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　１０月１日（月）
１３ 台湾特集・・・生命線のグローバル化

　米中貿易摩擦も追い風に　産業力底上げへ「スマート製造」
　台湾を取り巻く経済環境は複雑さを増している。最大の貿易相手国である中国との関係だけ
でなく、米中貿易摩擦への対応にも腐心する。その一方で内政では原発ゼロを前提にしたエネ
ルギー政策の行方に企業の関心が高まっている。しかし台湾経済は堅調そのものだ。
経済部の沈栄津部長に聞く。

■・・・台湾は好況が続いています。
「貿易依存度が高いので、米中貿易摩擦の影響については詳細に分析をしている。中国が受注
した仕事が台湾に回ってくる可能性もある。例えば半導体では中国に進出している半導体大手
の受注が減って台湾に回ってくるかもしれない」
■・・・半導体は絶好調ですが、ポスト半導体は育っていますか。
「半導体は台湾の基幹産業であり政府として守っていく。更に強くするためクラウドやＩＴ、
ＡＩを使った『スマート製造』に取り組む。既に関連プロジェクトがスタートしている」
■・・・就任直後から「工業4.0」に着目していました。
「台湾にとって産業力向上のチャンスだ。中小企業はまずデジタル化から着手し、生産データ
をクラウドにあげてデジタル化を図る。デジタル化を終えた鉄道や石油化学、エレクトロニク
ス分野の大企業はスマート製造へ進み、顧客満足度を向上させる。消費者の声を製造に反映さ
せるようにしたい」
■・・・材料から製品までのサプライチェーン全体を見直しますか。
「全てだ。半導体の先端材料では信越化学工業が台湾を選んで進出してくれた。製造装置では
蘭ＡＳＭＬが深い繫がりを持っている」
■・・・多くの企業がエネルギー政策に関心を持っています。
「２０２５年に再生可能エネルギー２０％、石炭火力３０％、天然ガス５０％の構成にする
目標だ。重要なのは、電気代をあまり上げずに達成することだ。再生可能エネルギーの産業も
育てたい。懸念される電力供給では今年、火力発電所４基分に当たる余剰率６％という目標を
達成している。１９～２５年に発電装置が省エネ型の最新機種に更新されるため、１９年の
余剰電力は１０％になるも見通しだ」
■・・・原発ゼロの方針は変わりませんか。
「実は台湾内でも“ノイズ”がある。原発には３つの問題があると思う。まず排出される放射
性廃棄物の処理で、適当な保管場所が見当たらない。発電コストが安いというが、廃炉を含め
ると大きくなってしまう。既存の３原発の廃炉コストは３３０億元から４７０億元に上昇した
が、さらに高くなるかもしれない。最後は不測の事故だ。再エネでは洋上風力発電に注力して
いるところだ」
■・・・経済発展にはグローバル化の推進が欠かせません。
「来年発効する新環太平洋パートナーシップ協定（ＣＰＴＰＰ）は第２ラウンドが始まろうと
している。この好機を掴みたい。また米中貿易摩擦の影響を避けるため中国を出る企業が増え
ているが、こうした企業を日本と一緒になって東南アジアの新南向政策地域に移転させたい」

　台湾経済は好調だ。８月には２０１８年の経済成長率予想を上方修正し２．６９％とした。
台湾の半導体産業の強固さが改めて認識されるところだ。世界半導体市場は大手３社の寡占化
が進むが、その一つが台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）。創業者の張忠謀氏は「半導体は向こう
数十年高成長が続くだろう」という。日系メーカーも「半導体市場に陰りは感じられない」と
みている。例えスマホが伸び悩んでもロボットや高速通信向けに新たな需要が生まれてくると
楽観視している。それだけに毎年１兆円前後の巨額投資を続けるＴＳＭＣのサプライチェーン
に加わろうと、多くの企業が最先端のプロセス開発にしのぎを削っていいる。
　反面、液晶デイスプレイ関連産業は将来性の高い中国市場へ重点を移している。住友化学、
ＪＳＲ、ＡＤＥＫＡ等は中国需要開拓に取り組む。台湾の２大産業である半導体とフラット
パネルデイスプレイ（ＦＰＤ）は色合いがはっきり分かれてきた。
　一方、内需が小さい台湾はグローバル化が生命線。米中貿易摩擦の成り行きを注視している
が足元はむしろメリットの方が多そうに見える。
　蔡英文政権は、発足時から中国への経済依存度を下げようとＡＳＥＡＮ市場を切り開く新南
向政策を推進しているが、貿易摩擦が結果的に追い風になっている。米国の輸入品に対する
増税によって競争力低下を懸念する中国の台湾系企業が、対応策として台湾に工場を戻す動き
が表面化している。台湾に限らずベトナムやタイ等ＡＳＥＡＮへの移転を考える企業も増えて
いる。
　内政面での課題は、エネルギー政策。２５年に原発ゼロという基本方針は変えていない。
しかし、昨年には大停電を経験した産業界にとって電力の安定供給に対する不安は消えていな
い。台湾では昨年１０月時点で１１７９社の日系企業が活躍している。貿易額は台湾から見て
日本は３番目、日本から見て台湾は４番目と関わりは深い。互いにグローバル化とエネルギー
対策という命題を抱えているだけに多様な協業が生まれそうだ。
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１４ 台湾：技術革新で新たな商機掴む
　台湾工業技術研究院（ＩＴＲＩ）劉文雄　院長・・・思想の転換必要

■・・・どのような問題に直面していますか。
「産業全体の基盤である機械業界はスマート化が必須です。先進国は生産技術向上に取り組ん
でいます。台湾もスマート化しなければ競争力が無くなってしまいます。台湾の若者は、皆と
協力することは得意だが、新たなモノを作り出すのは苦手だ。ここを変えなければならない。
思想の転換が必要だと思う」
■・・・台湾の産業界に当てはめると、例えばエネルギー問題も新たな視点で解決できる
ということか。
「米カルフォルニアに事例を挙げよう。そこには原発が２基あったが１基は廃棄された。
残る１基も廃棄される見通しだ。いま原発ゼロ下で不足電力を補うプランを考えているが、
柱は再生エネルギーの活用と必要に応じた電力供給、それと省エネ。新たな発電所を作るので
はなく、既存の設備で不足分を補おうという明確な指針に基づいている」
「放射性廃棄物の処理策がないのに使い続けているが、一度原発ゼロを決断したら必ずソリュ
ーションを生み出せるはずだ。ＩＴＲＩでも省エネを推進するオフィスを立ち上げた。真っ白
のなかで解決策を見出したい」

１４ 台湾：原発ゼロ推進・・・太陽光・洋上風力を拡大
　台湾は原発ゼロベースのエネルギー政策を堅持しています。電力不足と原発プラント輸出
促進のために休止原発の再稼働を進める日本とは対照的です。
　太陽光発電と風力発電を核にした再生可能エネルギーがどこまで拡大するか注目される。
　台湾は３基ある原発を２０２５年までに全廃する方針。現状、水力発電を含めても６％程の
再生可能エネ構成比を一気に２０％に高める計画だ。再生可能エネが普及する間に電力不足が
起きるだろう、その対策には天然ガスだけでなく石炭火力発電も必要になると、エネルギー
シフトは簡単ではない。
　再エネの中で最大は太陽光発電システムで、２万メガワットを目指す。６月時点で２２３７
キロワットの実績だが、政府は新たな施策を打ち出し一気に一般住宅への普及を図る。自治体
の主導で、住宅の持ち主が負担無しで屋上に太陽光発電システムを設置できる仕組みを考えた。
電力事業者と自治体が売電売上の一定割合を家主に還元するのがポイントだ。既に経済部は、
送電しやすい土地を８００メガワット分確保しているという。

１５ 台湾：石油化学・・・海外投資で活路開く　韓国が大増設、競争激化
　台湾の化学企業による海外投資が活発化している。米国で大型投資を推進する台湾プラスチ
ックグループを筆頭に、多くの企業が海外進出を志向。政府系の台湾中油（ＣＰＣ）もインド
での石油化学コンプレックス計画を検討している。台湾における環境規制や成熟した内需等が
背景で、これらの企業は台湾内での大型投資に一定の見切りをつけた格好だ。
　中国への輸出依存度が比較的高い台湾の石油化学産業だが、同じく中国頼みの韓国はエチレ
ン設備の大規模新増設を決断。石油精製企業の新規参入などもあり、２０２２年頃にはエチレ
ン１２００万㌧以上の生産体制を構築する。実に台湾の３倍の能力を持つ隣国が４～５年以内
に出現することになる。数年来、台湾石化産業は米国・中東の廉価なガスベース化学品や中国
の自製化等を注視してきたが、中国・アジアという需要地をめぐり、米国や中東以外にも、
韓国との競争も激しさを増しそうだ。
　台湾政府系のＣＰＣは、台湾の川下企業への原料供給責任を果たすため、増設投資が難しい
台湾ではなく海外で生産の可能性を模索してきた。マレーシアやインドネシア、米国等が候補
に挙がったが、今回白羽の矢を立てたのはインドだ。６６億㌦の石化コンプレックス計画とな
る見通しだ。ただ、今年１１月の地方選や２０年の総統選の結果によっては、計画が棚上げに
なる可能性もある。

１５ 台湾：台中関係・・・米中摩擦、環境規制が契機に　ビジネス変化、生まれる新需要
　台湾と中国。両岸の政治関係は冷え込む一方だが、統計を見る限りでは台湾経済における
大陸依存度は高まっている。今年上期の台湾の輸出総額の４割を大陸向けが占め、半導体等
電子機器関連のビジネスで中国の依存は欠かせない。民進党の旧陳水扁政権時代から高まって
きた対中依存だが、米中貿易摩擦や中国で強まる環境規制により、両岸のビジネスに変化も
生じ始めている。
　２０１６年の台湾の対中国（香港除く）輸出総額は７３８億㌦で、半導体等電気機器が３３
３億㌦と５割近くを占める。プラスチック及び同部品、有機化学品、その他化学品等化学関連
は２割弱。また、大陸からの台湾への輸出も電子部品が４割を占めている。
　電子関連を中心に、台中ビジネスは結びつきを強める一方だが、蔡政権は高まる対中依存に
危機感を募らせており、液晶パネルの中国生産シフト等、産業の空洞化に強い懸念を示して
いる。米企業が一部の電子製品の調達を台湾製に切り替える等の動きを追い風と捉え、台湾
企業の回帰を促す政策を打つ構えだ。
　一方、中国で厳格化する環境規制は台湾の製造業にも間接的な影響を及ぼしている。その
一つがコーテイング向けの光重合開始剤。塗料向けの酸化防止剤でも同様のケースが発生して
いるという。

　１０月２日（火）
１ 容器包装ＰＬ制度　安全管理で新たな防波堤（上）

　適正な情報伝達方法　業界自主基準適用へ
　今年6月に改正食品衛生法が公布され、ポジテイブリスト（PL）制度が法制化された。2020年度の
施行を前に運用面の詰めの作業が行われる。ネガテイブリスト（NL)では、外国で使用が認め
られていない化学物質が使われていても規制できず輸入される可能性がある。一方、PL制度で
は原則、リスク評価されリスト入りした原料樹脂や添加剤のみが使用される。紙や金属等もあ
るが当面は合成樹脂がPL対象となる。運用体制の詳細は、「食品用器具及び容器包装の規制



のあり方に関する技術検討会」で議論されている。
　食品包材の主力である熱可塑性樹脂は塩ビ食品衛生協議会、ポリオレフィン等衛生協議会、
塩化ビニリデン衛生協議会の三衛協の自主基準収載物質をはじめ、安全性に問題なく既に市場
に流通している原材料が既存物質としてPLに入る見通し。
　再生材の取り扱いは今後の論点の一つ。改正食品衛生法、第18条第3項では人体への安全性
が確保されていることを前提に、バージン材と再生材を区分していない。使用実績のある再生
材は基本的に使用可能の見込み。更に、人に害を及ぼす物質が溶出して食品に混和する恐れが
ないように加工されていればPL以外の物質も使用できることが盛り込まれた。複数層で形成さ
れた材料を使う場合、食品非接触層であればPL未収載物質も選択肢に入る。
　適正な情報伝達の方法については、最も有効な手段として検討されているのが、三衛協が
会員向けに実施している確認証明制度だ。自主基準への申請企業は、製品の生命線ともいえる
原料や添加剤配合も申告するが、ポリ衛協は企業と秘密保持契約を結び、資料も別室で管理し
ている。秘匿性が高くかなり有効との信頼も得ており、このシステムがベースとなることが
有力視されている。

【各国のPL/NLリスト導入状況】
①　PL
　日本（2020年から）、米国、欧州28カ国、欧州経済領域、スイス、トルコ、イスラエル、
　インド、中国、インドネシア、ベトナム、湾岸協力会議（GCC）加盟6カ国、オーストラリア、
　ニュージーランド、南米共同市場加盟5カ国等
②　NL
　カナダ、ロシア、韓国、台湾、カンボジア、シンガポール、フィリピン、マレーシア、
　ミャンマー。ラオス、ブルネイ等

２ 社説・・・海洋プラ問題でLRIの役割増す
　国際的に関心が高まる海洋プラごみ問題。特に漂流中に細かく砕けて微小粒子化したマイク
ロプラスチック（MP)は化学物質を吸着しやすいとされ、有害な物質を吸着したMPを生物が
摂取することで生態系全体に影響を及ぼすことが懸念されている。ただ、MP生成ミカニズム、
環境中でのMP挙動などには未解明な部分が多い。
　9月7日、化学業界5団体を中心に「海洋プラスチック問題対応協議会」が発足した。知見を
蓄積するための活動の軸となるのが、人の健康や環境に化学物質が及ぼす影響を解明する為に
日化協が２０００年から取り組む研究活動「LRI」。社会や業界の課題解決を主眼に研究テ
ーマを採択しており、今年度の重要課題の一つにMPを設定。MPを介し化学物質が魚類に与える
影響を調べる愛媛大学の鑢迫典久教授の研究が採択された。期間は3年間。データ不足は、
研究の中心が海洋学者だったことが理由の一つとされるが、化学業界が知見を提供することで
研究の進展が期待される。大学の研究と社会のニーズを結び付けるのもLRIの役割と言える。
　LRIは日米欧の化学工業会が連携して進める活動だが、立ち上げのきっかけの一つが、所謂
“環境ホルモン”が人や野生生物の生殖機能障害を引き起こすという仮説を打ち出したサイエ
ンスフィクション「奪われし未来」。現在は冷静な議論が行われているが、1996年に米国で
出版された当時は仮説を裏付けるデータがないこともあり、社会に与えた衝撃は大きかった。
　ここで問われたことは事実なのか、事実ならどの程度の影響があるのか―。
化学業界はネガテイブな側面から目をそらすことなく、問題解決の研究を続けてきた。LRIは
得られた知見を社会に発信し、政策へ橋渡しすることも使命とする。
　科学的知見に基づき社会全体で議論されることを期待したい。

７ ナフサ、アジアで一段高・・・原油高騰　4カ月ぶり７００㌦台
　ナフサが一段高となっている。欧米のガソリン需要が低下、裁定玉のアジアへの流入増など
によって需給は6月以降急速に緩和。アジア市況は1㌧当たり６３０㌦以下まで軟化した。
原油価格はOPECの増産等が下げ材料となり8月にWTIで1バレル当たり60㌦台半ばまで弱含んだ
が、米国の対イラン経済制裁、ナイジェリアの供給不安などを挙げ材料に再度70㌦を超えた。
　こうした中、ナフサのアジア市況は4カ月ぶりに700㌦台に乗せた。

１１ 17年度　家庭部門CO2排出量・・・戸建て高齢者世帯で多く　二重サッシ等断熱対策が有効
　環境省は、2017年度の家庭部門におけるCO2排出実態調査の結果（速報値）を公表した。
住居の広さや築年数などを背景に、戸建てや高齢世帯のCO2排出量が多い傾向にあることが
わかった。また、二重サッシや複合ガラスを導入している世帯での暖房エネルギー消費量が
していない場合より2割以上少なく、断熱対策の有効性がデータからも再確認できた。
　全国９５０５世帯から得た回答に基づき分析した。住民基本台帳からの無作為抽出と、イン
ターネット調査モニターからの有意抽出で対象を選んだ。世帯構成や住宅の建て方、電気等の
エネルギー消費量、家電製品の使用状況等延べ４９６項目を尋ねた。
　1世帯当たりの年間排出量は、３．３㌧CO2だった。構成比は電気が６８．２％、灯油と都市
ガスが１３％を占める。集合住宅と比較すると、戸建ては４，１７ﾄﾝCO2と2倍近い排出量だが、
「床面積も大きく、住人も多いため」とみられる。
　高齢者で構成する世帯のCO2排出量がやや多めであることも浮かび上がった。若中年層よりも
在宅時間が長くなることに加え、築年数の経った戸建てに住んでいることが影響したもよう。
使用する家電が古いケースも目立ち、「省エネ化を図る余地がある」としている。
　一方、窓の二重サッシ化等を進めると、エネ消費量が少なくなることも明らかになった。
普及率の高い北海道、東北、北陸を除いた世帯を解析すると、すべての窓で取り入れた世帯は、
暖房でのエネ消費量が２４％少なかった。併せて、家電や照明器具についても、より新しい
製品を使っている世帯のエネ消費量が抑えられる傾向が浮かび上がっている。
　政府は16年に閣議決定した地球温暖化対策計画では、30年度の温室効果ガス総排出量を13年
度比２６％削減する目標を掲げており、家庭部門に関しては約4割カットが目安となっている。
　GHG増減の要因分析を精緻化し、適切な政策を打ち出していくには実態の把握が欠かせない
として、本調査を実施した。年度内に確報値をまとめ、ホームページに掲載する。



　１０月３日（水）
１ 容器包装ＰＬ制度　安全管理で新たな防波堤（中）

　実務機関の在り方は　輸入品の監視体制が課題
　　2020年4～6月が施行時期になるPL。政令・省令の公布を前にしたWTO通報やパブコメは、
来春に予定。中身の議論に後半年となるなか、実務機関のあり方が論点にあがる。難点の一つ
は役割の広範さだ。三衛協はこれまで会員企業向け運用する組織。一方、国のPL制度は全ての
事業者が地方自治体への届け出を通して把握の対象となることから、三衛協の非会員だった事
業者への対応が必要となる。海外メーカー品への対応や紙や金属との複合材料の扱い等、三衛
協の業務の外にある分野をカバーする体制が必要となる。
　新規物質のリスク評価自体は内閣府食品安全委員会が担当する。リスク評価のガイドライン
は器具・容器包装専門調査会等での検討が行われており、年末にかけて取りまとめられる。
評価指針の公表は2019年3月の予定。
　制度スタート後の新規物質の申請について、実務的なサポートを担う機能が必要といわれる
が、そうした業務委託機関のあり方等も技術検討会で議論される。
　海外品に対する適切な監視体制も課題。施行後は海外品もPL収載物を原材料に使用すること
が前提となる。ただ、生産国の川上メーカーから川下加工メーカー、日本へとPL適合性を示す
信頼性のある情報伝達が確保できるかは不透明だ。輸入品を締め出すような規制にすれば、非
関税障壁という反発を招いたり、WTO違反の可能性もある。厚労省がどこまで厳格な線引きをす
るか注目が集まる。

１ 凸版印刷・・・透明蒸着ＯＰＰ開発　高湿度でも高バリア性
　凸版印刷は2日、高湿度下でも高い酸素バリア性能を保持できるOPP「GL-LP（ジーエルエル
ピー）」を開発したと発表した。国内外の菓子・食品メーカー向けに今年12月から販売開始。
2020年に関連受注を含めて約20億円の売り上げを目指す。
　同社では、17年の軟包装フィルム市場規模を約250億円と推計している。
同フィルムの特徴は、内容物の鮮度保持に優れ、フードロス削減につながる。また透明性は
視認性が高く、商品の訴求力向上が期待できる。CPPと組み合わせることで、リサイクルに
適した単一素材で構成する「モノマテリアル化」への対応も可能になる。

１３ 日本ポリプロ・・・PPを12円以上値上げ
日本ポリプロは、10月15日納入分からPPを値上げする。改定幅は１キログラム当たり12円以上。
第4四半期の国産ナフサ基準価格は１キロリットル当たり5万8000円を上回る見込み。用役、
副資材、副原料等諸経費の増加も避けられない情勢。
徹底したコスト削減に取り組んできたが、コスト上昇分を自助努力のみで吸収することは困難
であり、価格を改定せざるを得ないと判断した。

日本ポリエチレン・・・PE10円以上値上げ
日本ポリエチレンは、10月15日納入分からPEを値上げする。改定幅は１キログラム当たり10円以上。
第4四半期の国産ナフサ基準価格は１キロリットル当たり5万8000円を上回る見込み。用役、
副資材、副原料等諸経費の増加も避けられない情勢。
徹底したコスト削減に取り組んできたが、コスト上昇分を自助努力のみで吸収することは困難
であり、価格を改定せざるを得ないと判断した。

１４ ＧＳＩクレオス・・・生分解プラ本格参入、伊ノバモント製品を販売
　GSIクレオスは環境保全型ビジネス拡大の一環として、生分解性プラスチック市場に本格参入
する。欧州の大手生分解性プラスチックメーカーである伊ノバモント社と日本における代理店
契約を締結することで合意した。ノバモント社の生分解性プラスチック「マタービー」の輸入
販売を今月にも開始する予定。ノバモント社製品の輸入販売権を有するケミテック（東京都
板橋区）の事業を継承することが決定している。
　GSIクレオスは、マタービーを用いて原料から製品までの総合的な提案を行い、様々な分野
の顧客ニーズに応えていく。



１５ 第4次安倍改造内閣発足
　第4次安倍改造内閣が2日発足した。法相に山下貴司氏、文科相に柴山昌彦氏、防衛相に岩屋
毅氏が就任した。地方創生相に片山さつき氏、厚労相には再入閣の根本匠氏が起用された。
初入閣は12人で、安倍内閣として最多となった。また、総務相に石田真敏氏、農水相に吉川
貴盛氏、環境相に原田義昭氏、復興相に渡辺博道氏、国家公安委員長に山本順三氏、沖縄・
北方担当相に宮脇光寛氏、科学技術担当相に平井卓也氏、五輪担当相は桜田義孝氏となった。
　一方、麻生太郎副総理兼財務相や菅偉官房長官が留任するなど政権の「土台」を維持。
河野太郎外相、世耕弘成経済残業相、茂木敏充経済再生担当相は留任し、石井啓一国土交通相
も続騰する。

１６ トタル　ライトフィード化推進・・・25年メドにエタン、LPG６０％に　欧州域外で新規投資
　トタルは、石油化学分野で廉価なライトフィードを主体とした事業投資を拡大する。現在、
同社が使用する石化原料の約６０％がナフサだが、２０２５年までにエタン及びLPGの比率を
６０％程度に引き上げる。その実現のため、世界各地でエタンやLPGを原料とする複数の新増
設を計画している。原料アクセスや市場の成長性に期待できる米国、中東、アジア、アフリカ
等を対象にし、新規投資では「脱欧州」の流れが鮮明になっている。
　石化製品の一大消費地のアジアでは、韓国で設備投資を計画。ハンファとの合弁で石化コン
プレックスを運営する大山拠点で、エチレン及びPEの増強を行う。約３０％エチレン能力を高
めるボトルネック解消と併せて、廉価な米国産のプロパンを原料とする設備投資も対象として
おり、誘導品のPEの競争力向上にもつなげる。
　25年には欧州域外の事業比率が５５％以上に達する見通し。持続的な成長の為、新規投資は
原料コストが高く、市場が成熟している欧州から脱却する流れになりそうだ。

　１０月４日（木）
１ 蒸留塔　素材需要の変化と化学素材の共存

　外部環境の変化に素材の需要は大きく左右される。海洋プラスチック問題で紙製品が脚光を浴びている。
ストローをはじめ紙製への切り替えを大手飲食チェーンが相次ぎ表明。この機を逃さんとばかりに、製紙
メーカーなどは機能性を高めた紙製の容器・包装材料を積極的にＰＲ。生分解性プラスチックとパルプ
複合材料の開発など対応は急テンポで進む。紙製容器には耐熱性や防水性を持たせるためフィルムをラミ
ネートしたり、水蒸気や酸素に対するバリア性を補うため水溶性塗料を塗工するなど化学素材も多く使わ
れる。生分解性プラスチックの提供などを含め化学メーカーの出番は今後増えてくるだろう。プラスチッ
ク需要への影響も懸念されるが、他の素材では代替が難しい機能・用途があるのも確か。廃棄時の分別・
回収の徹底は当然として、特性を生かしながら他素材とうまく共存していけると確信する。そのなかに
あって”化ける”強みで化学素材は優位性が発揮できるに違いない。

１ 容器包装ＰＬ制度　安全管理で新たな防波堤（下）
　増える駆け込み申請　新素材開発の追い風にも

　導入までに長い議論を経てきたポジティブリスト（ＰＬ）。２０２０年度の制度スタートと前後して、
容器包装業界にいくつかの余波をもたらしそうだ。
　１つは、容器包装向け新規物質の駆け込み申請の増加だ。改正食品衛生法第４条では、施行日までに
国内で製造・販売あるいは輸入され流通している器具・容器包装については改正法の規定を適用しない
ことが示されている。新規物質でも、３衛協の制度に代表される現行の自主基準などで安全性が認められ、
ＰＬ制度をスタートまでに実用化されていれば既存物質扱いになる。すでにポリオレフィン等衛生協議会
では新規物質の申請が増えているという。
　こうしたなか、廃プラごみ問題への関心の高まりを受けて一気に注目が集まる生分解性樹脂は食品包装
容器への実用化が加速しそう。同協議会の自主基準に収載されている生分解性樹脂はポリ乳酸（ＰＬＡ）
のみとなっている。生分解性樹脂は価格が高く容器としての実用化が進んでいなかったが、現在は社会
情勢が追い風となり、食品メーカーや流通・小売がコストの高さに目をつぶってでも採用する機運にあり、
製品開発が加速する環境が整ってきている。
　制度の迅速性も駆け込み申請を後押しする。ポリ衛協の自主基準への収載に必要な期間は約２ヶ月。
半年ほどを要する米国やＥＵと比べてもスピーディーだ。確認証明書は約１ヶ月で交付される。これに
対し、国のＰＬ制度になれば現状よりも時間がかかるようになるという見方が多い。今後まとめられる
食品安全委員会のリスク評価の仕組みによるが、評価レベルが上がることで新規物質のハードルも高く
なる可能性がある。
　中小規模の加工メーカーへの影響も予想される。食品包装容器は市場が全国に広がっている一方で、
製品自体は軽くてかさばるため長距離輸送は採算に合わない。地産地消の性格が強く、地方では小規模の
加工メーカーも重要な供給源を担っている。こうした企業は三衛協などの会員になっておらず自主基準の
外にいる。これらの企業も改正食品衛生法では地方自治体へ事業者として届出をしてＰＬ制度に組み込ま
れる。コストを圧縮するために割安な輸入原材料を活用している場合、ＰＬに適合しておらず他の原材料
への切り替えが求められ、その結果コスト上昇に耐えられなくなる事例が出てきてもおかしくない。
　中小メーカーの淘汰につながれば、国内の需給バランスが崩れることも考えられる。三衛協の会員企業
から「中小メーカーを助ける手立てが必要」という指摘があるものの、スキーム作りのための時間が足り
ないのが現実。こうしたメーカーの製品のＰＬ適合性を調べる簡便な方法の構築などによる対応が必要と
なる。ＰＬ制度の内容や実施時期が迫っていることを、より広く周知することも重要になってくる。

３ フタムラ化学　セルロース事業・・・欧米の生分解包材に的、現地工場を増強
　フタムラ化学はセルロース事業で攻勢をかける。海洋プラスチックごみ問題の関心が高まるなか、世界
シェア７割強を握るセルロースフィルム（セロハン）で包装材料向けの旺盛な需要を取り込む。生分解す
る独自の防湿セロハンは年率２０％で伸びており、米国工場で原反生産を増やすほか、欧米の両拠点で
コート設備を増強していく。国内では世界初のプロセスを採用した量産機を２０１９年に立ち上げる計画。
環境負荷を大幅に抑えた新製法で不織布やビーズ・紛体を手がけ、セルロース事業の基盤強化につなげる。
　セロハンはコート層も生分解する防湿コートセロハン「ネイチャーフレックス」を強化する。セロハン
の世界需要が年率５％で伸びるなか、ネイチャーフレックスは同２０％の伸びを示す。「常温のホーム



コンポストに対応する表基材はネイチャーフレックスのみ。競合品は今のところ見当たらない」（同社）
欧米を中心にコーヒー豆や紅茶のパッケージ、チョコレート包装などの紙ラミで採用が進む。多層フィル
ムではコーヒーカプセルの蓋材、単層では野菜包装などに用いられる。
　アジアでもセロハン需要の拡大を見込む。中国の大型病院で医薬包装にセロハンが使われており、中小
病院への波及を見込む。また、インドで現地の大手食品メーカーと提携し、生分解パッケージを開発中。
プラスチックごみ問題が深刻なインドでは、包装材料の環境対応に関する法規制が敷かれ、「意識の高い
ブランドオーナーが包材に生分解素材を入れる動きが出始めている」（同社）
　セロハンの生産は日本、米国、英国の３拠点。このうち日本でプレーン、欧米で防湿コート品を手がけ
る。余力のある米国工場で増強を進めており、１８年内に６ライン目を稼働させ、７ライン目の新設を
視野に入れる。米国の増強は日本からの生産移管の目的もある。大垣工場で余力を生み、同工場を再構築
する考え。目玉は環境負荷を大幅に低減できる世界初の新規プロセスの導入。従来のセロハン製造は、
パルプからビスコース（中間生成物）、さらにセロハンを製造する工程でアルカリや酸の複数の溶媒を
使用するため、廃液処理など環境負荷が高い。新製法はこれらの公定を単一溶媒で物理的に溶かすため、
短工程で環境負荷も大幅に減らせる。コストも従来とほぼ同等で、セルロースの新たな性能を引き出せる
可能性もあるという。すでにパイロット機での実証を終え、１９年から量産機を立ち上げ、試験を重ねた
後２０年からの量産を見込む。まず不織布やビーズ、紛体を手がけ、セロハンは今後検討していく。

１１ 農水・環境省　食品リサイクル法見直し議論開始・・・事業系ロス削減目標設定
　農水省と環境省は、食品リサイクル法の基本方針の見直しに着手した。国連の持続的開発目標（SDGs）
に「２０３０年までの食料廃棄物半減」が掲げられたことを踏まえ、事業系食品ロスの削減目標を設定
する。食料廃棄物の発生抑制と再利用は頭打ちが続いており、意欲的な目標とするためには打開策が必要。
３日に合同会議を開催し、発生抑制目標の設定業種の拡大や、リサイクル業者と競合する事業系一般廃棄
物処理のあり方などが問われた。来春までにまとめる。

１１ 経産省　ＣＧＳ実務指針改訂・・・トップ選任過程文書化など
　経産省は、コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針（ＣＧＳガイドライン）を改訂した。
経営トップを選任する過程の文書化や、監督機能を担う取締役会の業務執行と分離のための手引きなどを
追加。企業の競争力強化に向けた改革を促す。
　政府では企業の競争力強化の一環としてコーポレート・ガバナンス改革を推進している。東京証券取引
所では実効的なコーポレート・ガバナンスの実現のための主要な原則を取りまとめた「コーポレート・
ガバナンス・コード」を公表しており、ＣＧＳガイドラインは具体化に向けた手引書にあたる。「経営陣
の指名の在り方」の項目を全面的に書き換え、客観性と透明性を確保する意義を強調。また、後継者計画
の策定と運用に取り組む際の基本形となる標準的な段取りや、社外者との役割分担の考え方など、先進的
な事例とともに紹介した。

１１ 原田環境相が就任会見　気候変動・海プラ対策重視
　原田義昭環境相は２日、就任会見を行い、「環境行政に真正面から取り組む。人と環境を何が何でも
守り抜く」と抱負を述べた。「安倍首相からは地球温暖化対策、海洋プラスチックごみ問題、福島の復興
加速化、原子力規制委員会のサポート、原子力防災体制の強化について指示を受けた」と語り、来年６月
に日本で開くＧ２０んい向けて、取り組みを進めていく姿勢を示した。
　力を入れたい重要課題としては、気候変動対策と海洋プラごみの２つを挙げた。今夏の猛暑、甚大な
被害を与えた台風の相次ぐ上陸などを踏まえ、気候変動の影響があるということが「国民感情としても
実感されているのではないか」と指摘し、対策を加速すべきだと訴えた。
　海洋プラごみについては、「プラスチックの使用量を削減する技術も必要」とした一方で、排出源と
なっている途上国との間で「交流を行っていきたい。来年のＧ２０で中心テーマにしたいと考えている」
と国際連携の枠組みを構築する重要性も強調した。
　１９７０年に通商産業省（当時）に入ったが、同年発足の佐藤栄作首相を本部長とする公害対策本部を
「初年兵として手伝った」。以降の環境省の発足などを振り返り、「厳しい状況のなかで環境行政を積み
重ねてきた」と続け、「今日的な環境問題に対応していきたい」と意気込んだ。

１１ 環境分野の先進技術活用を調査　ＩｏＴ・ＡＩ導入進まず



　環境問題の解決に向け、ＡＩ、ＩｏＴへの期待は大きいものの、実際に導入しているのは１割未満。
こんな調査結果を資源循環ネットワーク（北九州市）がまとめた。５５％と過半が関心を寄せるが、普及
段階にはいたっていない状況が浮かび上がった。また、実際に導入する際の課題について、知識の有無で
認識が異なることもわかった。
　資源循環ネットワークが立ち上げた新部門である環境イノベーションラボが８月に調査した。「環境問
題」「ＩｏＴ、ＡＩ、ロボットなどの先進技術」について知識などを有するビジネスパーソン５００人を
対象に。「先端技術への期待と活用の現状」「活用する上での課題」などを尋ねた。
　活用への期待を聞いたところ、「ある程度期待している」「大変期待している」が合わせて５５％に
達した。ただ、ＡＩなどを温暖化対策やリサイクルなどに導入しているかを聞くと、検討中も含めて
２７．８％にすぎない。「すでに導入」を選んだのはわずか５．６％だった。
　先進技術が活用できそうな分野は、再生可能エネルギーや省エネといった「地球温暖化対策」が最も
多く、リサイクルなど「循環型社会の形成」「水環境の保全」「大気環境の保全」が続く。重要となる
先進技術については、センサーからのデータ収集など「ＩｏＴ］が４４．６％とトップで、「ＡＩ」は
４０．２％、「ロボット」「ビッグデータ」は、それぞれ２４．８％、２４．６％だった。
　先進技術の活用を図るうえでの課題に関しては、専門知識の有無で答えが分かれた。一般的な知識を
持つ層では「コストとメリットのバランスが悪い」が最多。これに対し、専門知識を有する層は「技術面
の制約がある」だった。「制度面の制約がある」「社内の人材が不足している」については大きな差は
つかなかった。
　調査結果を受け資源循環ネットワークは、導入への課題として、コストメリットやビジネスモデルの
明確化に加え、「より専門的な検討段階では『技術に実現可能なことと期待される活用方法のすりあわせ』
が重要」と指摘した。

　１０月５日（金）
１ 蒸留塔　人材育成

　キータレントマネージメント。大手化学企業を中心に導入が進められている人材育成制度だ。三井化学
が導入し、三菱ケミカルも３社統合を契機に新しい人事制度として来年度から導入する計画だ。住友化学
が昨年から導入したコース別人事制度も同じ考えに基づくものといえる。「人は経営の最重要課題」
（三菱ケミカル・二又一幸常務執行役員）と考え、研修制度の充実やグループ企業内の人材教育・登用に
力を入れる企業が増えている。
　一方で、理系を中心に新卒だけでは必要獲得人員を満たせない状況は年々拡大しており、国内、外資を
問わず、人材の紹介企業は急速にビジネスを膨らませている。化学においてはグローバル戦略や新規事業
戦略の強化に新しい人材が欠かせない。研修や人事コンサルティング費用も増えている。
　今後ＡＩなどの研修が本格化すれば一段とこの傾向が強まる。自社の魅力をどう見せてゆくかという点
でも外部企業の力は欠かせない。現場では自動化や作業環境の改善などが人を安定的に雇用し続けるため
の必須条件となってくる。恐らくこの数年間で人事に要する費用はケタが違ってきていると推測する。
　人への投資が始まった。「教育は百年の大計」との角度から見れば、成果はハードに比べて見えにくい。
それだけに腰を据えた取り組みが鍵となる。

２ 社説　海洋環境保全　日韓連携しっかりと
　日本と韓国が海洋分野で連携を進めている。国土交通省海事局と韓国海洋漁業省海上安全局が先ごろ
東京で開催した日韓検査課長会議で、両国の寄港国検査（ＰＳＣ）における連携強化・技術交流を促進
していくことで合意した。日韓検査課長会議は、国際的な船舶の安全確保および海洋環境保護に関する
条約・基準などの策定や、ＰＳＣにおける協力関係の構築・維持を目的としたもので、１９９６年に
ソウルで第１回会議を開催した。以来、原則として毎年、両国交互に開催している。
　２１回目の今回は、「シップ・リサイクル条約」（２００９年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化
のための香港国際条約）の締結に向けた、両国のスケジュールおよび準備状況について情報交換した。
とくに日本は、同条約の国内担保法である「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」が今年６月
に成立・公布されたことに関して情報を提供。併せて国際開示機関（ＩＭＯ）の優先的課題とされる
シップ・リサイクル条約の早期発効を実現するため、韓国に早期締結を促した。
　また、国際海運から排出される温室効果ガス（ＧＨＧ）の削減目標などを盛り込んだＩＭＯの「ＧＨＧ
削減戦略」が今年４月に採択されたことを踏まえ、今後のＩＭＯにおけるさらなる削減対策の議論に両国
が連携して取り組むことを確認した。２０年１月１日からは、燃料油硫黄分規制が現行の３．５％から
０．５％に強化されるが、その適切な実施に向けてＩＭＯで策定作業を進めているガイドラインの検討
状況などについても意見交換した。
　ほかにも船体付着生物の管理や船舶から発生する水中騒音の低減について、両国で国際的な議論の動向
を共有。そのうえで日本から、国際海運に過度な負担を課するような不合理な規制化につながらないよう、
両国が連携して国際的な議論に参画するよう呼びかけた。
　ＰＳＣに関しても、教育訓練プログラムにおける協力や技術交流を促進していくことを確認した。検査
内容の更なる向上・標準化を進めるため、来年度も引き続きＰＳＣ実務担当者の相互交流を行うことにし
ている。また、両国に寄港するクルーズ船へのＰＳＣ実施に関する相互協力体制を構築していくことにも
合意した。
　日本と韓国は海を挟んだ隣国であるだけでなく、ともに世界の主要海運・造船国である。連携強化を
通じ、船舶の安全確保や海洋環境保護などの課題を解決するにあたり、国際的に存在権を発揮して欲しい。

６ 酢酸エチル値動き小幅　アジアで原料酢酸に連動
　酢酸エチルのアジア市況は小動きしている。８月上旬に１トン当たり９００ドル台前半まで弱含んで
いたが、中旬に９６０ドル前後まで上昇。底を打ったと思われたが、その後は９３０ドル前後に下落し、
９月中旬に９５０ドルに小戻りした。主に原料の酢酸市況と連動しているとみられる。足元の酢酸の上げ
基調や秋の需要期を考えると先高感がある。また、もう一つの原料である工業用エタノールの価格が上昇
する可能性もある。ただ、弱材料もある今年に入って中国の環境規制が需要家にも及び、一部は休業に
追い込まれているといわれる。環境規制の影響が長引くと需要鈍化が下げ圧力となる可能性もある。



９ バイオ産業　バイオプラスチック・・・廃棄物問題で普及に期待、コスト低減などの課題も
　バイオプラスチックは、循環型社会に貢献する素材として世界規模で普及への期待が高まっている。
地球温暖化、化石資源枯渇、海洋のマイクロプラスチックなどの廃棄物問題に対して有効なソリュー
ションを提供できる素材である。とくに昨今の海洋プラスチック問題への対策として生分解性プラには
強い追い風が吹いている。しかし、普及拡大に向けてはいぜん経済性の壁に直面しているのが実情。
コストダウンを含め多くの課題解決と環境整備が必要な段階にある。
　バイオプラスチックは、植物由来のバイオマスプラスチックと、微生物の力で最終的に水とＣＯ2に
分解される生分解性プラを総称したもの。欧州バイオプラスチック協会が公表している調査結果によると、
２０１７年の世界の生産能力は２０５万トン。これが２２年には２４４万トンに増加すると予想している。
ポリ乳酸、ポリヒドロキシアルカノエートなどが主要な成長ドライバーになる。
　国内市場に関する確定的な統計データはないが、ＣＳＲ活動を重視するユーザー企業を中心として採用
が増えている。バイオＰＥＴはサントリーやコカ・コーラなどが飲料ボトルに採用。バイオＰＥはイオン
グループが有料レジ袋に、セブンイレブンが一部店舗で無料レジ袋に、マクドナルドも植物由来５０％の
レジ袋を採用している。
　機能性の面で注目されるのが、東洋紡と三井物産がSynvina社と商業化に取り組んでいる１００％バイ
オ素材のポリエチレンフラノエート。高いガスバリア性、透明性等ＰＥＴに比べ優れた特性があるという。
　マイクロプラスチックによる海洋汚染が問題視され、行政や業界の動きが本格化しているほか、企業の
動きも活発。カネカは１００％植物由来の生分解性樹脂ＰＨＢＨが欧州の国際的認証機関から、海水中で
生分解するとの認証を昨年取得した。同社は、ＰＨＢＨの設備を大型化するとともに、年産２万トンの
商業化プラントを建設する検討を開始した。生分解性プラをめぐっては、三菱ケミカルがポリブチレン
サクシネート（ＰＢＳ）の１００％バイオ化を進めているほか、新たなバイオポリエステルの量産を
計画中。
　自治体の採用も広がっている。京都市はバイオＰＥを活用した家庭ごみ有料指定袋製造の本格実施を
決めた。昨年、京都議定書誕生２０周年を迎えるにあたり、試行的に取組みを始めていた。


