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　１０月１２日（金）
３ 日本製紙　紙製バリア素材拡充・・・ハイバリアなど、生分解性を訴求

　日本製紙は、紙製バリア素材「SHIELDPLUS（シールドプラス）」の本格拡大を目指す。今春から贈答用
パッケージとしてシールドプラスを採用したシリアル食品が発売されており、それに続く商品も食品メー
カーやコンバーターなどと開発を進めている。蒸着フィルム相当のバリア性能を発揮する「シールドプラ
スPremier（プレミア）」のサンプル出荷を開始しているほか、シーラントまで一体化した商品開発にも
乗り出すなど商品ラインアップを拡充している。従来プラスチック素材が主流だった世界に生分解性を持
つ紙のバリア材料を訴求していく。
　シールドプラスは紙基材に独自開発したバリア素材をコーティングしている。商品化にあたって凹凸の
ある紙基材に有機溶剤を使わない水系コーティングで１６μｍ厚程度で均一に塗布する技術も開発して
いる。コーティング材料は石油由来、非石油由来を組み合わせているが、紙とほぼ同等の生分解性を持つ
一方、ＥＶＯＨやＫＯＰ（塩化ビニリデンコート２軸延伸ＰＰフィルム）といった食品包装に広く用いら
れるバリア材に近い酸素及び水蒸気のバリア性能を併せ持つ。ヒートシールはできないため、シーラント
にＣＰＰなどを用いる必要がある。コスト的には、「印刷基材やバリアフィルムの材料およびラミネート
のトータルコストと同等以下を目指しており、近いレベルまできている」（同社）。通常のプラスチック
包材用のヒートシール設備をそのまま使用できる。
　再生可能な循環型資源である紙を基材にするため、ＣＯ2排出量削減などにも貢献する。シーラント無
しでも、のりで封をする事でバリア性能は不十分でも臭いを密閉する袋として展開できる。ハイバリア
製品やヒートシール機能を付加する開発も行っている。

３ 共同印刷　包装用フィルムの耐ピンホール性向上・・・内容物ロス低減
　共同印刷は低温充填や低温輸送で効果を発揮する耐ピンホール機能フィルム「ピンノット」を開発、販
売を開始したと発表した。同社では、パッケージに生じるピンホールは屈曲によるダメージが主因である
ほか、低温充填や低温輸送時にピンホール発生のリスクがさらに高まることを突き止めた。これらの調査
結果を踏まえて、素材や強度などの特性を工夫することで耐ピンホール機能を高めた「ピンノット」を
開発した。
　一般的なピロー包装袋と比べ、製袋充填や輸送で受けるダメージに強いほか、ヶ国な低温充填や低温
輸送でも効果を発揮する。屈曲試験後のピンホール数は、ナイロンとＬＬＤＰＥを貼り合わせた一般包装
用フィルムが室温（２３℃）で３ヶ所だったのに対してピンノットはゼロ、低温（０～５℃）では一般
包装の２５か所に対してピンノットは２ヶ所だった。輸送試験後の破袋状況も室温、低温ともに一般包装
に比べて良好な結果を得ている。

８ ポリオレフィン相次ぎ値上げ打ち出し
東ソー　ＰＥ１５円以上

　東ソーが１１月１日納入分から各製品１ｋｇ当たり１５円以上の価格改訂を表明した。今月に入って
から３社目の打ち出し。原油価格の上昇等により同社は国産ナフサ価格が１ｋＬ当たり６万円を超えると
想定。日本ＰＥ、プライムポリマーに続く値上げ打ち出し。

旭化成も１５円以上
　旭化成は１０月２２日出荷分からＰＥ製品を値上げする。改定幅は１ｋｇ当たり１５円以上。原油価格
の大幅な上昇や為替の円安シフトもあって２０１８年第４四半期以降はさらなるコスト上昇を予想。

１２ インドラマ　再生ＰＥＴ能力倍増・・・フレーク３．５万トン拡大
　インドラマ・ベンチャーズは、タイで使用ずみＰＥＴボトルから再生ポリエステル製品を生産する設備
を増強する。再生ＰＥＴフレークで年３万５０００トン規模の拡大を検討している。タイでの生産能力は
現在の２．２倍となる見込み。循環型経済への取組みの一環で飲料や消費財の容器に再生プラを採用する
動きが強まっており、供給力を高め増加する需要に対応する。
　タイ子会社インドラマ・ポリエステル・インダストリーのナコンパトム工場で拡大を計画している。
再生ＰＥＴフレークが２万９０００トンで、そこから再生中空繊維１万８５００トン、チップ１万５００
トンを手がけているが、これを増強する検討を進めている。原料となる使用ずみＰＥＴボトルは国内外
から調達する。
　インドラマ・ベンチャーズは再生ＰＥＴを重点事業に位置づけ積極的に経営資源を投じている。８月に
フランス再生プラスチック大手ソレプラ・インダストリーの買収を決定。９月には加ループ・インダスト
リーズと再生ＰＥＴ製造の合弁会社を設立すると発表した。

　１０月１５日（月）
１ 精留塔　海洋プラ問題

　大手外食チェーンがプラスチック製ストローの廃止に動き出した。コンビニチェーンでは
レジ袋有料化が検討されている。国内でもプラ製品、特に使い捨て容器包装の使用削減の流れ
がジワジワと広がる様相だ。▼今年１月、欧州委員会が「プラスチック戦略」を公表し、２０
３０年までに使い捨てプラ包装を無くして全量リサイクルを目指す新方針を打ち出した。６月
のG７では海洋プラスチック憲章が提起され、国際的な議論が活発化している▼背景にあるの
は、世界の海を漂うプラごみ問題。投棄や埋め立てられた廃プラが海洋中で微細化し、それを
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魚や海洋生物が摂取する。生態系の破損をもたらす環境汚染である。海洋中のプラごみ量は、
増加の一途で、５０年には魚類の総量を上回るという試算もある▼日本もプラスチック資源
循環戦略の検討を進めるが、欧州の動きは早い。世界の環境規制の多くは、理念先行で物事の
仕組みを作る欧州が議論を主導し具体化されてきた。パリ協定に「気候正義」を謳ったのも、
その例の一つ▼海洋プラ問題が先鋭化すれば、「生物多様性正義」という理念が出て来るだろ
う。使い捨て製品は正義か不正義かが論じられ、正義の前ではプラ製品の有用性や利便性は、
二の次、三の次にされる・・・。国際的な議論がそんな報告に向かわぬように願う。

　１０月１６日（火）
１１ 環境副大臣　秋元司　氏・・・産業・環境の両面で脱炭素見向けた取り組みに意欲

　「脱炭素は進むべき方向であることは間違いない。産業・環境ともに目指す頂きは同じだ」。
今般の内閣改造で就任した秋元司環境副大臣は、こう力を込める。国土交通副大臣、内閣府副
大臣を歴任してきたが、「これまでは開発側の視点がメーンだった」。だが、「産業にとって
も環境は切り離せない問題」と指摘し、今までの経験を踏まえつつ、独自性を発揮していきた
い姿勢をみせる。
　世界各地で注目を集める海洋プラスチックごみ問題などを踏まえ、資源の有効利用の観点か
らも「循環社会の構築が急務だ」と訴える。エネルギー問題に関しても「ベストミックスを
念頭に置くべき」としつつも、地球温暖化防止に向け「産業界も研究開発に取り組んで欲しい」
と呼び掛ける。技術の磨き上げを通じ「環境先進国として日本が世界に手本を示すことができ
れば」との意気込みだ。
　また、原子力防災副大臣でもあることから、万一の事故発生時に備え「自治体と連携しなが
ら対応していく」と語る。

１１ 政府主導で就活新ルール省庁会議が初会合
　政府は１６日、就職・採用活動に関する新たなルールについて協議する関係省庁連絡会議
（議長・古谷一之官房副長官補）の初会合を開いた。
　経団連が、現在大学２年生以下の２０２１年春以降の新卒者の就職活動のルールを設けない
と決めたことを受け、経済界と大学の意見を踏まえつつ政府主導で対策をまとめる。

　１０月１７日（水）
１ 海洋プラごみ問題　問われる化学の力（上）

　科学的知見で議論を
「レスポンシブル・ケア（RC）の精神に鑑み、率先して取り組むべき問題だと強く認識してい
る」。と９月７日に発足した「海洋プラスチック問題対応協議会（JａＩＭＥ）」の会長に就任
した日化協の淡輪敏会長は、急速な関心の高まりを見せる海洋プラごみ問題について語る。
　ＪａＩＭＥは日化協、石化協、日本プラスチック工業連、プラ循環協、塩ビ工業・環境協会
（ＶＥＣ）を共同事務局とし、４０社・団体が会員となり、一大流出源とされるアジアへの
働きかけや科学的知見の蓄積等４テーマを軸に、２０２０年まで活動する。
　ＥＳＧ投資の流れを踏まえ、業界としても廃プラの流出防止に長年、取り組んできたことを
発信するとともに、、多岐に亘る論点を整理していくというのが問題意識だ。
　政府も本格的な対策に乗り出している。環境相は７月「プラスチック資源循環戦略」の策定
を開始した。レジ袋の有料化をはじめ、発生量の抑制や流出防止へと結びつく施策を盛り込む
方針を固めている。１０月１９日の有識者会議で中間案を示し、今年度末までにまとめる予定。
リサイクル率も足元の８４％から３５年までに１００％へと引き上げ数値目標を戦略に入れる
方針だ。
　「官邸も海洋プラごみ問題を非常に気にしている」。複数の省庁関係者はこう明かす。来年
６月大阪で開催するＧ２０を目指し、国際社会を先導できる取り組みを打ち出せるように経産
省や環境省等に発破をかけている。

　脱プラスチックに戸惑い
　海洋プラごみ問題を巡っては“脱プラ”が先行しがちなことに戸惑う関係者は、官邸を問わ
ず多い。食品ロスを防げる高機能プラ包装を例に「トレードオフの関係にあるものをどう解決
できるかを含めた検討が必要」と指摘するのは石化協の森川宏平会長。淡輪会長も「廃棄の
視点が重要だ」と強調し、科学的知見に基づく議論の大切さを訴える。
　ポジショントークと思われることなく、プラ有用性に関する説得力ある意見を社会にどうす
れば届けることができるのか。化学メーカーや業界団体は正念場を迎えている。

２ 宇部フィルム・・・家庭用ラップ　安定成長　栃木で生産能力２．４倍
　宇部興産子会社の宇部フィルム（山口県山陽小野田市）は家庭用ラップの関東圏等での販売
を強化する。前期までに栃木県内の工場を移転・増強し、生産能力を２．４倍に拡大。デジタ
ルマーケテイングも駆使しながらファン層を広げる。家で食事をとる内食化の流れや単身・共
働き世帯の増加で底堅いラップの内需を取り込み、２０１９年度以降も年数％の成長継続を目
指す。
　宇部フィルムの家庭用ラップ「ポリラップ」は１９７５年の発売から４０年以上のロング
セラー商品。ポリエチレン製の無添加ラップ。宇部丸善ポリエチレンから供給を受ける原料
樹脂を用いラップまでグループ内で一貫生産する。栃木県佐野市に買収した工場を改修し、
同社の旧工場から生産設備を移転・集約し、昨年９月に本格稼働を開始した。
　同社基幹工場の小野田工場（山口県）とほぼ同規模となり、東西の生産能力を均衡させて
山口県から東日本エリアまで運んでいた物流の効率化を図り、災害に備えるBCP対応の強化の
狙いもある。
　２０１６年から商品の特徴やポリラップを使った簡単レシピ等を紹介する専用ホームページ
を運営し、ＳＮＳとも連動させる等リピート顧客の拡大に向けたデジタルマーケテイングにも



積極的だ。
　家庭用ラップの国内市場は人口減の影響があるものの、個食化などから１人当たりの使用量
は増加傾向にあり、年間生産量は約４．２億本で推移する。同社の市場シェアは約１７％で国
内３位。同社の１７年３月期の売上高は約１００億円で、ポリラップが約５割を占める。

　１０月１８日（木）
１ 海洋プラごみ問題　問われる化学の力（中）

　実態の適切な把握を
　海洋プラごみ問題解決を図るには、実態把握と国際連携の推進の２つが欠かせない。マイクロプラス
チック（ＭＰ）を含めたプラごみが海中に広く存在することが確実とはいえ、どのように分布しているか
などについては断片的にしか判明していない。また。海という特性を踏まえると、日本１ヶ国での対策に
は限界がある。途上国を巻き込んだ形で協力をしていく必要がある。
　２０１８年８月に経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が発表した推計によると、最大で１２００万トンの
プラごみが海に流れ出たとする。だが、どの程度の量がどこにあるかなど詳細は分っていない。とくに
人体への悪影響が懸念されるＭＰは、「発生メカニズム」の研究が不足している」と九州大学の磯部教授
は指摘する。そもそもＭＰを計測する技術も十分ではない。
　そこで実態を適切に把握することを目指し、海洋開発研究機構（ＬＡＭＳＴＥＣ）は、ＭＰを迅速に
計測できるシステム開発に乗り出している。日本化学工業協会も、ＭＰの生成機構解明を化学物質安全に
関する長期的な研究支援活動「ＬＲＩ」の対象にすることを検討。この様に客観的な議論に向けた知見の
積み重ねが始まりつつある。
　一方、効果的な対策を進めるため、経産省や環境省は国際連携へ動き出している。当面の課題は、プラ
ごみの流出量が多いとされているアジアでの協力体制をどう構築するか。海流の関係から、漂着物が
押し寄せる日本としても果たすべき役割は大きい。経産省は、９月の「日中化学産業政策対話」で海洋
プラごみ問題解決を目指し、日中両国で協力していくことで合意した。具体的な内容はこれから詰めるが、
ペレットの漏洩防止など日本で培ってきたノウハウの紹介が中心となる見通し。東南アジア各国とも協力
の可能性を探っている。環境省も国連環境計画（ＵＮＥＰ）の枠組みなどを通じ、国際的な議論に参加
している。プラごみを適正に管理・処理できる技術を途上国に移転することも課題となる。
　もう一方でポイントとなるのが、政府の「プラスチック資源循環戦略」でも盛り込む「サーマルリサイ
クル」という考え方を国際社会にどう主張するかだ。プラリサイクル率が８４％と高い日本だが、そのう
ち半分以上を廃プラを焼却し、熱エネルギーとして回収するサーマルリサイクルに依存する。欧米では
埋め立てが主流ということもあり、東京農工大学の高田教授は「国際的には通じない概念だ」と指摘する。
　ただ、マテリアルリサイクルに適さない多層フィルムのような製品には、サーマルリサイクルが適して
いるとの考え方もある。日化協など業界５団体を共同事務局とする海洋プラスチック問題協議会（JaIME）
は、サーマルリサイクルの有用性を科学的に評価する研究を支援し、得た知見を対外的に発信する方針を
掲げている。

１ プラ工連　プラ最適利用へ５方針・・・循環戦略への反映狙う
　日本プラスチック工業連盟は、「プラスチック資源循環戦略の基本的な考え方」を公表した。プラス
チックの最適利用社会の実現に向けて行政および国内外の関連業界などとの連携のもとに取り組むべき
テーマとして５項目を選定した。海洋プラスチックごみ問題が国際的な課題として取り上げられるなか、
プラ工連としても課題解決に向けて日本のプラスチック産業界としての方針を示す。
　プラ工連が打ち出したのは、①プラスチックの多様かつ有用な機能を生かし、ライフサイクルの視点
から環境負荷を削減することにより、環境配慮との両立を目指す②プラスチックのより賢い使用のために
使用者・消費者との理解促進と協働に取り組む③ケミカルリサイクルやエネルギー回収などの有効利用を
進めながら、再生材の利用促進に向けて、使用者・消費者ともに新しい価値および新規需要の創出に努め
る④バイオプラスチックの活用など、持続可能な社会実現に貢献するプラスチックのイノベーションに
取組む⑤プラスチック業界が率先してサプライチェーンを通じた海洋プラスチック問題の解決に取り組む
の５項目。
　環境省は政府の取組みの大方針となる「プラスチック資源循環戦略」の策定を進めており、１９日に
中間取りまとめ案の提示後、年内にも素案をまとめる方針。プラ工連も議論に加わっているが、プラ工連
としての考え方を提示することで同戦略への反映を狙った格好だ。

２ 社説　プラ環境負荷低減で専門商社に商機
　社会的に関心が高まっているマイクロプラスチックによる環境影響やＰＥＴボトルの再生処理といった
課題に対し、これを商機ととらえて専門商社が活発な動きを見せ始めた。
　洗顔剤や歯磨き粉に含まれるマイクロビーズは欧米で規制が強化され、日本でも自主規制が広がってお



り、より環境負荷の少ない素材に移行していく可能性は高いだろう。そうしたなかで専門商社が独自の
素材を提案し始めている。岩瀬コスファは１００％天然由来の新しいスクラブ剤「スクラビューティー」
の提案を強化している。福島県棚倉町の地層中から採取される多孔質天然無機物「ミロネクトン」を母粉
体に寒天を結着剤に用いて造粒し、粒径０．３～１ｍｍのスクラブ剤にしたものだ。島貿易は、ホホバ
由来原料を中心に環境に優しいスクラブ剤を提案している。「水添ホホバ油」「ホホバエステル」「水添
ホホバ油と水添ヒマシ油」の３製品があり、さまざまな粒径・色を揃える。
　一方、中国が今年１月に廃プラの輸入を禁止したことで、それまで輸出されていた「事業系」と呼ばれ
る、飲料自動販売機脇やコンビニ、レジャー施設などで回収されるＰＥＴボトルが行き場を失う懸念が
強まっている。こうした状況から専用のリサイクル装置に対するニーズが高まってきた。双日マシナリー
は、中国製リサイクル装置の日本での販売を加速する。すでにリサイクル大手３社が採用、他社も検討中。
　生分解性プラスチックに対する期待も高まっている。ＧＳＩクレオスは、伊ノバモント社の生分解性
プラを今月から輸入販売する。農業用マルチフィルム向けだけでなく、多様な分野のニーズに応えていく
考えだ。生分解性プラは割高なのが普及のネックだが、これを機に市場が拡大する可能性もある。
　わが国は第４次循環型社会形成推進基本計画に基づくプラスチック資源循環戦略を来年のＧ２０までに
策定する。容器包装の削減や使用ずみプラスチックの回収・再生利用、バイオプラスチックの実用性向上
などが俎上に載るようだ。
　専門商社は、これら事業環境の変化に機敏に応え、持続的発展を目指すべきだろう。

３ 積水ヒノマル　食品容器の特殊化加速・・・汁漏れしない内嵌合設計、宅配・持ち帰りに的
　積水化学工業グループの積水ヒノマル（熊本県）は、食品容器事業の特殊化を加速する。顧客の食品
メーカーなどと協力して小ロットから作り込む独自容器の開発力を強みとしていくのに加え、精密な内
嵌合で液漏れしない容器を宅配食やテイクアウト分野に広げていく。従来、ＰＳ系に集中していた原料
素材の多様化も視野に入れており、来年３月には鳥栖工場（佐賀県）に「ＰＰフィラー」と呼ばれる耐熱
ＰＰ製の容器も製造できる真空成形機を導入する。すでに外部委託品で市場開拓に乗り出しており、規模
が拡大すれば自社製造に切り替える。

８ 住友化学　ＰＥとＰＰを１６円以上値上げ
　住友化学は、１０月２２日納入分からＰＥおよびＰＰを値上げする。改定幅は１ｋｇ当たり１６円以上。
想定したナフサ価格が大きく変動する場合は、改定幅を修正することもある。

１１ 国際海事機構（ＩＭＯ）海洋プラで行動計画・・・２０年目途・新規措置も念頭に
　ＩＭＯは、海洋プラスチックごみの削減を目指し、アクションプラン（作業工程表）を策定する。海洋
プラごみ問題が関心を集めるなか、国際海運業界の観点から実効性のある取組みを展開するのが狙い。
２２日に始まるＩＭＯ海洋環境保護委員会（ＭＥＰＣ）で作業に着手し、新規の規制措置の導入も念頭に
置き、２０２０年までにまとめる。
　洋上の船舶から不燃物を海中に投棄する行為はマルポール条約によって禁止されており、プラごみも
該当し、陸上に持ち帰って処分しなくてはならない。ＩＭＯは船舶から生じるプラごみに関する対策の
充実を目指し、まず実態把握調査に乗り出す方針だ。船舶塗料や汚物以外の各種汚染水による環境影響も
対象としていく。
　マイクロプラスチックの原因の一つとされる漁具に、固有のＩＭＯ番号の指定を義務づけることも議題
の一つ。廃棄物記録簿の対象となる船舶を拡大することも検討。現状では総トン数４００トン以上の外航
船のみが対象となっている。

　１０月１９日（金）
１ 海洋プラごみ問題　問われる化学の力（下）

　材料特性踏まえ対策
　海洋プラスチックごみ問題に対し、業界団体などが「まずは実態把握」の立場を取るため、包装材料
メーカー、コンバーターの多くが様子見の構えをみせる。ブームに飛びつかないのは市場の違いも影響
している。生分解性樹脂を堆肥化できるコンポスト施設を備える欧米と、リサイクル文化を育んできた
日本とでは、立つ土俵が違うからだ。国内で事業展開する包材メーカーは日本の指針が示されないと
身動きがとりずらい。一方、生分解性樹脂を扱い、グローバル展開する化学メーカーはいち早くコンポ
スト市場に目を向ける。また、製紙業界においても、海洋プラごみ問題は「脱プラ」の動きに重なり、
商機につながっている。
　「これまで３Ｒを軸に環境負荷低減を進めてきた。今後も薄膜化やリサイクルしやすいモノマテリアル
化といった取り組みは変わらない」。リサイクル文化に沿って包装材料の工夫を重ねてきた包材メーカー
の言葉は重い。薄膜化はごみの低容化につながり、単一素材で包装材料を構成すればリサイクルしやすく
なる。
　こうしたリサイクル国家の日本に、欧米発の包装材料のトレンドが波及する。欧州では包装材料に生分
解性素材やバイオマス原料を求める法整備が進み、米国の西海岸でも生分解性樹脂を用いた包装材料の
普及が進む。これらの地域では生分解性樹脂を適切に処理できるコンポスト施設が充実する。
　植物由来かつ生分解性の特徴を持つ包装材料をコンポスト処理すれば、この２つのメリットを十分に
生かせる。しかし、日本では焼却処理になるため、バイオマス原料の特徴しか生きない。それでも石化
由来よりは環境に優しいと、生分解性樹脂へ国内ブランドオーナーの食指が動く。ある生分解性樹脂メー
カーは「日本でも引き合いが強まっているが、樹脂の特徴をしっかり理解しているかは疑問」と話す。
樹脂本来の特徴を把握せずに市場が広がれば、誤った方向に進みかねないとイメージ先行の現状を危惧
する。
　近年の包装材料のテーマに、バリア性を生かした食品のロングライフ化がある。環境負荷低減と食品
ロス削減。さらにモノを守るという包装材料本来の機能を果たしつつ、新たに生分解性樹脂も組み合わせ
ていく。あらゆる社会的要請が絡むなか、包材メーカーはどこに重点を置くべきなのか。今後の業界、
政府の指針が一つの目安となる。
　川上分野に目を向けると、差別性の高い生分解性素材を手がける日系メーカーが欧米市場で認知度を
高めている。三菱ケミカルはバイオＰＢＳを欧州で展開。足元では１００％バイオのＰＢＳ、新たな生



分解性樹脂の開発に取り組み、グループの日本合成化学工業が手がける生分解性バリア材のＢＶＯＨと
合わせ、攻勢を強める。
　クラレは生分解する唯一のバイオマス原料のバリア素材「プランティック」を手がける。オール生分解
素材で構成すればコンポストに対応でき、プランティックをＰＥＴ層で挟めば、バリア層が生分解しリサ
イクルできる。
　フタムラ化学はセルロースフィルム（セロハン）の世界最大手。防湿コートセロハンは主に包装材料の
表基材に用いられ、ポリ乳酸（ＰＬＡ）よりも生分解性が高い。カネカの「カネカ生分解性ポリマー
ＰＨＢＨ」は、コンポストだけでなく海水中でも生分解するため、今後さらにニーズが高まりそうだ。

１ 廃プラ禁輸影響じわり・・・環境省が調査、資源循環網充実へ
　環境省は１８日、中国の廃棄プラスチックの輸入禁止措置にともなう影響に関する調査結果を発表した。
回答した自治体からは心配されていた廃プラ類の不法投棄は確認されなかったものの、上限超過などの
保管基準違反が生じている状況にあることが分かった。一部の処理業者では受入制限が始まっているため、
同省は「不適正処理事案が発生する懸念がある」としている。
　全国の３８都道府県、６４政令都市、１７５の廃プラを取り扱う産業廃棄物処理事業者から回答を得た。
１月以降の状況変化について、自治体から最も多かったのが「処理費用の増加」で、「処理先確保の困難
化」がそれに続く。また、管内で「保管基準違反が発生した」との回答が２６件あった。
　一方、処理業者からは「保管量が増加」という回答が目立つ。このため、３割を超える中間処理事業者
が受入制限を「行っている」「検討中」とした。買い取り価格の低下と逆有償化を背景に費用を値上げし
た事業者も多く、収集運搬で２３％、中間処理では４３．８％に達した。
　今回の調査結果を踏まえ、同省は自治体と事業者が共同運営するような処理施設に協力を求めるととも
に、稼働率に余力のある既存設備の活用を進める考え。また、助成などを通じ、国内リサイクル設備の
さらなる充実も急ぐ。

２ プラ工連　リサイクル推進リード、来年５月めど戦略まとめ
　プラ工連は１８日に都内で会見し、プラ工連として策定に乗り出した「プラスチック資源循環戦略」の
方向性を説明した。環境省が策定を進めているプラスチック資源循環戦略に先行することで、「プラス
チックリサイクルに主体的に取組んでいる」(岸村専務理事）姿勢を示した。国の政策や海外の動きも
踏まえ、２０１９年５月の総会までにまとめる。
　８月にプラスチック資源循環委員会の設置を決定。９月に審議に入り、このほど基本的な考えをまとめ
た。マテリアルリサイクルを中心に再利用を促進。再生材の価値向上や市場開拓に努め、リサイクルを
前提にしたプラスチック製品の開発を促進していく。廃プラを埋め立て処理や輸出に回さない１００％
国内循環を視野に、ケミカルリサイクルや熱回収などの有効利用も進める。ごみ処理や海洋ごみへの対応
も盛り込む。バイオプラスチックの位置付けも検討していく。

２ ９月　主要４樹脂出荷前年割れ
　石油化学工業協会は１８日、９月の主要４樹脂の生産・出荷実績を公表した。ＬＤＰＥなど４樹脂すべ
ての出荷が前年同月を下回った。定期修理による生産減の影響を受けた。
　出荷量は、ＬＤＰＥが７％減、ＨＤＰＥが１％減、ＰＰが１０％減、ＰＳが４％減となった。輸出は
ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＰＰが減少、ＰＳは増加。在庫水準はＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＰＳがやや高め、ＰＰ
は適正からタイト傾向にある。

２ ９月エチレン生産　２基定修入りで１１％減、稼働率は９５％を継続
　経産省が公表した９月エチレン生産速報によると、生産量は４７万６２００トンと前年同月に比べ
１０．９％減った。東燃化学川崎製造所（川崎市）と出光興産の徳山事業所（山口県周南市）のエチレン
設備２基が定期修理を実施。定修入りの設備がなかった前年同月に比べ生産量が下回った。稼働率は９５
％で、２ヶ月連続で実質フル稼働水準の９５％を上回った。
　１８年は国内で１２基あるエチレン設備のうち７基が３～１０月に定修を実施する集中年にあたる。
アジアでは韓国や台湾、シンガポールでも定修の計画があるので、エチレンの需給バランスはタイト基調
が続くとみられる。

２ ８月エチレン換算輸出入　輸出量１６．７％減
　経産省が公表した８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前年同月比で
１６．７％減少した。品目別にみると、エチレンが３５．４％減、ＨＤＰＥは６．１％減の１万９７６
トン、ＬＤＰＥは７．９％増の１万２８１６トンであった。エチレン系製品の輸入量は前年同月並みの
７万５７３８トン。エチレンは５％増、酢酸エチルも３１．２％増、ＬＤＰＥは４．１％減の３万４５２
トン、ＨＤＰＥは２２％減の１万５８８７トンであった。

４ パナ・ケミカル　高品質資源プラに商機・・・認知度を高め業界活性化
　昨年、中国当局が生活由来の廃プラ輸入禁止を打ち出したことで、世界の廃プラ業界が混乱している。
中国以外の行き先を求めて東南アジア各国に廃プラが集中したことをうけ、これらの国でも規制が強化
されたことも追い打ちをかける。しかし、発泡スチロールを中心に使用ずみプラスチックの輸出に長年の
実績を持つパナ・ケミカルは今も安定した輸出先を確保し続けている。犬飼社長は「安価で良い原料で
あれば今でも販売できるということを知ってほしい。高い品質を持った”資源プラ”の認知度を高め、
業界の活性化につなげていきたい」と語る
◆廃プラの貿易環境が激変しています。
　中国はもともと今年から生活ごみの輸入を禁止する方針を打ち出していたが、実際年が明けてみると
工場由来の廃プラについても輸入ライセンスをほとんど出さなかったため、全面禁止同然の状況となった。
一次は年７００～８００万トン輸入していたのがなくなったわけで、中国国内の再生工場も規制強化で
稼働率が上がらないから、その分バージン原料の輸入を増やしている。そのため世界の廃プラ業界が混乱
する一方、日本の樹脂需給は締まっている、一部バージン樹脂のアジア市況は下がり始めても日本はまだ
値上げを打ち出している状況だ。
◆東南アジア各国も規制を強めています。



　影響はあるが、全面禁止ではなく”良いものは買っていこう”というスタンス。当社の中国や香港の
顧客は東南アジアに工場を作り、原料化して中国に輸出したり、東南アジアで消費したりというルートが
できている。高値で購入してくれていた中国の市場が消えたことで市況は低調だが、その分米国や中東
など遠い地域でも買ってくれるようになった。当社からの輸出はまったく止まっていない。
　改めて強調したいのは、熱可塑性プラスチックは何度でもリサイクルできる優れたもの。リサイクルの
過程で熱をかけて殺菌もできる。だからこそ中国も当初、禁止は生活ごみ由来だけとしたはずだが、結果
的に来年から全面禁止となる。最初はこれほどすばらしいものを禁止することに納得がいかなかったが、
よく考えてみると中国が廃プラの輸入を始めたには２００３年頃。本格拡大した０６年以降で考えても
１２年間も世界のプラスチックの静脈産業を守ってくれていたことに感謝したい。とくに近年は中国の
人件費が高騰するなかでよくやってくれていたと思う。
◆「資源プラ」の取組みに力を注いでいます。
　こうした状況だからこそ、高品質の”製品”である資源プラの考え方が生きてくる。当社は数年前から
（品質的に）良いものに特化すると決めた。リサイクルビレッジというチームを作って品質レベルを従来
以上に高めれる機械開発の取組みも続けている。東南アジアは１０年前の中国と違い、いくら廃プラを
再生しても内需がさほど大きくないので”汚いものでも買いたい”という貪欲さはない。フィルム、
キャップごと粉砕しただけのＰＥＴボトルのように、複数の樹脂が混ざったミックスプラは分離工程で
残渣が出る。こうしたものは輸出できないが、単一素材であればバーゼル条約でも廃棄物として扱わない。
日本からこれまで輸出してきてあ規模を年間１５０万トンとすると楽観的にみて半分、場合によっては
１００万トンはそのままでは輸出できないかもしれないが、”良いものであれば販売できるルートがある”
ということを再生業者にも産廃業者にもしっかり伝え、日本のプラスチックの静脈産業の支えにしたい。

８ プラ製品８月出荷３％増
　プラ工連が経産省のデータをもとにまとめた統計によると、８月のプラスチック製品出荷は、４５万
３９７１トンで前年同月比３．３％増加した。２ヶ月連続の増加。中空成形以外の容器の増勢が続き
２１．０％増であった。主力のフィルム・シートは１．７％増の２１万１９３７トンだった。

８ 三井化学製品値上げ　エラストマーを１０円以上、機能性コンパウンド製品も１０円以上
　三井化学は１１月１日納入分からエラストマー製品（タフマー、三井ＥＰＴ、ビューロン）を値上げす
る。改定幅は１ｋｇ当たり１０円以上。また１１月１日納入分から機能性コンパウンド製品（アドマー、
ミラストマー）を値上げする。改定幅は１ｋｇ当たり１０円以上。
　いずれもナフサ価格高騰、副資材、ユーティリティー、物流コスト上昇が理由。


