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　８月２７日（月）
３ フィルム・シート世界市場・・・２２年１１％増の１７．２兆円　光学用アクリル系高成長

　富士キメラ総研はプラスチックフィルム・シートの市場調査結果を発表した。規模が大きい
ＰＥ系フィルムが牽引し、２０２２年のフィルム・シート世界市場は１７年比１０．５％増の
１７兆２００４億円、数量で６３０４万㌧を予測した。偏光板保護用に採用が増加する光学用
のアクリル系フィルム、液晶向けに加えて単価の高い有機ＥＬ向けが増加している環状オレ
フィンポリマー（ＣＯＰ）・環状オレフィン・コポリマー（ＣＯＣ）フィルム等高い伸び率を
みせる。
　国内市場は農業用マルチフィルム向けが大部分を占める生分解性プラスチックフィルム・
シートの高伸長を見込んだ。
　世界市場は３９品目が対象で、１８年は１７年比横ばいの１５兆５５２３億円を見込んだ。
ＰＶＣやＰＥ系、ＰＰ、ＰＥＴの各フィルムのほか、ＰＭＭＡシート、ＰＣシートが金額
ベースで市場規模が大きい。最も大きいＰＥ系は容器・包装向けを中心に年率３％台で成長し、
２２年には１４．８％増の５兆２０７８億円に成長する。
　最も成長率が高い光学用アクリル系フィルムは、偏光板保護向けに吸湿性が低く、熱による
寸法変化が少ない点が評価されている。２２年市場は７６．９％増の４０５億円を予測。
　生分解性プラスチックフィルム・シートは、国内は農業用マルチフィルム向けで採用が進ん
でいることから今後の伸びを期待。国内市場は２２年に６０％増の６４億円を予測。海外市場
はレジ袋向けのウエートが高いが、農業用マルチフィルム向けも一定量あり、環境負荷低減
ニーズを背景に欧州中心に伸長。２２年の世界市場は５．９％増の１２４１億円を見込んだ。
　国内市場は４７品目が対象。１８年市場規模は、ＰＥ系フィルムやＰＰフィルム等の値上げ
を背景に１７年比５．９％増の１兆６８５９億円を予測した。規模の大きい汎用樹脂フィルム
市場が成熟していることから全体では大幅な拡大は見込めず、１０％増の１兆７５０１億円を
予測した。
　ＣＯＰ・ＣＯＣフィルム、生分解性プラスチックフィルム・シートのほか、建材等を中心に
採用アプリケーションの増加が期待されるポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）フィルムの高い
伸びを見込んでいる。

　８月２８日（火）
２ 社説・・・中国のごみ分別　上海市が率先垂範

　中国政府が、これまで北京、上海都市部を中心に試行・パイロットとして行ってきたごみの
分別回収事業。上海市がここにきて本格的に事業確立に動き出している。
　自動車をはじめ、樹脂、塗料等の生産量で世界トップに立つまでに成長した中国。同時に
増大する食料ニーズに伴う廃棄物や産業・工業からの廃棄物、都市部を中心とした生活系ごみ
等の発生量も天文学的に増加した。いよいよ中国も、ごみ処理や各種廃棄物に対する本格的な
取り組みへ行政が舵を切ろうとしている。なかでも、ごみ処理施設や最終処分場等の設置で
先頭を走ってきたのが上海市。先ごろ２０２０年末までに市内全域のビルや事業所、工場、
そして居住区から発生する生活ごみに対し、分別廃棄を徹底させる方針を発表した。
　併せてバスや地下鉄等好況交通の画像メデイアで、ごみ分別など意識を高めるための市民向
けのビデオ放映も開始した。オフィスや事業所等のごみ集積場には「分別廃棄」を明示する
シールが貼られ始めている。同時に行政側も、日本をはじめ各国にごみ処理事業を参考にする
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べく動きを加速しており、東京都等に上海市をはじめ中国各地から、視察の打診が増加中とい
う。
　今後、工場や事業所、産業系廃棄物の分類や処理は比較的容易に進むと推察するが、一般市
民等に住居系・生活系ごみの分類や分別回収を、いかにして根付かせていくかがポイントとな
ろう。その意味で上海市の一部地域で行われている紙、金属、樹脂・プラスチック等素材別回
収の枠組を導入した方がよいと思う。一般市民には何が無害で何が有害など不明な場合も多く、
廃棄時に必ず戸惑うだろう。また単純に「樹脂は有害」等という誤解を招く懸念もある。
　ごみ収集後に、人海戦術で分別するのは作業環境や経済性から言っても好ましくない。
ごみが出される最初の段階で、素材や材料別に分ける方が行政のコスト負担も大幅に減少する。
時間は必要だが、幼少期から、例えば小・中学生段階で環境・リサイクル教育を充実させると
いった取り組みも、行政側は考えるべきではないか。

１１ 中国規制、リサイクル事業者に打撃、政府・メーカーへ対応要求も
　国内リサイクル関連事業者の約８割が、中国の固形廃棄物輸入規制の影響を受けている―。
こんな状況が廃棄物処理・資源リサイクルを手掛けるリバーホールデイングス（東京都
千代田区）の調査で分かった。
　リバーＨＤは提携先、取引先等を対象にアンケートを行い、資源リサイクル、廃棄物処理、
商社等２７社３２拠点から回答を得た。このほど経産省が開いた有識者会議「循環経済ビジョ
ン研究会」で結果を報告した。
　主に影響を受けているのは、プラスチック、工業雑品、古紙・段ボール等を有価物として
売却している事業者。廃棄物処理事業者へは「海外向け有価物であったものが廃棄物として排
出されている」と間接的な影響が出ていた。
　対応策としては、処理困難物の受け入れ規制や選別工程の見直しによる製品品質の確保、
シュレッダーダストの再資源化設備やミックスプラスチックの選別設備等の他、国内や東南ア
ジアへの販路の拡充等が挙げられた。
　一方、影響をあまり感じていない事業者は「国内循環を進めていた」「海外に輸出していな
かった」「自社内で処理を完結できている」等、海外に頼らない資源循環を構築していた。
　政府などに対しては「再生プラスチックの利用促進等の法制化」「国内で発生した資源を
優先的に購入・使用するような指導」を要請する声が相次ぐ。「プラスチックに対する見直し
が日本も必要。リサイクルの限界がきている」「廃プラの発生を減らすリデユースの流れは
国が主体となって進めてもらう必要がある」との踏み込んだ意見もあった。
　メーカーにも「マテリアルリサイクルしやすい素材で製造するなどリサイクルありきの製品
づくりを考えて欲しい。『作ったら終わり』といった産業構造から脱却して欲しい」と、動脈
産業もリサイクルを念頭に置いたモノづくりに取り組むことを求めた。

１２ ＲＡＰＩＤ　動き出す巨人（上）
　マレーシア国営ペトロナスによる大型製油所・石油化学コンビナート計画「ＲＡＰＩＤ」
　（ジョホール州ペンゲラン）が着々と歩みを進めている。工事進捗率は７月末時点で
　９３％、完成に向けて配管など仕上げの工事が急ピッチで行われている。
　　今月２０、２１日に同国クアラルンプールで開催された「アジア石油化学工業会議
　（ＡＰＩＣ）２０１８」の特別企画として行われた見学会に参加、言質を訪問した。

　製油所の完成間近
　ＲＡＰＩＤ計画の中で最も完成が近いのが製油所。主要装置の導入は完了し進捗率は９８％。
原油処理能力は日量３０万バレルで、ガソリン、デイーゼル等日量２２万バレルの石油製品
を生産できる。
　エチレン分解炉は、工事進捗率９６％、オレフィン生産能力は合計年３６０万トン。製油所
と分解炉は１１月に完工予定。一方、ポリオレフィン等誘導品を手掛ける石油化学コンプレッ
クスの工事進捗率は８６％。２０１９年９月にＩＮＡ設備の商業生産が開始して第１期計画は
完遂する予定。用役設備は既に立ち上がっており、２基計４００メガワットの天然ガス焚き
コージェネレーション設備は１８年４月に運用を開始した。第３、第４基も１０月、１２月に
相次ぎ立ち上がる予定。今月１５日には空気分離装置から窒素供給を始めた。

　５万人以上を動員
　１７年１１月時点で最大６万４０００任が従事した。現在は５万１０００任が完工に向けて
工事を遂行している。ペトロナスは３月、サウジアラムコからの出資を受け入れてＰＡＰＩＤ
事業を合弁化した。５月には同事業の運営会社２社をアラムコとの合弁に移行。製品の販売は
石油製品、石化製品ともにペトロナスとアラムコが５０％ずつを担う。ただ、ＩＮＡは、ペト
ロナス・ケミカルズが全量販売する。

　アジア市況影響も
　石油精製―石化の統合コンプレックスではあるものの、ＰＡＰＩＤ計画の第１期はオレフィ
ンと芳香族は誘導品設備の稼働後もすべて自消し切れない。試算ではプロピレンが年４６万㌧
ブタジエンが年１７万９０００㌧、ベンゼンが年１６万５０００㌧の余剰となる。このまま
順調に建設が進み、予定通りに商業生産に乗り出せば、１５年から続くアジア石化市場の好況
に終止符を打つ可能性がある。
　一方、ＲＡＰＩＤの総面積は約２５平方キロメートルと広大な土地があり２期計画のダウン
ストリームを拡充する方針。「今後新設するプラントも用役等十分なサポートを提供できる」
（同社）。パートナーシップを組んでウレタンや合成ゴム、ナイロン等を事業化する狙いで、
充実した付帯設備やサービスを積極的にアピールし、誘導品メーカーの誘致に力を入れる。



　８月２９日（水）
２ 三菱ケミカルＨＤ　越智社長・・・欧米で先端技術開発に力、ＶＢ等取り込み

　三菱ケミカルＨＤの越智仁社長は２８日、東京本社で記者懇談会を開き、事業環境や今後の
経営方針を説明した。
　「アジアは従来の延長戦上、欧米は先端技術と方向性に違いが出て来る。欧米はベンチャー
等を取り込んだ新しい発想による研究開発（Ｒ＆Ｄ）へシフトする」とし、欧米のＲ＆Ｄ拠点
への投資を厚くする方針。好調を続けるＭＭＡは「北米投資を今年度中に決めたい。その後は
アジア投資も視野にいれる」とした。
　一方、海洋プラスチックごみ問題など化学産業への風評リスクが高まる懸念については
「ＫＡＩＴＥＫＩを標榜する当社は、収益力だけでなく環境配慮等企業イメージを強く発信してき
た。次期中計では、目指す方向をさらに明確にするため長期ビジョンも打ち出す」考えを示し
た。
　投資については、中間層が増えるアジアは既存製品を中心に従来の延長戦で投資を強化する。
一方、欧米はロボテイクスや自動車、医療等先端技術の進歩が速い。これまで当社のＲ＆Ｄ
投資は日本中心だったが、今後はベンチャーやスタートアップ企業の成長が著しい欧米を押さ
える必要がある。エンプラ、複合材、フィルム等先端材料の新しいニーズが生まれている」と
強調した。２０年度までに海外売上高比率を現状の４１％から５０％へ引き上げる目標だが、
「会社の運営をすべて日本からコントロールする体制から変わってくる」と述べ、グローバル
経営を進化させる方針だ。
　海洋プラごみ問題については「８割がアジアとアフリカから。回収の仕組み作りが重要」と
述べ、国際的なプラごみ回収システム作りに貢献していく。

１２ ＲＡＰＩＤ　動き出す巨人（下）
　労働力確保、東部へ余波も

　マレーシア国内に石化産業の一大集積地が誕生する一方で、運営の前提になる技術系スタッ
フの大量確保が必要となる。

　５０００人規模が必要
　ペトロナスが建設するペンゲランは、マレー半島の南端、シンガポールはすぐ目の前だ。
ジョホールバルのスナイ国際空港から約２時間の道のりには、パーム樹が遠くまで広がる。
同計画の為に取得した６２３９エーカーの用地はかつて、「人口が密集しておらず、いくつか
のプランテーションと村があるだけだった」という。僻地故の労働力問題が不安材料になって
きている。一連の設備の稼働時には、技術系スタッフ等は５０００人規模が必要ともいわれる。

　日系企業に打撃も
　そもそも労働人口が少ないベンゲランでどうやって技術系スタッフや熟練労働者を確保する
のか。予想されるのが、東部トレンガヌ州ケルテにある同社の石油精製拠点からの人材融通だ。
これが、日系や欧米の石化メーカーが展開する東部地域の雇用環境に影響を与える可能性があ
る。既に、ケルン拠点からベンゲランへ経験値のあるスタッフが送り込まれているもよう。
ケルテ拠点のスタッフに穴が空くようなことになれば、地元で人材確保に動くことも考えられ
る。日系で同じ化学企業で丁寧な教育を受けている労働力は、ペトロナスからすると格好の
“獲物”になるというわけだ。
　東部では、中国系製鉄会社が４０００人規模の新規雇用を打ち出している。団地のような
社宅も建設し、人材の囲い込みに躍起だ。人材の取り合いが懸念される。

　外国人労働者抑制へ
　劇的な政権交代を実現させたマハテイール首相は、希望の党の公約の一つに所得向上を掲げ
ている。５年以内に最低賃金を１０００リンギッドから１５００リンギッドに増額するうえ、
インドネシアやバングラデシュ等から多い外国人労働者を現状の６００万人から４００万人
規模へ減らす方針だ。日系企業にとって、人件費の増加も負担になることが予想される。
　日本貿易振興機構海外調査部アジア大洋州課リサーチ・マネージャーの北見創氏は外国人
労働者の問題について「日系企業には打撃。製造業のアウトプットにとってはよくない」と
指摘。進出企業にとって「電力、水、ガスはＡＳＥＡＮでも１、２の安さ」という好条件が
揃うだけに、今後も労働環境の動向が注目を集めそうだ。

　８月３０日（木）
１ 社説　データ解析人材育成の重要性増す

　ＩＴ業界だけでなくあらゆる産業にデジタル化の波が押し寄せている。そのなか各社がＡＩ、機械学習、
ＩｏＴの活用に取り組み、既存事業のプロセス変革や新規事業・サービスの創出を目指している。ＩｏＴ
機器やセンサーを使って取得したデータを解析し、企業や組織の課題解決につなげる取組みは、もはや珍し
くなくなった。ハードウエアが進化して計算・処理速度が飛躍的に高まるとともに、ＩｏＴが身近で使い
やすいツールへ発達したことが背景にある。
　一方で「データサイエンティスト」と呼ばれる専門人材は現在も１０００人程度にとどまるとされる。
日本では”理系ばなれ”により、理系を専攻する大学生が少ないうえに、データ解析で必須の統計学や
数理学を修めた卒業者は年間４０００人程度。その多くがＩＴ系やフィンテック関連に進むため、最初から
化学などの製造業で働こうと考えるデータサイエンティストはさらに少なくなる。
　しかし第４次産業革命を迎えようとしている現在、製造業こそデータ解析の専門人材が求められる。研究
開発の現場では、これまでかかわりのなかった異業種企業とデータをやりとりしながら新たな製品がサービ
ス、事業を短期間で開発することが求められる。生産現場では、プラントの安全・安心を担保しつつ高品質
の製品を、より多く生産するオペレーションが重要になっている。機械や設備のメンテナンス、サポートの
現場でも、故障や異常の予兆をできるだけ早く検知し、いかにダウンタイムを減らすかが課題だ。
　こうした状況を受け、文部科学省も産学連携でデータ関連人材の育成を強化しているが、実際に成果が



現れるまでにある程度時間がかかるだろう。企業も専門人材の確保だけでなく、ＡＩ・ロボットの導入によ
る業務の自動化や、データ解析に知見を持つ企業との協業などに努めなくてはならない。加えて自社内の
エンジニアを高度化する必要もある。工場や現場のデータを活用してマネジメントに生かせる人材、論理的
に企業や組織の課題を把握して解決することで価値を提案できる人材を育てるのだ。
　自動化が進んだスマート工場ではＩｏＴ機器やロボット、アプリケーションも部下となる。これらの部下
が示す情報が正しいのか見極めるエンジニアリング力やデータ解析力が必須となる。データサイエンティス
トや高度な仕事をするエンジニアに興味を持ち、製造業で働きたいと考える学生が増えてくることを期待
したい。

３ 大日精化　環境インキ包装に攻勢・・・グラビア、バイオマス原料拡充
　大日精化工業は、環境対応型インキで食品包装などパッケージ市場に攻勢をかける。グラビアインキでは
バイオマス原料を採用した表刷り、裏刷り用グレードを揃えトレーやシュリンク用のラインアップも拡充。
飲料ボトルのラベルなどには水性のフレキソインキも提案する。同社には生分解性樹脂を採用したフィルム
と組み合わせた”オール環境対応”といえるパッケージ開発の実績もある。対応できる間口の広さを生かし
多様化する環境対応ニーズを取り組んでいく方針。
　大日精化工業は2005年に開催された「愛・地球博」の数年前からパッケージ材料の環境対応を本格化。
ポリ乳酸（ＰＬＡ）やデンプン変性物などの生分解性素材を採用したフィルム、バイオマス材料を配合した
インキ、非有機顔料で構成した「何から何までバイオマス」（同社）の画期的なパッケージを業界に先駆け
て開発した。愛・地球博では企画品の飲料ボトルに採用され注目を集めたものの、印刷適性やコストの課題
に阻まれて事業化にはいたらず、その後は市場が下火になっていった。
　数年前から大手流通による食品包装へのバイオマスインキの採用活発化と前後し、固形分換算でバイオマ
ス原料を１０％以上含有するグラビアインキを強化。裏刷りラミネート用、表刷り用、表裏兼用、紙用など
に加え、耐熱性や後工程への適性にも配慮したＰＰ用トレー用をはじめＰＳシュリンクおよびトレー用、
ＰＳ／ＰＥＴシュリンク兼用グレードも追加投入した。従来インキと同等の印刷性能を実現する。
　印刷インキ市場では食品パッケージをはじめとする軟包装市場は堅調に推移している。ＥＳＧ（環境・
社会・ガバナンス）重視の傾向もあり環境対応ニーズは増加する一方、その捉え方はユーザーによって
さまざま。同社ではＣＯ2を原料とする独自の樹脂「ヒドロキシポリウレタン」（ＨＰＵ）を使ったインキ
も開発している。海洋プラスチック汚染の議論も活発化するなか、懐の深い環境対応技術を強みに幅広い
切り口で需要の取り組みに拍車をかけていく。

８ 酢酸エチル　上期輸入８．４％増・・・国内メーカー定修で
　酢酸エチルの輸入が増加している。１～６月累計は前年同期比８．４％増の６万８４８１トン。年間で
は１７年の１１万６７８９トンを超えるとの見方が強い。全体の９割を占める中国品は８．４％増の６万
２６９９トン。シンガポール品は２８．２％増の４９４４トンだった。輸入増には、内需の伸びや一時的
な国内の需給タイト感も影響したとみられる。
　酢酸エチルは塗料や食品包装材のインキ、接着剤などの用途がある。環境負荷の低い溶剤で知られ、トル
エンやメチルエチルケトンからの置き換えも進んできた。内需は１７年で約２７万トン（推定）。年率５％
ほど伸びているとされる。
　国内供給は、昭和電工とダイセルの２社体制。１～６月期は定修により供給を絞った。今後も内需拡大に
ともなってタイトになりやすい環境は続くとみられる。当面は国内品の大幅増強は予定されていないため、
輸入品は微増で推移していくとみられる。

１１ プラ工連　資源循環検討組織を発足・・・政府戦略への反映めざす
　日本プラスチック工業連盟は、プラスチック資源循環のあり方を探る議論に乗り出す。このほど会員企業
と有識者で構成する「プラスチック資源循環委員会」を立ち上げ、具体的な検討に入った。海洋ごみをはじ
め世界での関心の高まりを受け、来年開催する２０ヶ国・地域（Ｇ２０）首脳会議に向け、日本でも政府が
プラスチックをめぐる新戦略を策定中。業界として意見を集約し、同戦略への反映を目指す。
　容器包装リサイクル法見直しの対応などを担当していた「リデュース・リサイクル検討委員会」を発展的
に解消するかたちで、新たに「プラスチック資源循環委員会」を設けた。もともと２０１７年度にスタート
した４カ年計画の中で今後のリサイクルのあり方などを探る場として改組する方針だった。
　国内外の情勢変化を踏まえ、より幅広いテーマを扱うようにした。プラスチックの３Ｒに加え、バイオ
プラスチック活用、リサイクルしやすい材料開発などをテーマに想定している。
　ポイントは、日本独自の事情を踏まえたかたちで議論を進めていくこと。容器包装では欧州などと異なり
日本は複合材料であることが多い。こうした事情を勘案しつつ、最適な循環体制構築に結びつく施策や仕組
みを提言する。
　日本の優れた取り組みを整理し、内外に広く発信していくことも活動の柱。日本プラスチック工業連盟
では、樹脂ペレット漏出防止活動として、９２年に対策マニュアルをまとめフォローアップ調査も行って
いる。さらにプラ製品まで対象を広げ、「プラスチック海洋ごみ問題解決に向けた宣言活動」への署名を
企業や業界団体に呼びかけている。
　委員会やワーキンググループで得られた結果は、環境省が策定中の「プラスチック資源循環戦略」に盛り
込むことを狙う。同戦略の検討委員会には日本プラスチック工業連盟も加わっている。環境省は年度内に
まとめる方針を掲げており、スピード感を持って対応していく。

１１ 環境省　概算要求１兆円・・・新規に海洋プラ対策など
　環境省は、２０１９年度の概算要求案を１８年度当初予算額で９％増となる１兆４３０億円とする。
うち、世界的に急速に関心が高まっている海洋プラ対策では、「脱炭素社会を支えるプラスチック等資源
循環システム構築実証事業」として５０億円を新たに計上する。化石資源に由来するプラスチックの代替
素材の導入を支援する。「海洋漂着物等地域対策推進事業」も前年度の４億円から４０億円と大幅増額を
求める。
　気候変動対策では、「ＳＢＴ（企業版２℃目標）達成に向けたＣＯ2削減モデル事業」で１０億円、



「ＥＳＧ金融ステップアップ・プログラム」で５億円を式で盛り込む。環境対策の国際連携を進めるため、
「コ・イノベーションによる途上国向け低炭素技術創出・普及事業」として新たに２５億円を要求する。

１１ プラごみ　ＧＨＧの排出源に・・・メタンやエチレン、ＵＮＥＰが警鐘
　 　国際連合環境計画（ＵＮＥＰ）が、プラスチックごみは温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出源になり得ると

警鐘を鳴らしている。プラスチックが日光にさらされると微量のメタンとエチレンを放出することが分かっ
たとする論文を引用し、「プラスチック汚染との戦いへ向けた意欲を強くさせる発見だ」と述べた。
　論文はハワイ大学の研究者が今月初めに発表した。ＰＣ、ＰＥＴ、アクリル樹脂、ＰＳ、高密度ＰＥ、
低密度ＰＥで検証。日光にさらされると、劣化するにつれて微量のメタンとエチレンを放出するという。
比較的空気中で多く、低密度ＰＥの場合、空気中では水中に比べメタンは２倍、エチレンは７６倍、この
ことから「プラスチックは、気候に影響を与える微量ガスの、これまで知られていなかった排出源である」
と結論づけている。
　これを踏まえＵＮＥＰは、「プラスチックの生産量が世界的に拡大していくとするならば、気候変動の
緩和に取り組んでいる政府ばかりでなく、メーカーもプラスチックが放出するメタンとエチレンの程度と
生態系への影響を理解することが重要だ」と関係者へ注目を喚起した。

１２ サソールの米石化プロジェクト　年内にも一部稼働・・・ＥＧ／ＥＯなど
　サソールが米ルイジアナ州レイクチャールズで進めている石油化学プロジェクトは、２０１８年１２月末
までにＥＧ／ＥＯなど一部の設備が稼働する見通しになった。これ以外の設備も１９年には稼働に入るもの
とみられる。この投資計画によって、エチレン年産１５０万トンのエタンクラッカーのほか、ＬＤＰＥ、
ＬＬＤＰＥ、ＥＯ／ＥＧ、高級アルコール、エトキシレートなどの設備を建設する。

　８月３１日（金）
３ 三井化学東セロ　タイで特殊品強化（ＬＬＤＰＥフィルム）・・・加工食品包材狙う

　三井化学東セロは、タイのＬＬＤＰＥ高機能包装フィルム製造拠点を通じて特殊品の強化に乗り出す。
高度化するアジアの加工食品の包装材を狙い、チルド系向けなどに売り込んでいく考え。タイ拠点では、
高い破断強度がＡＳＥＡＮ市場でも評価されて生産・販売量が増加している。今後、特殊品も投入して
量と質の両面で成長戦略を推進する。
　多くの食品メーカーが集積するタイは、加工食品の世界市場への供給地となっており、包装材の高機能化
も進んでいる。同社は、チルド系やレトルトよりも温度を下げて風味を保持したまま長期保存を可能にする
セミレトルトなどに照準を合わせたＬＬＤＰＥ高機能包装フィルム「Ｔ．Ｕ．Ｘ」の特殊グレードを有して
いる。タイを中心としたアジア市場の変化に対応する特殊品の投入で製品群の幅を広げ、新たな領域の
需要を取り込む構え。
　タイ拠点のサイアム・トーセロは三井化学東セロが５５％、ＳＣＧケミカルズが４５％出資し、2014年
からラヨン県イースタンシーボード工業団地の新工場で商業生産を開始した。生産能力は、１系列・年１万
５０００トン。原料樹脂「エボリュー」はグループのシンガポール工場が立ち上がったことで、１７年から
全面的にシンガポール品に切り替えている。
　工場では製造作業の無駄削除、廃記ロスの削減、業務プロセスの可視化など効率化を図っている。それら
の活動が成果をあげ、タイ企業の改善活動を表彰する「タイランド・リーン・アワード２０１８」で銅賞を
受賞した。
　Ｔ．Ｕ．Ｘの破断強度の高さやシール性能といった特性はタイでも認知され、オイルパウチをはじめ
食品包装材向けなどで採用が拡大している。廃棄物削減で包材のプラスチック使用量を低減する動きもあり
フィルムの薄肉化でも強度を維持できるＴ．Ｕ．Ｘの強みを訴求し需要獲得を狙う。既存グレードの拡販に
加え、特殊グレードの投入で市場プレゼンスを一段と高めていく。

３ ７月　ＯＰＰ出荷３％増
　日本ポリプロピレンフィルム工業会の統計によると、７月のＯＰＰの出荷は前年同月比３．４％増の
２万８４３トンとなった。主力の食品包装用途のほか、繊維・雑貨用途や工業用途も堅調だった。生産は
同６．５％減の１万９７５９トン、在庫は同２１．５％増の３万６６８２トンだった。
　ＣＰＰの出荷は同９．５％増の１万４２７０トン。食品包装用途、工業用途ともに２ケタ拡大した。
生産は同７．９％増の１万４７２７トン、在庫は同０．２％増の２万５７９４トンだった。

３ ７月　粘着テープ・シート類出荷量２％増
　日本粘着テープ工業会がまとめた７月の粘着テープ・シート類出荷実績は、合計出荷量が前年同月比
２．２％増の８１４１万３０３０ｍ2だった。紙粘着テープ類を除いて全種類で前年実績を上回り、分母は
小さいものの高収益な特殊粘着テープ類は２０％の伸びをみせた。合計出荷金額は同７．４％増の１１３億
１２６１万円。
　粘着テープ類の合計出荷量は同２．１％増の７８２９万７２８８ｍ2だった。同４．９％減の２９０１万
４９８３ｍ2となった紙粘着テープ類を除き、前年実績超えとなった。特殊粘着テープ類は同２０．０％増
の７４０万８７９１ｍ2と大きく伸長。このほか、布粘着テープ類は同３．８％増の１１５７万6718ｍ2、
フィルム粘着テープ類は堂お５．０％増の３０２９万６８３９ｍ2となった。粘着テープ類の合計出荷量は
同７．４％増の１０９億２７１２万円だった。
　粘着シート類の出荷量も増加した。同４．４％増の３１１万５７４５ｍ2、出荷額は同５．７％増の３億
８５４８万円だった。


