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1 カネカ　ＰＨＢＨストロー　セブン新商品採用

3 新型コロナ影響　ＭＥＫ　アジアで値差拡大

3 プラ工連　２月プラ製品出荷、容器出荷が増加
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4 日本肥料アンモニア協会　新会長に岩田氏

7 Ｐ＆Ｇ　プラごみ回収プログラム
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6月1日

　新しいストローはスイーツ用で、昨秋からアイスコーヒー用として採用されている従来品より口
径が大きい。2日から全国の店舗で順次導入される。ＰＨＢＨ製ストローは、店頭でドリンクを提
供する「セブンカフェ」のラインアップに新たに加わる「カフェラテスイーツ」に採用。カフェラ
テと氷やビーズ状アイスを一緒に楽しむ商品で、飲みやすいように口径を8ミリに広げた。

　三井化学は、成長領域に位置付けるモビリティおよびフード＆パッケージング（Ｆ＆Ｐ）の２事
業で、全社一丸のソリューション提供を目指す。新型コロナウイルスなど外部環境が激変し、自動
運転や電動化などのＣＡＳＥに代表される顧客産業の新たな取り組みが進むなか、グループの英知
を結集させ総合力によってソリューションを提案し、機動的に資源投入できる体制が不可欠と判
断。横串組織として４月にセンター・オブ・エクセレンス（ＣｏＥ）を新設、全社視点に立った
マーケティングを開始した。今年度は機能・責任・権限など詳細を詰め、来年度に本格的なＣｏＥ
体制へ進化させる計画だ。

　メチルエチルケトン（ＭＥＫ）はアジアと欧米で値差が広がっている。アジアでは新型コロナウ
イルスの影響で需要が減退し、１トン当たり８００ドル前後に下落。一方、欧米は新型コロナによ
る需要減はあるが、それ以上に供給が落ちているため強含んでいる。欧州ではガソリン需要の減少
でクラッカーの稼働が低下。ＭＥＫ原料の生産も細り、原料不足で低稼働の状況にある。欧州は足
元で２１５０ユーロ前後、欧州を供給源とする米国は１９５０ドル前後と高騰している。

　日本肥料アンモニア協会は、次期会長に住友化学の岩田圭一社長、副会長に片倉コープアグリの
野村豊社長をそれぞれ選出した。任期は２０２０年７月１日から２年間。

　日本プラ工連が経産省のデー
タを基にまとめた統計による
と、2月のプラスチック製品出
荷は、全同月比1.3％減（42.4
万ﾄﾝ）だった。主力のフィル
ム・シートは1.3％減と微減。
下げ幅が最も大きかったのは発
泡製品で7.1％減。一方で容器
は中空成形品、それ以外の製品
とも前年同月の実績を上回っ
た。

　リサイクルベンチャーの日本環境設計と共同で、消費者に「対価」を支払うリサイクルプログラ
ムを始める。通信アプリ「ＬＩＮＥ」と連動し、プラごみを所定の回収ボックスに投函すればＬＩ
ＮＥポイントが付与される。6月から2か月間、北海道で試験的に運用し将来的に全国展開を目指
す。
　北海道エリアの小売店、サッポロドラッグストア174店舗でＱＲコードのついた専用回収ボック
スを設置。コードを読み取りＰ＆Ｇの洗剤やシャンプーなどボトル、詰め替えフィルムをボックス
に入れればＬＩＮＥポイントが5ポイント付与される仕組み。



7 ２０年版「ものづくり白書」　企業変革力ＤＸで強化を

7 ＪＡ全農　20肥料年度秋肥尿素など値下げ

8 ベトナム　ポリオレフィン需要好調　ＰＥ、1-4月5％増

（火）

1 ＡＧＣ　島村琢哉社長（コロナ禍に立ち向かう　緊急インタビュー６）

1 三井化学　気候変動・プラ戦略Ｇ新設

●…コロナ後の世界でそれまでと変わるもの、変わらないものは。
　「グローバル化の定義が非常に難しくなってきている。製造業においてはより安いコストで作れ
るところへ進出することが一つの定義だった。それまでの地産地消から、安いところで作って輸送
することがスタンダードになっていった。ところが（新型コロナで）日本一国ですべては調達でき
ない、必需品であっても輸入に頼らざるを得ない状況を突きつけられた。そうなると、今までグ
ローバル化と思い込んでいたことが本当にそうなのか。分業化はウィンウィンがベースのはずなの
に、ある意味では相手にとって脅威を与える武器になっている。今後、政治対立やポピュリズムが
より先鋭的になれば、経済の、とくに製造業のブロック化が進んでいくという懸念を持っている。
素材産業はサプライチェーンの姿を見直さなければならなくなる」
　「他の気づきとして、在宅勤務でそれほど人が来なくても本社などの事務所は回ると分かった。
しかし工場はそうはいかない。デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）が一つのキーワード
で、製造業ではスマートファクトリーが大きなターゲットになる。従業員の安全確保を考えると、
極論すれば無人でも工場が動くぐらいのことが必要ではないか。人口が減って人手不足になること
を嘆くよりも、ＤＸが出てきたことでＡＩ（人工知能）やＩｏＴ（モノのインターネット）を駆使
して情報の収集作業を機械に任せて、出てきた情報データを使ってクリエイティブな仕事をするこ
とが、人間の大きな役割になってい

●…コロナ危機を受けて、経営者として社内外に発信したいメッセージは。
　「われわれは何かが起きたときに対応する是正措置はとってきたが、これから先は見えない脅威
に対し、会社を含め個々人も日頃から予防措置をとっていかなければならない。また、こういう時
に改めて企業の真価が問われる。自分たちが社会にどのような貢献ができ、製品がどれだけ必要と
されているのかを冷静に再認識するべきだ。私心を捨て、社会の安全と復興に対して一致団結して
自分たちのやるべきことを貫いていくことが必要だ」
　

　政府は２９日、２０２０年版
ものづくり白書を閣議決定し
た。新型コロナウイルス感染拡
大をはじめ、不確実性の高まる
世界での製造業のあり方を示し
た。環境の変化に柔軟に対応す
る「企業変革力」（ダイナミッ
ク・ケイパビリティー）が競争
力の源泉になるとし、デジタ
ル・トランスフォーメーション
（ＤＸ）による強化を求めた。
サプライチェーンの効率化をグ
ローバルに追求してきた従来路
線の見直しを迫った。

6月2日

　ＥＳＧ推進室内に「気候変動・プラ戦略Ｇ」を6月15日付で新設する。プラスチックは、昨日の
高度化を通じフードロス削減やエネルギー効率改善など社会課題解決に貢献する一方、多くの温室
効果ガスを排出し製造するため機構変動への影響が大きい。資源を消費して廃棄するする一方通行
の経済から、資源を回収し再生・再利用する循環経済への転換が必須として、同車は気候変動対応
としてプラスチック問題を一体の課題としてとらえた取組みを一段と加速するため、同グループを
新設する。

　ＪＡ全農は、20肥料年度秋肥料の価格を決定した。輸入尿素は前期春肥対比で4.5％減、国産尿
素が同5.7％減、重焼リンが同0.6％減、石灰窒素が同1％減、塩化カリ同4.4％減、ケイ酸カリ同
1.3％減の値下げとなった。また、硫安が同.9％増の値上げ。1日分から適用。
　背景には、輸入窒素は国際市況の軟化、国産窒素は海外より市況が他雨に推移しているが、輸入
品に連動させ、下げ幅を多めにとることにした。

　ベトナムのポリオレフィン需要が好調に推移している。新型コロナウイルス感染症の拡大で4月
にロックダウンを実施し経済活動が制限されたが、ＰＥ市場は2020年1-4月に前年同期比5％拡大し
た。ＰＰも包装資材や衛生材料向けなどが堅調。世界的に経済が冷え込み各国の汎用樹脂需要が鈍
化するなか、ベトナムは樹脂加工メーカーの中国からの生産移管なども追い風に右肩上がりの成長
を続けそうだ。



2 【社説】環境対応徹底の強い決意示した東レ

2 矢野経済　国内バイオマスエネ　20年度5000億円台に

8 アズビル　パンデミック対応空調　病院用途に積極提案

8 ＪＦＥエンジ　地熱ゼロエミッション提供

（水）

1 三井化学　ＩＣＴ・医療機器を育成　今年度中に石化再構築策
　三井化学は２日、経営概況説明会を開き、橋本修社長がウェブ会見に臨んだ。２０２０年度はモ
ビリティと基盤素材の２事業が新型コロナウイルスの影響を大きく受ける見通しで、基盤素材は在
庫評価損も膨らみ赤字転落を予想する。橋本社長は「コロナ禍が長期化しさらに下方圧力が強まる
可能性はある」との認識を示しつつ、「現在進めている財務基盤強化など諸施策を総動員し、２０
年度目標数値（コア営業利益３５０億円）は死守する」と強調した。そのため基盤素材においてさ
らなる再構築策を今年度内に固める一方、ＩＣＴ（情報通信技術）材料、医療機器を次世代のコア
事業に育成するため積極投資する方針だ。とくにＩＣＴ事業は「早期に売上高１０００億円規模を
目指す」とし、新事業創出を急ぐ。

　アズビルは新型コロナウイルスなど感染症対策に最適な病院向けパンデミック対応空調システム
の提案活動を活発化する。病院内の空調圧力を感染症対応病床へスムーズに切り替えでき、感染症
の急激な流行時に効力を発揮する。今年に入り、全国の病院から問い合わせが急増している。
　アズビルのハイブリッドタイプのパンデミック対応空調システムは、感染症対応の病床空調への
切り替えがパソコンで簡単に実施できる。平時にはリハビリ室など「等圧」の部屋として使い、感
染拡大が発生した際には「陰圧」に切り替え、ウイルスが病室外に拡散することを防ぐ。風量制御
システムにおける等圧から陰圧への切り替えには、風量制御バルブ「インフィレックスＶＮ」を活
用した。高精度で高速応答性、安定性に優れる。医療施設内の汚染管理区域や高度清潔区域で必要
な安定した室圧環境を維持し、院内空気感染リスクを低減する。
　同システムは気流方向と流入風量が一定のため、空間空気の逆転を防ぐ。また、室内の陰圧を維
持し、扉の開閉による室内圧力の変動に影響を受けず、安定した室圧バランスを確保する。さらに
用途に応じてワンタッチで等圧と陰圧の切り替えが可能だ。

6月3日

　2020年度によけるバイオマス発電、バイオマス熱（蒸気）供給、バイオ燃料の合計は、19年度見
込みに比べ12％増（5564億円）と予測。市場規模は21年に6160億円、25年7608億円に拡大すると予
測している。バイオマス発電事業の課題の一つが原燃料の調達。木質バイオマス発電所の増加に伴
い原燃料の受給バランスがひっ迫する地域が出てきており、発電所の安定稼働、シュエ規制のリス
ク要因になると指摘。また、アームヤシ殻など輸入燃料は、海上輸送に伴うエネルギー消費、輸出
国でのエネルギー地産地消の観点から使用に対して慎重な見方が出てきている。

　ＪＦＥエンジの子会社のアーバエナジーは、いわて生協の4店舗に新電力メニュー「八幡平地熱
ゼロエミッションプラン」の提供を開始した。今回の同メニューに非化石証書を付加し、ＣＯ２排
出係数をゼロにした。

　東レが今後１０年間を見据えた長期経営ビジョン「ＴＯＲＡＹ　ＶＩＳＩＯＮ　２０３０」を発
表した。２０３０年までのグローバルな環境変化として、地球環境問題への意識の高まりや循環型
社会の形成、長寿社会、デジタル社会の進展などが想定されている。この変化に対応するため、グ
リーンイノベーション（ＧＲ）とライフイノベーション（ＬＩ）の両事業を中心に社会的な課題解
決に貢献するとした。
　同ビジョンにおける売上高・売上収益の目標はＧＲが１３年度比４倍、ＬＩが同６倍。両事業の
目標値の合計だけで１９年度の連結売り上げ見通しとなる２兆２５００億円を上回る。
　確かに意欲的な目標だが、日覺昭廣社長の下、過去１０年間で１兆円の売り上げを伸ばした実績
を考えれば、十分に達成可能な数値だろう。しかし、それ以上にインパクトが大きいのが環境対策
目標だ。ＣＯ２削減貢献量を同８倍、水処理貢献量を同３倍、生産活動による用水使用量の売上
高・売上収益原単位を同３０％削減するという。
　東レが祖業とする繊維は、染色などの工程が必要なため、他の産業に比べ水の使用量が多いこと
で知られる。この改善に向け、産業全体で「乾いたぞうきんから、さらに水を搾るような努力を重
ねてきた」（繊維メーカー幹部）歴史がある。水処理システムの性能が向上したとはいえ、東レの
掲げた目標は「アグレッシブな挑戦」（同）であり、舌を巻かざるを得ない。
　この東レの環境対策のキーになりそうなのが、バイオマス燃料と排水リサイクルだ。従来は石炭
で自家ボイラーを稼働させていたが、下水汚泥と建築廃材を混焼したバイオマス燃料の使用拡大を
進めるという。また用水使用量の削減に向けては、東レが持つ排水処理技術を活用。貯槽した工場
排水を処理し、水質調整した後に再び製造工程で活用する取り組みを、さまざまな製造拠点に導入
する。繊維に限らず、すべての拠点で省エネ活動を進めながら、改善事例の相互水平展開を図る考
えだ。
　また長期ビジョンと同時に発表した３カ年の中期経営課題では、繊維と機能性化成品の事業で
「サスティナビリティへの対応」を基本方針に掲げた点も注目される。繊維業界は現在、リサイク
ル材の使用だけでなく、生産段階からエコが求められる時代に突入している。製品はもちろん製造
面からもエコの徹底を図ろうとする今回の表明は、繊維素材のトップメーカーとしての世界に向け
ての明確な決意表明だと見て取れる。東レが実践する、これからの環境対応に注目したい。



1 文科省、経産省　素材・材料で国家戦略　資源循環など１０領域提示

（木）
1 定修シーズン本番　コロナ禍で対策に腐心（上）

1 産総研　ゼロエミ技術で協議会

2 トタルコービオンＰＬＡ　耐熱性生かし用途開拓　弁当容器・カップ狙う

8 ＣＰＣＩＦ　李会長が会見　今こそイノベーション

　国内の石油化学プラントで春の「定期修理（定修）シーズン」が本格化している。新型コロナウ
イルスの感染拡大や緊急事態宣言の発令を受けて、今年は直前までスケジュールや感染防止対策に
頭を悩ませた企業も多い。緊急事態宣言は５月２５日に全面解除されたが、定修の現場では新型コ
ロナとの共存を見据えて試行錯誤が行われている。定修の今に迫った。
　新型コロナの影響がいち早く表面化したのが、茨城県神栖市の鹿島東部コンビナートだ。茨城県
の大井川和彦知事が４月１３日の会見で県民に外出自粛要請を呼びかけるとともに、同コンビナー
トで定修を計画する企業に対して開始時期の変更や水際対策を徹底するよう要請したことを明らか
にした。
　鹿島東部コンビナートでは当初４月２０日～７月２６日まで９７日間で定修を実施する計画だっ
た。県や地元神栖市の要請を受けて開始時期の後ろ倒しと期間の短縮を検討し、最終的に５月１２
日～７月３１日まで８０日間で行われることになった。定修に携わる作業員の延べ人数も、当初計
画の３２万６０００人から２２万６０００人、ピーク時の１日当たりの人数も９５００人から５６
００人と大幅に減らした。
化学工業日報が入手した文書によると、市が企業側に要請したのは主に「県外、とくに特定警戒都
道府県からの作業員などの受け入れ抑制」「来市２週間前からの健康状態、行動記録の確認」など
の水際対策。それと「作業期間中における作業員の健康状態の把握、感染防止策」「外出などの行
動自粛の徹底」などの感染拡大防止策の実施だ。
　これを受けて周南コンビナートでは、東ソーが事前に準備していた新型コロナ対策を踏まえて、
ゴールデンウイーク明けからカ性ソーダや塩化ビニルモノマーを生産する南陽事業所の定修に入っ
た。定修は当初予定通り６月中旬の完了を見込んでいる。
　感染者を出さないことを最優先にする南陽事業所が主眼に置く対策が、入構条件の厳格化だ。構
内に入る際の検温を義務付けて、一般的な体温基準より厳しい３７度Ｃ以上なら入構不可となる。
また１４日間前に海外渡航や発熱があった場合も入構できない。入構が許可された作業員は不要不
急の会議・会食や対面業務は行わないほか、基本的な手洗い、消毒、換気、他者との距離確保を徹
底することが求められる。

　トタルコービオンＰＬＡは、食品容器包装分野でポリ乳酸（ＰＬＡ）の用途開拓に力を入れる。
強みとなるのは、従来のＰＬＡに乏しかった耐熱性を備えたグレード展開。親会社のコービオンが
有する乳酸の生産技術を生かして実現した。熱による変形の目安となる熱軟化点が１００～１１０
度Ｃのグレードでは、電子レンジでの加熱に対応した容器を作ることが可能。弁当容器やカップの
素材として売り込む。軟包装向けにＰＬＡを用いて多層フィルムをモノマテリアルに近づけること
も技術的には可能で、ユーザーのニーズに合わせて素材提供していく考え。

　中国石油・化学工業連合会（ＣＰＣＩＦ）の李寿生会長は２日、北京市で開かれた「石化産業発
展大会」で会見し、業界をとりまく環境や直面する課題について語った。経済の下押し圧力が強ま
り、企業収益は低下局面にあるとの厳しい認識を示しながら「業界発展のためには引き続き産業の
高付加価値化に努め、需要減退下では国内の新規市場開拓も必要だ」と強調。コロナ禍で新たな生
活様式が定着するなか、素材企業にとってはイノベーションの好機だとも述べた。

　産総研は、「東京湾岸ゼロエミッションイノベーション協議会」を設立した。東京沿岸周辺に集
積する企業や大学、研究機関、行政機関を連携させ、世界に先駆けてCO2排出量ゼロ実現へ向けた
技術のイノベーション拠点とする。この地域を”ゼロエミッション版シリコンバレー”とする。会
長には、柏木孝夫東工大匿名教授が就任。

6月4日

　素材・材料分野の研究開発に焦点を当てた
国家戦略の策定が現実味を帯びてきた。実現
すれば１５年ぶりの国家戦略となる。文科省
と経産省の有識者会合が「マテリアル革新力
強化のための政府戦略に向けて」と題する報
告書を取りまとめた。マテリアルは日本の強
みであり、イノベーションを創出する力をさ
らに強化するためには、向こう１０年を俯瞰
した政府戦略を早急に強化する必要があると
結論付けた。報告書では、循環技術による資
源産出国への転換、モビリティ革命などの社
会実装領域例、高度なデバイス機能や次世代
バイオマテリアルなどの需要技術領域例を提
示した。今後、データ駆動型をはじめとする
研究開発ツールの進化や、共通ビジョンに
よって学術を社会実装につなげる好循環で儲
かるエコシステムの構築が強く求められる。



8 日本プラ工連　新会長に岩田氏

（金）
1 定修シーズン本番　コロナ禍で対策に腐心（下）

2 コロナ禍がｅラーニング普及を加速

3 ＰＶＣ輸出環境一変　４月のインド向け前月比８８％減
　ＰＶＣの輸出環境が一変している。世界最大輸入国のインドでは、新型コロナウイルスの感染拡
大にともない３月下旬からロックダウン（都市封鎖）を開始。社会・経済活動の停滞で需要が一気
に冷え込んだ。４月のインド向け輸出は３月比８８．４％減の４４７４トンと急速に落ち込み、５
年ぶりの低水準となった。台湾および韓国のインド向けは９割以上減少した。インドは不需要期の
モンスーンシーズンに入りつつある。
　なお、４月のベトナム向けは前月比４６．９％増の１万３８２０トン、中国向けは３．８％減の
７５９５トンで、総輸出は４９．８％減の３万２６８９トンにとどまった。

　山口県内では、宇部興産が５月６日から約２ヶ月間の計画で定修に入っている。感染防止対策を
徹底した上で定修を進めている。感染防止対策は従業員や工事業者の入構時の検温や毎日の体調確
認、可能な限り「３密」を避けた作業環境の実現、不要不急の外出や市内飲食店での食事の自粛な
ど多岐にわたる。「市民の方々にご迷惑をおかけしないよう最大限の対策を採って定修を実施す
る」（同社）としている。
　工事関係者が域外から多く集まる定修に対する地元住民の懸念の声は他の自治体にも入ってい
る。北海道苫小牧市は４月３０日、出光興産が持つ北海道製油所に対して定修規模の縮小を要請す
る文書を送付。そのなかで「国の認定に必要で石油製品の安全・安定供給の継続に必要最低限の点
検・工事に限定すること」「工事の実施に際して作業現場のみならず宿泊設備などにおける感染予
防対策の徹底や市民への周知を図ること」「作業従事者や工事関係者などの感染防止対策が徹底さ
れるよう配慮すること」を求めた。北海道製油所は６月から約２ヶ月間にわたり、４年に１度の定
修が予定される。出光興産は要請に応えるべくただちに検討を開始、５月２２日に定修の２週間後
倒しと工事規模の縮小を発表した。
　千葉県市原市の京葉コンビナートでも多くの化学プラントが定修を予定している。現状で県や地
元市などから立地企業に対する要請は行われておらず、企業側も当初計画通り定修を行う方針。た
だ「定修を懸念する市民からの声は何件か届いている」（同市）という。
　とはいえ、社会基盤を支える化学、石油などのプラントの安全・安定操業を継続する上で、定修
は避けて通れない。日化協の淡輪会長は、「定修においては、従業員や協力会社社員の新型コロナ
感染は脅威であり、感染防止に最大限努めている」と語った。
　そうしたなかで、ップラントのメンテナンス業界も独自の対策に乗り出した。メンテナンス業界
では１年を通じて仕事が切れ目なく続く。このため、日本メンテナンス工業会では作業員の体調管
理や行動記録が継続的にチェックできるよう業界統一フォーマットを作成して会員企業に配る予定
だ。
　化学や石油などのプラントに保安検査や定期自主件さんを義務付ける高圧ガス保安法を所管する
経産省は、実施時期の４ヶ月延長を認める特例措置を設けた。今回の特例措置は４月１０日から９
月末までに期限を迎える事業者が対象になる。経産省としては、期限の再延長や、１０月以降に期
限を迎える事業者への特例措置などの追加的な施策を検討しているもよう。

6月5日

　これまで想定通りには普及してこなかったｅラーニングが急速に市場拡大する可能性が出てき
た。矢野経済研究所が調査した２０２０年度の国内ｅラーニング市場規模によると、前年度比４．
５％増の２４６０億円を予測している。同年度はＢｔｏＢ、ＢｔｏＣとも新型コロナウイルス感染
症の影響によって遠隔教育の需要が高まり、ｅラーニングのユーザー数が増加すると見込んでい
る。
　このコロナ旋風が過ぎ去った後には、これまでとは異なる社会基盤の構築が想定される。その新
たな時代には学習スタイルも大きく変化せざるを得ないだろう。これまでのように、皆が同じ時間
に登校して授業や部活動が終わったら下校・帰宅するという学校生活の流れは薄れていくかもしれ
ない。
　矢野経済研究所はＢｔｏＣ市場の動向について、新型コロナウイルスの終息による社会生活の安
定化が見通しにくく、不確実性の要素が多い状況と判断している。学習塾や予備校などでは、ウェ
ブ授業のサービス提供が活発化するとみられる。２０年度のＢｔｏＣ市場規模は前年度比６．０％
増の１７７０億円と予測している。今後、全国各地で通信環境の整備が進み、生徒や学生に１人１
台の持ち運び可能なパソコンが配布されれば、どこでもオンライン学習が可能になる。自宅や屋外
など、学校内に縛られない学習カリキュラムを組むことができる日も、そう遠くないのではない
か。

　このほど開催した定時総会で新会長に住友化学の岩田圭一社長を選任した。任期は２期４年。岩
田新会長は、就任にあたっての挨拶で、「今回の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大では、と
くに衛生性の観点から、医療現場をはじめとする社会基盤を支える素材として、プラスチックの有
効利用を促進し、資源循環体制を構築することは喫緊の課題。「安心して、賢く使っていただく」
ために、科学的データに基づく情報発信とともに、再生材の利用促進、ケミカルリサイクルの社会
実装実現、バイオプラの利用促進。廃ＰＥＴボトルなどの100％回収を目指して取り組んでいく」
などと述べた。



8 プラ循環協調査　ハムの小分けスキンパック包装、高い環境負荷低減効果

8 コンビニ３社レジ袋有料化～全店、来月から１枚３円～

　プラ循環協が、ハムの包装のＬＣＡ評価結果を公表した。トレー包装、経木包装に比べ、機能性
包装(小分けスキンパック）が最も環境負荷が小さかった。国内でハムの包装をすべて機能性包装
に置き換えた場合の温室効果ガス（ＧＨＧ）削減量を最大２５８万トンとすいけいしている。
　３種の包装について現在のライフスタイル維持を前提としたＬＣＡを実施した。消費期限は機能
性包装が３週間、トレー包装が５日、経木包装が２日とした。環境負荷（ＧＨＧ排出量、エネル
ギー消費量、水消費量）は機能性包装品を基準として、トレー包装品は１．５倍、経木包装品は
３．３倍だった。プラスチック製の機能性容器包装自体はわずかに環境負荷を増大させるが、中身
の食品に対する保護効果や品質保持効果が高いことから、現代のライフスタイルに合った小分け包
装などの機能を提供することにより廃棄ロスを削減し、全体として環境負荷削減に貢献しているこ
とが示された。

　コンビニ大手３社が７月１日から全店でレジ袋を１枚３円で有料化することが４日、明らかに
なった。政府が７月から全国の小売店に義務付けるプラ製レジ袋の有料化に対応する。
　最大手のセブン－イレブン・ジャパンは５種類あるレジ袋のうち、特大サイズを５円、その他を
３円とする。ファミリーマートとローソンは大きさを問わず一律３円。
　３社ともバイオマス素材が３０％配合されたレジ袋に順次切り替える方針。配合率２５％以上の
レジ袋は有料義務化の対象外だが、有料化でマイバッグの利用を促し、プラごみ削減につなげる考
えだ。イオングループを含む大手スーパーや、マツモトキヨシなどドラッグストアは４月から既に
レジ袋の有料化を始めている。


