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　９月２５日（火）
１ ８月の主要石化製品生産・・・ＰＰ生産・出荷とも減少　

　石油化学工業協会（石化協）がまとめた２０１８年８月の主要石油化学製品生産実績による
と、エチレンの生産量は前年同月比７．７％減の５１万７２００トンだった。
定修のプラント数は前年同月と同じだったが、火災の影響や設備不調があり生産が落ち込んだ。
　主要樹脂の出荷動向をみると、ＰＥは国内出荷が定修による計画出荷の継続と輸入品の増加
で減少した。工場トラブルの影響が残ったＰＰも前年割れした。エチレン稼働率は９５．２％。

【１８年８月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【２０１８年８月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

１０ 海洋プラ対策　Ｇ７連携・・・製品設計・廃棄物防止等
　Ｇ７各国は、海洋プラスチックごみ問題の解決に向け連携していくことで一致した。カナダ
ハリファックスで２１日まで行ったＧ７環境・海洋・エネルギー相会合で得た合意に基づき、
①製品設計・廃棄物防止　②廃棄物・排水管理及びクリーンアップ　③市場・教育・普及啓発
―の３つの観点から対策を進める。Ｇ７各国内の枠組のほか、世界銀行等との連携を通じ、
具体化していく。
　合意文書として「海洋プラスチックごみに対処するためのＧ７イノベーションチャレンジ」
を発表した。６月のＧ７で日米両国以外が著名した「海洋プラスチック憲章」と異なり、数値
目標は盛り込まず協力の方向性を打ち出した。
　プラごみの管理改善に結びつく革新的手法などを確立し、資源効率性を高め、排出量の削減
につなげるとしている。
　これまでリサイクルされていなかった商品の再利用生等を高めることに加え、市場創出の為
に再生材を製品に組み込むためのプロセスを開発することを明記した。また、非意図的に生じ
るマイクロプラスチック（ＭＰ）を可能な限り、設計によって削減する方法の開発も求めた。
　廃棄物・排水管理及びクリーンアップでは、「費用対効果が高く、移転可能な方法による
廃棄物管理の主要流出国支援」を行うこととした。収集からリサイクルまでのインフラ整備と
技術開発に取り組む重要性も訴え、プラごみ、使い捨てプラ製品、複合プラ製品の３つで実施
していく。
　市場・教育・普及啓発では、廃プラや再生プラの新市場を生むビジネスモデルを構築する
重要性を強調した。主要流出国の地元企業家に対する支援を進める。効果的な対策を施すため
海洋ごみ対策やＭＰの量と分布、環境や人体への影響を把握・共有するための方法論を打ち立
てることも示した。

１１ イネオス　廃棄ＰＳ再利用へ・・・原料転換しバージンに
　イネオススタイロルーションは、ＰＳ製品の廃棄物を原料モノマーに転換し、ポリマーを
再生産する新たなバリューチェーンの構築に乗り出した。廃棄された包装材などのＰＳごみの
分解技術を持つカナダの企業などと戦略的パートナーシップを組み、プロジェクトの具体化を
目指す。
　同プロジェクトに参加するのは、イネオススタイロルーションのほか、カナダのオンタリオ
州に本社を置くパイロウェーブとリバイタルの２社。リバイタルがＰＳごみを回収・分別した
のち、パイロウェーブが開発したマイクロ波装置を用いてモノマーに転換する。それを原料に
イネオススタイロルーションがＰＳのバージンポリマーを生産するという、バリューチェーン
内で循環するクロ－ズドループ型のリサイクルシステムの構築を目指す。
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　カギとなるのは、パイロウェーブが開発した触媒型マイクロ波解重合（ＣＭＤ）と呼ぶ技術。
独自技術を用いてＰＳごみを解重合し、原料モノマーや石油ワックス等に転換する。
廃棄物に着色剤や食品残渣が含まれる場合でも、そのままＰＳごみを解重合してモノマーへの
転換が可能という。
　ＣＭＤのリサイクル装置は小規模で、化学プラントにオンサイトで導入する。年４００～
１２００㌧の処理能力を持ち、複数台の設置も可能という。
　本格的な普及には、政府のサポートやユーザーの理解を要するが、商業規模での導入が広く
進んだ場合には、ＰＳの主原料であるスチレンモノマーや、その原料であるベンゼン等の需給
構造にも影響がありそうだ。

１１ 中国７大石化基地　古雷・・・大型一体化計画が始動　エチレン２０年半ば稼働
　中国７大石化基地の一つである福建漳州古雷港経済開発区の建設計画が具体化してきた。
基地の中核をなすのが中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）や台湾企業じよる精製・石化の一体化計画
で、土地の造成作業に着手。２０２０年６月を目標にまず年産８０万㌧のナフサクラッカーの
試生産開始っを目指す。年内にも奇美実業が同４０万㌧のＡＢＳ樹脂設備の建設を開始予定と
誘導品計画も動き出した。２５年から３０年頃までに石油精製能力５０００万㌧、エチレン
５００万㌧をベースとした一大石化基地の形成を目指す。

　９月２６日（水）
１ 日化協会長　定例会見・・・貿易摩擦に警戒感、プラごみ、連携して排出減

　日化協の淡輪敏会長は２５日、定例会見を行った。日本の化学産業は力強い内需と堅調な海
外市場を背景に好調を持続しているが、米国による中国との貿易摩擦や、日本もターゲットに
しようとしている保護主義の広がりが「需要を冷やす最大のリスクの一つ」と警戒感を示した。
　一方、マスコミが「脱プラスチック」と取り上げているプラごみ問題については「十把一絡
げに脱プラというには問題」と指摘。廃棄をどうするかが最も重要な視点であり、これまで
取り組んできた廃棄物をできる限り出さない実績・ノウハウを政府や関連団体と連携して世界
に訴求していく考えを改めて強調した。
　関税の引き上げ欧州が続く米中貿易摩擦について「シェール由来の石油化学製品が中国へ入
りにくくなる等考えられるが、その影響の全体像は予測しにくい」とした。ただ「一般的に
ＧＤＰ１％程度のダメージ予測もあり、そうなると現在の需要は間違いなく減退する恐れがあ
る」と述べた。
　また、プラごみ問題については日本の一部マスコミが報道している「脱プラ」という表現に
対し、廃棄の視点が最重要と疑問を呈した。今後、政府や関連団体、欧米等海外の業界団体と
も連携し、３Ｒ等日本が取り組んできた実績・ノウハウを一般社会をはじめ海外にも広く訴求
していく考えを示した。

１ 生分解包材　欧米コンポストに商機・・・日本勢、品揃え強み　国内は特徴を生かせず
　欧米で広がる包装材料に植物由来の生分解性樹脂を用いる動きが、成熟した日本の包装材料
業界を打破する切り札になるかもしれない。リサイクルが主流の日本では生分解の特徴を生か
しにくいが、コンポスト（堆肥化）文化が根付く欧米での新市場創出に可能性がある。アジア
の包材メーカーはいち早くトレンドを掴み、欧米への輸出を開始。世界的な環境対応の波は
勢いを増しており、技術に勝る日本勢が後れをとるわけにはいかない。
　欧米では包装材料やカトラリー、テイ―バッグ等にバイオ原料且つ生分解する素材を用いる
動きが活発化しており、各国で法規制も進む。これらの国々では家庭用コンポストが整備され
ており、素材は植物由来と生分解の２つの特徴を生かすことができる。
　これらの素材は世界最大のＰＬＡをはじめ、三菱ケミカルが手掛けるイオポリブチレンサク
シネート（ＰＢＳ）、カネカのＰＨＢＨ等様々あるが、どれもコンポストに対応した欧米が
最大の消費地となっている。
　日本では一部食品廃棄物でのみコンポストが利用されている状況から、生分解の特徴を十分
に生かせない。欧米の動きに追随したところで、生分解性樹脂が焼却処理されれば、環境対応
のメリットは半減してしまう。植物を原料に用いることによる省資源化効果、ＣＯ２削減効果
は決して少なくないが、合成樹脂をリサイクルした時の環境負荷低減効果との差異化が難しく、
日本では培ってきた高度なリサイクル文化に流れる傾向が強い。
　こうしたことから国内包材メーカーは、薄肉化やリサイクルしやすい単一組成等を切り口に
包装材料の環境対応を進めている。ＰＬＡに関してはガス透過性や透湿性の機能を生かし、
鮮度保持を目的にミニトマトやイチゴ等の容器や包装フィルムの品揃えは日本が充実しており、
需要地を睨んだ輸出戦略に舵を切れば、新市場が生まれる可能性がある。
そのためには、生分解性樹脂を持つ素材メーカー、海外の知見を持つ商社と一体となり市場開
択に取り組む必要がある。既に、「米国産ＰＬＡを調達し、加工して米国輸出する」台湾メー
カーがいる。これだけフレート代がかさんでもコストが見合う成長市場が海外にはあるのだ。
「欧米のコンポスト市場への輸出で伸びている国内コンバーターはごくわずか」であり、技術
力に優れる日本勢の積極的なグローバル展開が期待される。

１２ インドラマ、加ループ・・・タイに再生プラ合弁　飲料容器向けなど、２０年からＰＥＴ生産
　タイのインドラマ・ベンチャーズは２４日、加ループ・インダストリーズと再生ポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）等を製造する合弁会社を設立すると発表した。ループ・インダス
トリーズが開発している革新的ＰＥＴリサイクル技術を用いて、２０２０年第１四半期に商業
生産開始を狙う。循環型経済への取り組みの一環で容器に再生プラを採用する飲料や消費財メ
ーカーのニーズに応える。



　ループ・インダストリーズは再生ＰＥＴの技術開発企業。熱や圧力を必要としない解重合プ
ロセスで、使用済みボトル等の廃ＰＥＴをテレフタル酸ジメチルとモノエチレングリコールに
分解する。食品グレード包装にも使用できる樹脂に再生可能で、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）
から承認を受けたバージンと同品質の再生品が生産できるという。
　折半出資で設立する合弁会社は、ＰＥＴ世界最大手のインドラマの製造力とループ・インダ
ストリーズの技術力を組み合わせ、再生のＰＥＴやポリエステル繊維の商業生産を目指す。
　インドラマ・ベンチャーズは今夏、フランスの再生プラスチック大手ソレプラ・インダスト
リーを買収し、再生ＰＥＴ事業拡大に積極的に経営資源を投入している。

　９月２７日（木）
１ 環境省　複合プラ再資源化支援・・・国内循環目指す

　環境省は、リサイクルが進んでいないプラスチックを対象とした再資源化技術・プロセス開発の支援に
乗り出す。複数の材料を用いた複合プラ製品のようにコストの観点から困難とみられている廃プラを対象
に、リサイクル技術を確立しようとする事業者に補助を行う。単純焼却や埋め立てなどに回っていた
廃プラの量を減らし、リサイクルの仕組みに落とし込むことで国内循環の促進につなげる。低コスト分離
技術が確立できれば、生分解性樹脂とバリア素材などを組み合わせた多層包装材料などの普及にも結び
つく。
　廃プラは、中国や東南アジアが禁輸措置を相次いで打ち出すなか、国内に滞留するようになり、焼却・
埋め立て処分量が増えている。それに伴い処理コストも高止まりしつつある。よって、国内循環を一段と
進めていく重要性が高まっている。環境省は複合材料のようにコスト面などから再資源化の進んでいない
プラ製品に着目。来年度から新規事業として事業者らの取り組みを支えていくこととした。
　技術開発だけでなく、省コスト化にも結びつくプロセスの確立を目指す事業者を募集し、補助率１／２
から２／３で実証事業を支援する。２０１９年度からの５カ年事業として実施し、来年度の概算要求に
必要経費を盛り込んだ。
　例えば、汎用プラと生分解性樹脂による多層成形を行った使い捨て容器包装材料の選別・分離が想定
テーマとして挙がる。海洋プラごみ問題の解決に向けて、生分解性樹脂の使用量が増える公算が大きい。
単純焼却などで処分するのが一般的だが、採算に見合ったプロセスができれば既存リサイクルルートに
乗せられるようになる。
　このほか、プラスチックの代替素材を生産する企業などへの支援事業も新たに立ち上げる。機能性に
富んだバイオプラや紙製品などを対象とし、生産プロセス上で生じている課題の解決を後押しする。
石油に由来するプラ製品からの置き換えを進めるのが狙いで、期間は来年度から５年を予定している。

２ 出光ユニテック　包装材相次ぎ投入・・・シール温度で強度変化
　出光ユニテックは相次ぎ新製品を開発した。シール温度の違いによってタイトシールとイージーピール
を使い分けできる２段階シールは、使用直前に袋内で内容物を混合できるのが最大の特徴。この利点を
ユーザーにアピールし、最適な用途開発に取り組む。レンジアップ用途では通蒸機能を付与したジッパー
テープ、自動通蒸機能付きパッケージの２種類を開発した。さまざまなレンジアップメニューが普及する
なか、最適な包装材料を提案していく。
　１０月２日から東京ビッグサイトで始まる「東京国際包装展」に出展し、これらの新製品を展示する。

３ エチレン用輸入ナフサ８月は５９３円高の５万４９７円
　経産省がまとめた８月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は４ヶ月連続で上昇し、ドル
建てで１トン当たり前月比２．６ドル高の６６３．５ドル、円建てで１ＫＬ当たり５９３円高の５万
４９７円となった。輸入数量は７．１％減の１５２万２７９ＫＬ、輸入金額は６．４％減の６億8975万
ドル。為替レートは１ドル＝１１１．３円で前月比０．５円の円安。

１４ 東京都　プラ製ストロー代替アイデア募集
　東京都は、プラ製ストローの代替材料などに関する提案を民間から募る取り組みを始めた。海洋プラ
ごみ問題が世界的に注目を浴びるなか、意識を啓発し、使い捨てプラの削減につなげるのが狙い。環境
負荷の低さとコストの両立を評価ポイントに、優れたアイデア５点程度を表彰する。
　「プラスチックストローを使用しないで済む方法」と銘打ち、アイデアを求める。紙や生分解性樹脂に
よる代替素材活用などを想定しており、実現性の高い提案を優秀賞とする。また、ユニークな代替方法も
広く募っていく。
　プラごみに対する都民の意識を高めるため、国内外で関心を集めているストローを選んだ。事業者や
研究機関、都民以外でも応募できる。募集期間は１０月１２日まで、東京都環境局のホームページから
必要書類をダウンロードし、郵送またはＥメールで提出する。

１４ 自工会　ＣＦＲＰの熱回収手法確立急ぐ・・・年度内に研究体制整備
　日本自動車工業会は、燃料電池自動車（ＦＣＶ）が搭載する水素タンクの材料として利用されている
炭素繊維強化樹脂（ＣＦＲＰ）のサーマルリサイクル（熱回収）法の確立を急ぐ。２０１８年度内に炭素
繊維の関連団体と共同で研究体制を整え、１９年度末までに現行の燃焼施設による適正処理の方向性を
見極める。ＣＦＲＰの利用拡大への課題を克服し、ＦＣＶ普及や自動車軽量化の加速につなげる考え。
　ＣＦＲＰは強化材に炭素繊維を用いた繊維強化プラスチックで高い強度と軽さを併せ持つ。自動車では
ＦＣＶの水素タンクや構造材への採用が始まっており、リサイクルシステムの構築が求められている。
　マテリアルリサイクルの技術開発が先行しているものの経済性との両立に課題を残す。そこで自動車
工業会では、ＣＦＲＰのリサイクルシステムを早期に立ち上げるため、サーマルリサイクルの確立を急ぐ
こととした。
　これまでに、電炉を使った燃焼試験で一部炭素繊維が燃えずに残ってしまうことが判っている。また、
炭化炉で固形燃料とし、電炉で利用できることを確認しているが、対応できる設備が限られており、将来



の需要増に対応できない。今後の検討で、現行設備での処理を可能にする破砕したＣＦＲＰ材料の大きさ
や燃焼処理条件を見極めていく。

　９月２８日（金）
１ 日本の化学産業の歩むべき道・・・デザイン思考で発想を　競争環境変化とオープンイノベーション

　オープンイノベーションが欧米企業に立ち遅れていると指摘される日本の化学産業。イノベーション
センターなど協業の場を作る動きは増えているが、全体として活動の場が狭く、組織的な取り組みが行わ
れていないところも多い。では、どうすべきか－。スペシャルケムの羽山友治デジタルマーケティング
コンサルタントは「専門組織を立ち上げ、自社状況の分析と大きな費用をかけれない試行錯誤」を提唱し、
日本経済研究所の島裕エグゼクフェローは「明確な目的設定とデザイン思考の発想が必要」と強調する。
日本の化学産業に合ったオープンイノベーションのあり方を探った。
　化学企業は得意とするリソース・技術の深化にとどまらず、「社会価値、顧客価値、事業価値を見据え
た戦略が必要」と島氏は指摘する。
　サプライチェーンの収益率を表すスマイルカーブの両辺に位置し、高い利益を享受するのはシステム
インテグレーターであり、ユーザーインターフェースだ。アップルとアマゾンがその代表格。これに対し
て曲線の底部に位置するのが化学産業を含む素材産業。「便利な材料屋から脱却し収益率を上げるには、
機能的価値にとどまらず、エンドユーザーにいたるバリューチェーン全体でのブランドなどの記号的価値、
感性的価値を洞察し製品戦略を立てる必要がある」という。
　ＩｏＴの普及が本格化すると、これまで人口関数で伸びた需要が異なる関数で伸びる。７０億人という
人口を相手にしたビジネスに対して「ＩｏＴになるとデバイス数は５００億に達し、需要の母集団が巨大
化する」。デジタル革命に加え、ユーザー側の変化も大きい。”ＣＡＳＥ”はその代表例。自動化、シェ
アリングなど４大要素からなるＣＡＳＥは「これまでの製造業モデルとは違う。化学業界はこのままでは、
Ｅ（電気自動車）の部品にしか主体的に参加できなくなる」と島氏はみる。新たな物性を発見し量産する
という発想から、バリューチェーンを俯瞰し価値を提供するビジネスモデルへの転換が不可欠であり、
このモデルは「オープンイノベーションに依らねばならない」と島氏は強調する。
　羽山氏は、化学産業をとりまく競争環境が激変するなかで「各種の戦略や企業文化など自社の状況を
踏まえたうえでオープンイノベーション戦略を見いだすことが必要」と指摘する。欧米メーカーは専門
組織がオープンイノベーションの手法のなかから「どれが自社に適したものか検証している段階」にある
一方、「日本の化学企業はそれ以前も段階」にあるという。
　国内外の大学、研究機関、中小企業ベンチャー、大企業を外部パートナーとして検索するサービスが
増え、「自社に適したサービスの選定」も重要になるなか、羽山氏が推奨するのがオープンイノベーショ
ンコンテストだ。実際、ＢＡＳＦ、ダウ・デュポン、アクゾノーベルなど具体的なテーマを設定して、
ソリューションを募集している。日本の化学企業のなかにも仲介業者を介して行っている企業があるが、
任せきりでは自社の学びが限定される。
　「日本の化学産業はオープンイノベーションに向いている。Ｒ＆Ｄに力を入れてきたことから外部の
知識を理解して獲得する吸収力が高い。また国内に優秀な協業パートナー候補が多数存在している」と
羽山氏は分析する。日本の化学企業が本格的にオープンイノベーションを取り入れたとき、それがもたら
す果実は大きい。そのための人材力が問われる時代に入った。

２ 三菱ケミカルＨＤ　”防災・減災”へ存在感・・・地下水供給でリスク分散
　三菱ケミカルＨＤは、防災・減災に貢献する製品群で事業展開を強化する。台風や地震など災害が多発
するなか、水の確保が最重要課題であり、日本政府は国土強靭化に向け、新たに上水の長期供給停止の
回避を重点施策の一つとして閣議決定する方向になる。そうしたなか、公共水道のみに依存するリスクを
分散するため、地下水に注目が集まっている。同社グループには地下水の取水から減菌、膜ろ過、供給ま
で一貫して手がけるウェルシィがあり、過去の大災害時にも安定供給した実績がある。グループの総合力
を結集し、災害時の水の安定供給に貢献していく。
　災害時に確保すべき水は、飲み水や生活用水のほか、人工透析用の純水など緊急を要する一方、公共水
道の復旧には時間がかかることから、リスク低減のため地下水に注目が集まっている。ウェルシィは全国
の地下水分布データとノウハウを持つ最大手。これまで病院、スーパー・商業施設、介護福祉施設など、
全国１２５０ヶ所以上に地下水供給システムを設置した実績がある。公共水道と別に水源を確保しリスク
を分散できるだけでなく、水道コストも低減できるのが強み。同社では、国土強靭化で重要給水施設と
なる病院、介護福祉施設、学校などへの設置を強化するほか、小型システムも開発し多様なニーズに対応
していく。
　水関係ではこのほか、水処理装置や人工透析用水製造装置などを手がける三菱ケミカルアクア・ソリュ
ーションズ、受水槽などを展開する三菱ケミカルインフラテック、家庭用浄水器や中空糸膜などの三菱ケ
ミカル・クリンスイ、発電機などを有する大陽日酸とグループ会社を多数有する。これらの水関連だけで
なく、インフラ強化、避難支援、被災者支援などに向けライナップを強化し、防災・減災に貢献していく。

１１ 日立造船　中国で大型焼却炉受注・・・日量５２２０トン、２１年完成
　日立造船は２７日、中国・杭州市向けに大型ごみ焼却発電プラントの設備工事を受注したと発表した。
ストーカ式焼却炉の処理能力は日量５２２０トン（同８７０トン×６炉）で、中国向け案件として１９件
目の受注となった。完成は２０２１年を予定している。
　同プラントの整備事業は杭州臨江環境能源有限公司が実施し、日立造船は大型ごみ焼却発電プラントに
関する主要機器を納入し、据え付け・試運転時の技術指導サービス業務を行う。
　今回、大型焼却炉の設計・製造に豊富な実績を持つ日立造船の技術が評価され、受注を獲得した。日立
造船グループは、ごみ焼却発電プラントにおいて、アジアおよび欧州地域を軸に９００件以上と世界トッ
プクラスの実績を持つ。とくに中国は急速な都市化と経済発展を背景にごみ発生量が急増中で、大型焼却
炉の市場が拡大している。


