促進－の３つが論点。海洋ごみやマイクロプラ対策に関する視点も盛り
込み、来年６月末に大阪で開くＧ２０に向け、世界をリードできるようにすることを目指す。
　とくに海洋ごみ問題では、海外との連携を重視。途上国での発生抑制に結びつく施策を打ち出すととも
に、地球規模でのモニタリング・研究ネットワークの構築も検討する。同戦略で方向性を示し、来年の
Ｇ２０で提案できるようにする。
　国内体制を整えるために、海岸漂着物処理推進法基本方針を来年６月までに見直す。今年６月の同法



改正では、事業者にマイクロプラスチックの使用を抑制する努力義務を課した。こうした改正やＧ７など
の動向を踏まえ、世界的な潮流に沿った内容としてゆく。

１２ ボレアリス　プラ再利用事業強化・・・地元企業買収
　オーストリアの石化大手ボレアリスは、リサイクル関連事業の強化を進めている。その一環として、
このほど同国のリサイクル企業エコプラスト社の買収を決めた。一昨年にはドイツの同業を買収するなど
同分野への投資を拡大している。欧州では、使い捨てプラスチックのリサイクル・リユース品への切り
替えを目指しており、その動きは世界全体にも波及しつつある。ボレアリスの買収計画は、こうしたトレ
ンドを汲んだものとなる。
　今回ボレアリスが買収したエコプラストは家庭および産業プラスチックごみのリサイクルを専門として
おり、処理能力は年３万５０００トン。ＬＤＰＥやＨＤＰＥごみをリサイクルし、主にフィルム向けの
素材として再生する技術に強みを持つ。一昨年にはｍｔｍ社も買収している。ｍｔｍは各種プラスチック
の混合ごみ処理に強みを持つ独リサイクル企業。買収以降、ボレアリスは同社に経営資源を積極的に投入
し、リサイクル能力を６→８万トンに引き上げた。
　また、最近ではこうしたリサイクル樹脂を元にした製品開発も加速している。その一例が独ヘンケル
との協業で、両社は１００％リサイクル材を用いたプラスチックボトルを開発。ｍｔｍのリサイクル技術
を基に、ボレアリスのＰＥ「Ｐｕｒｐｏｌｅｎ］を再生し、ドイツの成形メーカーがボトルを生産する。
同樹脂を用いた糊のボトルおよびキャップとして、各種の性能評価をクリア。今年から欧州市場に投入
されている。
　ポリオレフィンを主力事業とするボレアリスがリサイクル関連事業に注力するのは、世界で機運が高
まるプラスチックのリサイクル・リユースの動きが背景にある。生態系を脅かす海洋ごみの多くがＰＥ
などの使用ずみプラスチック製品とされている。今年１月には、欧州委員会が２０３０年までに欧州連合
（ＥＵ）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。こうした流れを受け、食品・コンシューマー大手も包装材。容器のリサイ
クル・リユース化を推し進める動きが拡大しており、素材メーカーも対応を迫られつつある。

　７月２０日（金）
１ 石化協会長　定修重なり需給ひっ迫、エチレン下期も高稼働

　石化協の森川宏平会長ら首脳は１９日、７月５日の定時総会で発足した新体制として初の定例会見を
都内で開いた。足元の石化産業の状況について森川会長は「６月は定修で休止した３基のエチレンプラン
トを除き、残る９基のプラントがフル稼働を続けた。順調に推移している。下期（７～１２月）もこうし
た状況が続くだろう」とした。
　６月の日本のエチレン設備の実質稼働率は９７．６％と３２ヶ月連続で９５％を超えるフル稼働を続け
ており、堅調な需要が続いている証左であると述べた。また、日本で６月に定修が集中したほか、今後も
アジア地域を含めて石化プラントの定修が続くため、アジアでもタイトバランスが継続するとの認識を
示した。そのうえで「定修が重なり需要がひっ迫するなかで、会員各社には改めて安全、安定操業の
徹底をお願いしたい」と述べた。

２ １～６月石化製品定修で相次ぎ減産・・・ＰＥは輸出大幅減

　石化協が１９日に公表した２０１８年６月の主要石油化学品生産実績によると、エチレン生産量は前年
同月比１４．３％減の４１万２７００トンだった。国内３基が定修を実施し、定修が２基だった前年同月
に比べて減少した。主要樹脂も定修を受けて減産。各社が輸出を絞り込み在庫を確保する計画出荷を実施
し、輸出量は低水準となった。この結果、１～６月のエチレン生産の累計は２９９万６６００トンとなり
前年同期比７％減少した。１８年は最長のケースで４年に一度実施されるエチレン定修の当たり年である。
　ＰＥ、ＰＰとも１～６月累計は前年実績に対して生産量が減少した。堅調な需要が続いて需給バランス
がひっ迫しており、国内出荷を確保するため輸出が低水準となった。とくにＰＥの１～６月輸出は、ＬＤ
ＰＥが２７％減、ＨＤＰＥが同２７％減と大きく減った。ＰＰは前年も需給がひっ迫し輸出が低水準だっ
たが、この１～６月もさらに７％減少した。

【２０１８年６月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

前年同期比 90 91 93 91 101

91 101

１～６月計 1148.8 1116.1 58.7 1174.8 538.3

538.3
前月比 81 106 124 107 89

ＰＰ

数量 129.7 190.4 10.1 200.5

前年同月比 73 91 101

前年同期比 98 97 73 94 125

96 125
１～６月計 397.6 358.6 40.3 398.9 197.0

197.0
前月比 76 105 103 105 92

ＨＤＰＥ

数量 51.0 61.7 6.4 68.1

前年同月比 113 100 71

前年同期比 87 95 73 93 98

97 98
１～６月計 697.3 657.2 47.4 704.7 373.9

373.9
前月比 61 109 85 107 88

ＬＤＰＥ

数量 70.8 113.8 7.8 121.6

前年同月比 59 99 76

生産
出荷

在庫
国内 輸出 計



２ ＵＭＩなど　来春素材・化学情報サイト開設・・・事業化マッチング支援
　素材・化学分野に投資するバンチャーキャピタル（ＶＣ）のユニバーサル・マテリアルズ・インキュ
ベーター（ＵＭＩ：東京都中央区）は化学情報検索サービスの化学品イー・データ開発（中央区）と組み
素材・化学分野の情報を集めたサイトを立ち上げる。スタートアップ企業やアカデミア、大手・中小企業
が持つ技術案件、企業・人材などの情報を一元化し、キーワードで関連情報が検索・閲覧できるシステム
を構築。技術の出してと求める側のマッチングを支援し、新事業創出に役立ててもらう。
　企業などが保有するデータの活用を支援する経産省の「産業データ共有促進事業費補助金」に採択され
た。外部公開のためのシステム構築や検索エンジンの強化などを経て、２０１９年春にサイトを開設する
予定だ。
　新サイトでは、検索ワードを打ち込むと関連する技術案件、その技術を得意とする企業・人材や受託
企業、技術的に補完性が高い情報などが表示される。事業パートナーや不足するリソースなどの探索が
容易になるほか、埋もれていた有望技術に光が当たることも期待される。
　サイトの一般利用は有料だが、利用者にメリットを感じてもらえる手頃な価格に設定し、アカデミアは
無料、技術情報などの掲載は登録制にする予定。まずは技術案件で１０００件超の掲載を目標とする。
将来は海外情報の自動翻訳や機械学習機能などの追加により利便性向上を図る計画で、新事業創出を支援
するプラットフォームづくりを進めてゆく。

２ 日化協　８月にＬＲＩ報告会
　日化協は、８月３１日に中央区の東京証券会館で「２０１８年日化協ＬＲＩ研究報告会」を開催する。
化学物質が人の健康や環境に及ぼす影響に関する研究の長期的支援活動「ＬＲＩ」で取り組む研究課題の
進捗状況や成果を発表するポスターセッションに加え、「日化協ＬＲＩ賞」の受賞者講演、マイクロプラ
スチックをテーマとしたシンポジウムなどを行う。
　参加無料。定員３００人で、８月２９日までの事前申し込みが必要。７月２５日から日化協のＬＲＩの
サイト内で受け付ける。

１２ シンガポール　廃棄物処理費用が高騰・・・背景に規制厳格化
　シンガポールで今年に入り、工場などで発生する廃棄物の処理費用が高騰している。昨年来、処理業者
の工場敷地内などで火災が相次いだことを受け同国政府は廃棄物の取扱いに関する規制を厳格化。設備
投資や人員拡大を迫られた業者が処理料金を値上げしたことが背景にある。２倍以上の値上げを迫られた
企業もあり、適切な廃棄物処理に細心の注意を払ってきた現地化学業界は対応に苦慮している。
　関係者によると、製油所や化学工場が集積する同国ジュロン島では、排水の処理費用が一気に３～４倍
に高騰したケースもある。契約先を切り替えようにも中小規模事業者が多いため他も引き受け余力がなく
化学企業は値上げをのまざるを得なかったとみられる。排水に限らず全廃棄物が値上げ対象になっている。
　引き金となったのは、昨年から相次いだ火災事故。事態を重く見た当局は業界に管理体制の厳格化を
指示。廃棄物処理業者はこれに沿って貯蔵施設や処理設備などの高度化投資や従業員の増員を実施して
いるが、これにより経営コストがかさみ大幅な取り扱い料金の値上げにつながった。これまでも大規模な
投資を行って環境負荷低減や資源リサイクルを実施してきた日系化学企業は、大幅な値上げの通告に頭を
悩ませている。
　処理コストの増大はシンガポールにとどまらない。域内では、政府が埋め立て処理を減らす方針を打ち
出したマレーシアで、業者が工場廃棄物の引取り増を断るケースが出ている。
　シンガポール政府は、環境・安全関係の規制を厳格化している。例えば「労働現場安全・健康法」に
基づき、企業は原油精製装置や化学工場など大規模設備の建設にあたり、定量的リスク（ＱＲＡ）を実施
し、当局に設計認証を得る義務を負うようになった。既存設備についても管理データの提供を求められる
ケースがあり、対応に相当のコスト負担が発生するという。

１２ ５月米プラスチック生産量７％増
　米国化学工業協会（ＡＣＣ）が発表した５月のプラスチック生産量は、前年同月比７．１％増で
約３６５万トンだった。１～５月の生産量は前年同期比６．６％増の１７７０万トン。一方５月の販売
および自家消費の総量は前年同月比９．２％増の３７０万トンだった。


