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　９月３日（月）
１１ 韓国　ＹＮＣＣ・・・ナフサクラッカー増強　ブタジエン設備も追加

　韓国のハンファケミカルと大林グループの合弁会社である麗水ＮＣＣ（ＹＮＣＣ）は、ナフ
サクラッカーを増強する。設備改修によりエチレン能力を年３３万５０００㌧増強するほか、
ブタジエン抽出設備も１基追加し年１３万㌧増強する。総投資が記は７４００億ウォン〈約
７３７億円）。２０２０年下期の稼働を見込む。
　ＹＮＣＣが増強するのは麗水拠点で運営するエチレン年５８万㌧の第２ナフサクラッカー。
麗水拠点で韓国最大のエチレン年１９５万㌧の能力を保有し、今回の増強計画で年２３０万㌧
に拡大する。
　韓国ではエチレンメーカーによる増強や石油精製企業によるエチレン生産への新規参入等
大型投資計画が相次いでいる。韓国のエチレン生産は現在、年９００万㌧から２３年には
１３００万㌧まで拡大する見通し。

　９月４日（火）
１ 変革期に立つ　化学産業（上）・・・原料多様化　揺らぐ見通し　「原油直接分解」脚光

　「化学品市場の透明性は高まり、皆が同じ情報を持っている。それにもかかわらず先行きは極め
　て不透明だ」米国や中国での大増産やグローバル市場で高まる新興国国営企業の存在感、原油需
　要のピークアウト等多くの要素が複雑に絡み合い、市場見通しを難しくしている。２０１５年以
　降、アジアの化学品市場は未曽有の好景気に沸いた。しかし、その波が高いほど業界は経験則上、
　「景気のガケ」を意識せざるを得ない。米中貿易摩擦や、食品・小売り業界のプラスチック使用
　削減も気がかりだ。確実なのは化学産業が今、大きな変革期を迎えつつあるということだけだ。

　「ナフサからエタン、ＬＰＧ（液化石油ガス＝プロパン、ブタン）、石炭、メタノールまで
オレフィン原料が多様になり、誘導品の競争力の見極めを含め販売戦略の立案が複雑化してい
る」関係者の話を総合すると、１７年の各原料の使用比率（エチレン生産能力ベース）は、
世界全体でナフサ４０％強、エタン３０％台後半だったもよう。
　コストを単純比較すると、①中東産エタン②米国産エタン③ＬＰＧ④ナフサ⑤石炭ベース自
製メタノール⑥市況メタノールの順で高くなる。
現状、サウジ産エタンの公定価格は１００万ＢＴＵ当たり１㌦５７セント、イラン産は更に安
い。米産エタンは暖房燃料向けの天然ガス需要増で冬季に値上がりするのが常だったが、昨冬
は３～４㌦で長期に安定推移した。７月以降、現地でエタン分解炉の新規稼働が相次いだため
値上がりしているものの、今後も高い価格競争力を維持するとみられる。
　ナフサは、Ｃ３、Ｃ４留分が相対的に多く得られ、誘導品を多様化できる強みがある。エタ
ンが主流だった中東でも、ナフサベースのエチレンセンター建設の機運が高まっている。
　サウジアラビアで１６年に生産を始めたサダラ・ケミカル（米ダウ・ケミカルとサウジ基礎
産業公社＝ＳＡＢＩＣとの合弁）は、ナフサを原料にポリオレフィンの他、ウレタン原料や
アミン類、エラストマー等を幅広く生産する。エタンベースのエチレンを原料に、ポリエチレ
ンや合繊原料エチレングリコールをメインに生産してきた従来の中東化学企業とは一線を画す。
　最近、石化原料として注目を浴び始めたのが原油だ。原油分解で直接エチレンを得る技術が
本格的な実用化段階を迎えつつある。世界に先駆けて同技術を実用化したのが米エクソンモー
ビル。１４年にシンガポールで立ち上げたナフサ分解炉（第２系列）は、同社が権益を持つ
アフリカ西部の海底油田から得られる超軽質原油を原料として使える。
　原油の直接分解はナフサ分解に比べて炉内のコーキングが発生しやすく、投入原油の性質・
成分の違いで分解温度も異なるため専用炉の設計が必要となる。しかし得られる留分の比率は
ナフサ分解とほぼ同じで、１割以上生産コストを削減できるという。
　もともとエクソンは西アフリカ産超軽質原油を米国に仕向け、アジアにはその余剰分を振り
向けていた。しかし米国でのシェールオイル増産に伴い、仕向け先をアジアに変更。シンガポ
ールで安定的に原料投入ができるようになったもようだ。
　「石油製品リファイナリー」の「ケミカルリファイナリー」への転換を図るサウジアラムコ
とＳＡＢＩＣの国営２社が合弁で原油直接分解技術の実用化に乗り出す。エクソンとは異なる
技術を用い、２５年に同国西部、紅海沿岸ヤンブーでの分解炉立ち上げを目指している。

１１ 環境省　漂着物対策・・・基本方針を改定　マイクロプラスチック盛り込む
　政府は、改正海岸漂着物処理推進法の公布・施行を受け、海岸漂着物対策の基本方針を改定
する。マイクロプラスチック（ＭＰ）や海洋ごみへの対策を盛り込む。
ごみ発生抑制につながる国際連携を重視する姿勢も打ち出す。近く開催する専門家会合で議論
に着手し、年度内の閣議決定を目指す。
　基本方針改定に向けた主な論点は、
①海岸漂着物の効果的回収・処理②３Ｒの推進等による発生抑制対策③ＭＰ対策④普及啓発・
民間団体などの活動支援⑤国際連携・協力の推進―の５つ。
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　海岸漂着物処理推進法の改正、海岸ごみに対する国際的な動向変化を踏まえて設定した。
基本方針を改定後、環境省や経産省、農水省等の各府省庁はそれぞれの施策に落とし込む。

　海洋ごみやＭＰ等の国際問題化が進む中、日本は６月に海岸漂着物処理推進法を改正、公布
・施行した。新たに事業者の責務としてＭＰや廃プラスチックの排出削減を規定。日本が率先
して対策に取り組む国際連携を進める重要性も明記している。

１１ 温対法に基づく温室効果ガス排出量・・・１５年度、２.７％減　６億６２００万㌧
　環境省と経産省は、地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）に基づく２０１５年度の
温室効果ガス排出量を公表した。報告を行った特定事業所排出者数は、前年度より０．７％減
って１万２４３２事業者となり、排出量の合計はＣＯ２換算で約６億６２００万㌧と同２．７
減少した。
　温対法は、原油換算エネルギー使用量が年１５００キロリットルを超え、温室効果ガスの
排出量がＣＯ２換算で３０００㌧以上の事業者（特定事業所排出者）に、温室効果ガスの排出
量を算定し、国に報告することを義務付けている。
　１５年度の特定事業所排出者を業種別にみると、事業分類が「製造業」からの報告が最も多
く、全体の約５割を占めた。製造業の内訳をみると、「食料品製造業」８．８％、「化学工業」
６．６％となっている。温室効果ガス排出量は「製造業」からの算定排出量が最も多く、
ＣＯ２換算で５億１００万㌧で７５．７％占めた。次いで、「電気・ガス・熱供給・水道業」
が３７００万㌧で５．６％、「卸業」、「小売業」が３１００万㌧で４．７％と続く。
　製造業の内訳をみると、「鉄鋼業」が１億９６００万㌧（２９．７％）、「化学工業」が
７６００万㌧（１１．５％）、「窯業・土石製品製造業」が６０００万㌧（９．０％）とこれ
ら３業種で半数となった。続いて「石油製品・石炭製品製造業」が３３００万㌧（５．０％）、
「パルプ・紙・紙加工製品製造業」が２７００万㌧（４．０％）、「輸送用機械器具製造業」
が１９００万㌧（２．９％）の順となった。
　尚、化学工業は前年度、報告した事業者数が８２６事業者と前年度から５事業者増える一方、
排出量は２００万㌧ほど減少した。

　９月５日（水）
１ 海洋プラごみ対策　本格化・・・化学業界　知見集積や海外連携　協議会が７日発足

　国際的に関心が高まっている海洋プラスチックごみをめぐり、国内化学業界による取り組み
がいよいよ始まる。日化協等業界５団体を中心とした「海洋プラスチック問題対応協議会」が
７日に発足する。活動の柱は、「科学的知見の集積」「環境影響評価」「海外連携」の３つ。
　７日に立ち上がる協議会の代表には日化協の淡輪敏会長が就任するもよう。日化協、石化協
日本プラスチック工業連盟、プラスチック循環利用協会、塩ビ工業・環境協会（ＶＥＣ）の
５団体が共同事務局を務める。
　日化協の理事会社を中心とした２２社の代表取締役が発起人として名を連ね、科学的知見の
蓄積、環境影響評価、海外との連携のそれぞれを活動の柱として掲げる。
　科学的知見の蓄積と、環境影響評価に関しては日化協が主体となって取り組む。
マイクロプラスチック（ＭＰ）が魚類に与える影響を調べる愛媛大学・鑢迫典久教授の研究が
「ＬＲＩ」の研究課題として、採択された。ＭＰへの有害物質の吸脱着を定量的に評価、環境
生物への暴露及びリスクの評価を進める。
ＭＰの生成メカニズムの解明についても、適切な対策を打つための議論の前提になる科学的エ
ビデンスの収集を急ぐ。
　海外との連携は、アジア諸国のプラごみに対する管理能力向上をいかに高めるかに力点を置
く。海洋プラごみは、アジア諸国から排出が多いとされることから、「早期にプラスチック
廃棄物の回収と有効利用の枠組を整備する必要がある。具体的な内容はこれからだが、プラ工
連とプラ循環協が牽引役となる見通し。日本が培ってきた３Ｒのノウハウ等の提供と併せて、
対策のベストプラクテイスの共有も進める。例えば、プラ工連が作成・配布している「樹脂
ペレット漏出防止マニュアル」をアレンジして現地に落とし込むことなど。



　国内の海洋プラ問題の第一人者である九州大学の磯辺篤彦教授は「どのようにしてＭＰが
できるかは十分に解明しきれていない」と語る。世界的にみても海洋学の専門家が研究の中心
のためで、「だからこそプラスチック産業界の協力が欠かせない」と訴える。産学の連携が
求められている。

１ 変革期に立つ　化学産業（中）・・・新興国勢、化学品シフト　
　電気自動車（ＥＶ）の普及で石油製品需要が３０年代前半にもピークアウトすると予想され
るなか、製油所の収益力維持はオイルメジャーにとって喫緊の課題となっている。
　エクソンは今年３月、２５年までに約２００億㌦（２兆２０００億円）化学分野の投資に充
てる計画を発表。化学事業を「ポスト石油製品時代」の収益源の柱の一つに据えることを明確
に打ち出し、ＬＮＧ（液化天然ガス）事業への傾斜を強める英欄ロイヤスダッチ・シエルや英
ＢＰとは一線を画す動きを見せる。
　エクソンは１９年前半にもシンガポールでナフサ分解炉の増強とポリエチレンの増産投資を
固める。またタイ現地紙は８月末、エクソンが同国で子会社エッソの運営する製油所の増強と
ナフサ分解炉新設にため、当局に最大で約１３０ヘクタールにも及ぶ広大な土地の手当てを要
請したと報じた。
　原油・石油製品依存からの脱却を図るのは産油国の国営エネルギー企業も同じ。その結果、
グローバル化学市場でこうした企業の存在感が急速に高まりつつある。その筆頭がサウジアラ
ムコだ。同国政府の経済構造改革「ビジョン２０３０」に沿い、同社はマレーシア、インドネ
シア、インド、米国、中国で大規模な製油所・化学コンビナート投資に乗り出す。総投資額は
約３５０億㌦（約４兆円）以上。安定的な原油輸出先を確保しつつ、その高付加価値化を図る。
　一方、東南アジアではマレーシアのペトロナスケミカルズ（ＰＣＧ）やタイのＰＴＴグロー
バルケミカル（ＰＴＴＧＣ）が「国営石油・ガスの子会社」という印象を払拭し、化学企業と
してのアイデンテイテイーを確立すべく、高付加価値化を強く意識し始めた。
　「ＲＡＰＩＤ」（マレーシア：ジョホール州）の商業生産を来年に控えるＰＣＧは、その
川下でアクリル酸や高吸水性樹脂、ウレタン、合成ゴム、ナイロン等の生産を検討している
もよう。これら製品の製造技術を持つ外資企業との接触を再開した。
　ＰＴＴＧＣは８月、高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）とＰＥＴ樹脂事業への参入を発表した。
出発原料のパラキシレンからの一貫体制構築をテコに、この分野での増産投資やシェア拡大
に強い意志を示す。同社と初めて合弁を組む三井化学が、シナジーをどう最大化するか注目
が集まる。
　中国は、１８年から２２年末にかけて完成が確実なエチレン設備は合計で年産１２００万㌧
に達する。特徴的なのは、ＬＰＧ（プロパン、ブタン）を原料投入できるナフサ炉の増加と、
石炭を原料に使うコール・ツー・オレフィン（ＣｔｏＯ）の「復権」だ。
ＬＰＧ利用の拡大は、製油所・石油化学の一貫計画の増加に伴うもの。製油所の常圧蒸留装置
や各種分解装置からはＬＰＧが得られるため、エチレン原料にも利用する。一方、ＣｔｏＯに
よるエチレン増産は中国政府の資源戦略の一環。増産分の１２００万㌧の内、石炭ベースは
３５０万㌧と３割程度を占める。ＣｔｏＯは水の使用量が多く、環境保護政策と矛盾している
ように見えるが、日本の大手総合化学トップは「自給可能な原料を使える選択肢を残したいの
だろう」と分析する。

　９月６日（木）
１ 変革期に立つ化学産業（下）・・・米産ＰＥ流入前夜に：冷や水浴びせる関税競争

　今年４月末、中国・上海で開催された化学品展示会「チャイナプラス」では、米国の大手合成樹脂ディ
ストリビューター（販売業者）の参加が話題となった。一方、５月に米フロリダで開催された同種のイベ
ントには中国の大手業者が顔を揃えた。両方に参加した日系商社マンは「米国産ＰＥの本格輸出前夜の
熱気を感じた」と話す。
　米テキサス州では、２０１７年秋に生産を始めたシェブロン・フィリップスのメタロセンＬＬＤＰＥ
（年産５０万トン）、同年末に立ちあがったエクソンモービルの同ＬＬＤＰＥ（２系列計１３０万トン）
など大型設備の」稼働率が徐々に高まっている。現地では一般的に、原料エチレンとＰＥのスプレッド
（値差）が１ポンド（約４５４ｇ）当たり１２セント以上に広がると輸出ドライブがかかるとされる。
増産にともなうエチレン価格の低迷もあり、値差は今年７月半ば時点で同３０セントまで拡大。中国の
販売業者が１万～２万トン単位で米国品を買い付け始めた。

　米産ＰＥの本格的なアジア流入が目前に迫るなか、冷や水を浴びせたのが米国と中国の関税戦争だ。
中国政府は８月２３日、米国からの制裁関税第２弾に対抗し報復関税を発動した。そのなかではＨＤＰＥ
とＬＬＤＰＥが関税引上げの対象になっているもよう。ＬＬＤＰＥは米国における石化投資の主力誘導品
で、関税引上げ幅にもよるが中国への流入が妨げられるような事態になれば、あふれ出した玉が東南アジ



アなどに流れ込み市場が混乱する可能性もある。
　アジアではすでに、米国メーカー品を販売・流通業者のブランド名で販売する通称「ジェネリック品」
が相当量流通している。また域内でも今年から来年にかけてサウジのペトロラービグ、マレーシアの
ＲＡＰＩＤ、ベトナムのＮＳＲＰ、韓国Ｓオイルなどのポリオレフィン設備が次々に立ち上がる。市場
関係者のなかには「今年はポリオレフィンが売り手市場から買い手市場に変化する潮目になる」とみる
向きもある。
　シェール革命で輸出が増えるのはＰＥだけではない。エネルギー開発・天然ガス物流大手の米エンター
プライズ・プロダクツ・パートナーズと、化学品物流をてがける米ナビゲーター・ホールディングスは
今年１月、米国産エチレン輸出ターミナルの運営を２０年初頭に開始すると発表。まだ最終投資決定して
いないが、三菱商事に続く北米産エチレン輸出事業への参入が確実となった。エンタープライズの輸出量
は年間約１００万トン。同社の参入で北米のエチレン需給はほぼ均衡するとみられ、同じく輸出を目指し
ていた化学品物流大手オドフェル（ノルウェー）や加ノバ・ケミカルズは「いずれも撤退するだろう」
(商社筋）。
　域内需要が伸び続けるとはいえ、アジアでは今後化学品のシェア争いが激化し、メーカーにはこれまで
以上に規模と供給の柔軟性が求められる。日本の化学企業はその競争力を存在感をどう維持していくのか。
その解の一つはやはりデジタル化だろう。現状、生産設備の維持補修の効率化や生産安定化に主眼が置か
れているが、デジタル化の要諦は化学品サプライチェーンの改革だ。
　世界的に小売り・食品業界で使い捨てプラスチック忌避の流れが急速に広がるなか、その実現に向けた
方法論を提示できるのも化学産業だ。顧客は生分解性樹脂の使用増などにともなう素材価格の高騰を経営
コストとして徐々に折り込み始めた。
　「タイの生分解性樹脂プラントの稼働率が大幅に高まっている」。三菱ケミカルＨＤ首脳はこう話す。
生分解性樹脂が遂に本格的な需要拡大期を迎え、今後はリペレット技術ＣＯ2固定化技術のニーズも強ま
る。もともと日系企業に一日の長がある環境技術を、さらに磨くことも重要だろう。

１１ 豊田通商　自動車樹脂リサイクル実証・・・回収規模を拡大
　豊田通商、矢野経済研究所、いその（名古屋市）は、再生プラスチックの利用促進に向けた自動車樹脂
素材リサイクル実証事業について、回収規模を拡大した２期目を８月末から開始したと発表した。使用ず
み自動車に含まれる樹脂部品・素材を環境負荷が少ない方法でリサイクルできるか実証することで、自動
車ユーザーのリサイクル料金負担軽減につなげてゆく狙い。
　同実証事業は自動車リサイクル高度化財団による「平成２９年度自動車リサイクルの高度化等に資する
調査・研究・実証等に係る助成事業」に採択され、２年目を迎えている。

１２ ヘンケル　全製品に持続可能包装材・・・素材やデザイン工夫
　ヘンケルは、２０２５年までに自社製品に使うパッケージを１００％リサイクル・再利用・コンポスト
（堆肥）可能な素材に転換する方針を決めた。パッケージの新戦略を具体化することで、持続可能性を高
める。目標を達成するため、持続可能な素材の採用、デザインの刷新、再利用促進の３点に取り組む。
持続可能な素材の採用を増やすため、リサイクルプラスチックをはじめとする素材を使ったり、紙たダン
ボールなどの再生可能な素材を用いる。
　デザインを刷新するためにパッケージについての考え方を一新する。これまでとは異なる素材をパッ
ケージに使うことが増えることに対応し、最適なデザインを考案したり、物流などを考慮した革新的パッ
ケージ手法などを見いだす。さらにリサイクルシステムの構築、詰替え可能な製品の拡大、生分解性プラ
スチックの利用促進などを進めてゆく。
　ヘンケルは、持続可能なパッケージへの転換を進めるため、これまでも多様な取り組みを行ってきた。
エレン・マッカーサー財団のプログラム「New Plastics Economy（新プラスチック・エコノミー）」の
メンバーに加わったほか、海洋プラスチックの流出を食い止めて貧困に苦しむ人々に機会を提供すること
を目指すプラスチックバンクと手を組んでいる。
　このほかサプライチェーンの持続可能性を高めることを目指した「サスティナビリティのための協力」
（Together for Sustinability = TfS）と呼ぶ取り組みを、欧州を中心とする化学企業と共同で進めて
いる。TfSを通して原料などに関わる持続可能性の改善・向上につなげていくことが狙い。



　９月７日（金）
２ 明暗交錯　ＡＰＩＣ２０１８・・・海洋プラ喫緊の課題

　ここにきて、新たな国際課題として浮上したのが海洋プラスチック問題だ。ＩＨＳマークイットの
マーク・エラモ氏は「化学産業は持続的で前例のない好循環にある」としながらも「汎用プラスチック
製品は長期的な需要減速を考慮に入れる必要があるかもしれない」と指摘する。
　海洋プラスチック問題を巡っては、欧州連合で規制が進み、大手飲食チェーンなどの間でプラスチック
の使用を制限する動きや、再生や生分解性、バイオプラスチックなどの置き換える動きも広がる。米調査
会社ラックス・リサーチのイ・ユアンシャン氏は「ＰＥ、ＰＰの多くの用途が使い捨ての消耗品が占め
こうした規制の潜在的な影響を受ける可能性がある」と語る。イ氏は特許や論文数などを基にはじき出し
た統計を示しながら、石化企業が巨額の投資を積み上げる一方で「バイオ技術への関心は衰えていた」と
分析。実際にここ数年で有望技術を持つ海外のバイオベンチャーが倒産などの憂き目に遭っている。ただ
大手ブランドや小売業が海洋プラスチック問題で本腰を入れたことで潮目が大きく変わったとみる。
　英コンサル会社のテクノン・オービケムのマシュー・ハートレイ氏は「プラスチック業界は再生可能や
生分解性、持続可能な製品や業界の取り組みを一般消費者などに広くアピールすることで、道徳的に優位
な立場を取り戻すことができる」と指摘する。
　化学業界も手をこまねいているわけではない。２１日の基調講演では、各国・地域の代表から一様に
環境問題へのメッセージが発せられた。石化協の森川宏平会長（昭和電工社長）もプラスチックごみの
回収や有効利用に関する枠組みを整備する必要性に言及し、プラスチックの有効利用率が８割に上る日本
の取り組みを紹介した。
　森川会長は「環境問題が成長の熱量を冷まさないよう、日本がリーダーシップを取りたい」と語る。
越智仁副会長（三菱ケミカルＨＤ）も「高度経済成長と公害問題を経験した日本はアジアの中で重要な
位置付けを占め、環境問題で積極的に出て行くべきだ」と述べた。
　ＡＰＩＣ２０１８で採択された共同声明には、海洋プラスチック問題といった重要課題を議論する場を
設けることを優先検討する内容の文言も盛り込まれた。成長の持続に向けて業界の実行力が問われている
今、日本がアジアの中で指導力を発揮できるかどうかも重大なカギを握っている。

３ 大日本印刷　単一素材の包装材料・・・ＰＰ・ＰＥ酸素バリア性改善
　大日本印刷は６日、食品や日用品用途などのフィルムパッケージ向けに、よりリサイクルしやすい単一
素材（モノマテリアル）で構成したパッケージを開発したと発表した。液体や重量のある内容物に最適な
ＰＥ素材、高速充填性やバリア性が必要とされるパッケージに最適なＰＰ素材の２種。同社では製造する
フィルムパッケージをリサイクルしやすいモノマテリアルパッケージなどの切り替えることで、２０２５
年度に国内と海外で年間５００億円の売上を目指す。
　洗剤やシャンプーの詰め替えパウチなど液体や重量のある内容物に適したＰＥは、フィルムを貼り合わ
せる際のシール強度は優れているものの、酸素バリア性や耐熱性が弱いという課題があった。また、高速
充填性やバリア性が必要とされるパッケージに最適なＰＰのフィルムは、用途によっては酸素バリア性が
十分ではなかった。
　今回、培ってきたプラスチック基材へのコンバーティング技術や製膜技術、蒸着技術などを活用。必要
な性能を付与することでフィルムパッケージとしての機能を損なうことなく、ＰＥ素材とＰＰ素材のモノ
マテリアルパッケージを実現した。また、一部に植物由来原料を使用した「ＤＮＰ植物由来包材バイオ
マテック」シリーズのフィルムを使用することで、石油由来原材料の使用を削減するとともに、ライフサ
イクル全体のＣＯ2排出量削減にも寄与していく。
　同社は環境配慮パッケージシリーズ「Green Packaging」を開発しており、数年前から材料メーカーと
モノマテリアルによるフィルムパッケージの開発に取り組んできた。今後もモノマテリアルパッケージの
性能向上や製品ラインアップの拡充を推進するほか、フィルムパッケージのリサイクルを推進する技術の
開発やスキーム（枠組み・仕組み）の構築についてもリサイクル業者や食品・日用品メーカー、流通企業
などと共同で進めていく。

１２ インドネシア：海洋プラごみ対策本格化・・・廃棄ゼロへ回収・再生推進
　インドネシアで海洋プラスチックごみ問題の解決に向けたプロジェクトが本格化している。ボレアリス
などが主導するもので、バニュワンギ県ムンカーでプラスチックごみの廃棄をなくす取り組みなどが進め
られている。カナダのノバケミカルズが向こう３年間で１５０万ユーロを提供することを決めるなど、
活動の枠組みも広がっている。
　ボレアリスなどが進めているのは「Projyect STOP(Stopping the Tap on Ocean Plastics)＝プロジェ
クト　ストップ」。海洋プラスチックごみ問題を中心に企業や関連団体、政府などのネットワーク構築
などに取り組むSYSTEMIQが２０１７年に始めた。１８年にはムンカーで最初のプロジェクトを進めること
になり、サーキュラー・エコノミー（循環型経済）の構築に向けた活動が始まっている。
　プロジェクト　ストップが目指すのは、プラスチックごみの廃棄をゼロにするほか、ごみの回収や処理
システムの強化によるリサイクル率の向上、廃棄物管理システムの構築による雇用の増大や誤ったごみ
処理による健康や旅行業への影響低減による地域経済への貢献。
　ムンカーではごみの回収・処理のインフラ整備が遅れているため、住民らはプラスチックごみを海など
に廃棄する状況が常態化しており、汚染が深刻になっている。インドネシアの環境森林省や地方政府と
協力してごみ問題の解決につなげる。
　プロジェクトを主導する１社のボレアリスは、ポリオレフィンの大手。プラスチックごみ問題への取り
組みを積極化しており、各種プラスチックの混合ごみ処理に強みを持つ独ｍｔｍ社や、家庭および産業
プラスチックごみのリサイクルを専門にするオーストリアのエコプラスト社を買収している。さらにリサ
イクル樹脂を使った製品開発も推進、ヘンケルとの協業によって１００％リサイクル材を用いたプラス
チックボトルを開発している。インドネシアにおけるプロジェクト　ストップによって、活動の幅を広げ
ることになる。


