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　　　　１０１０１０１０月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（月月月月））））
1111 三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・中国中国中国中国フェノールフェノールフェノールフェノール計画始動計画始動計画始動計画始動　　　　上海市上海市上海市上海市からからからから認可認可認可認可、、、、原料一貫原料一貫原料一貫原料一貫でででで２５２５２５２５万万万万トントントントン

　三井化学の中国フェノールプロジェクトが本格始動する。１０月８日付けで上海市政府改革発展
委員会からプロジェクトの認可が下り、近く着工する。２０１３年第３四半期にフェノール２５万
トン、アセトン１５万トンの設備を稼働させるとともに、完工に合わせ上海高橋石化の１２万５０
００トン設備を引き取り、中国最大のフェノール能力を確保する。
　三井化学は、中国石油化工（ＳＩＮＯＰＥＣ）との折半出資のビスフェノールＡ（ＢＰＡ）生産　
会社である上海中石化三井化工にフェノール、アセトン設備を建設することで、８月５日にＳＩＮ
ＯＰＥＣと正式契約。このほど市当局からベンゼンとプロピレンを原料とするキュメン工程、キュ
メンを酸化するフェノール・アセトン工程が一貫で正式認可された。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　　　　 　アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の首脳会議まで１カ月を切った。環太平洋経済連携協定

（ＴＰＰ）交渉に参加する９カ国は、この場での大枠合意を目指している。日本が参加表明するに
はこれが最後のチャンスとも言われる▼自由貿易協定（ＦＴＡ）や経済連携協定（ＥＰＡ）では、
自国が保護したい分野を自由化の例外にできるのに対し、ＴＰＰは「例外なき関税撤廃」が原則。
高率関税で保護されてきた農業団体が強硬に反対する気持ちは分る。医療などたの分野でも懸念さ
れる問題はある▼だからこそ、ルール作りの段階から交渉に参加することが重要だ。日本が将来に
わたってこの枠組みに参加しないことはあり得ない。各国間で合意が形成されてからでは、わが国
の事情や主張が反映されない仕組みを一方的に受け入れざるを得なくなる▼それにしても、と思う。
日本は、貿易国家、通商国家だと言われてきた。しかし、主要な貿易相手国とのＦＴＡ、ＥＰＡ締
結の遅れはどうだろう。自動車やエレクトロニクス産業で競合する韓国にも大きく水をあけられて
いるのが現状である▼ここはやはり、速やかにＴＰＰ交渉のテーブルに着くことだ。そこで主張す
べきは主張して、どうしても条件が合わないなら、その時点で撤退を考えるという方策もあるだろ
う。

2222 ８８８８月月月月ののののエチレンエチレンエチレンエチレン換算輸出入換算輸出入換算輸出入換算輸出入・・・・・・・・・・・・ＰＥＰＥＰＥＰＥ輸入輸入輸入輸入がががが高水準高水準高水準高水準
　経産省がまとめた８月のエチレン換算輸出入実績によると、輸出が８カ月連続の前年割れ、逆に
輸入が１９カ月連続の前年同月比増加となった。
　輸出は１９万８５００トンで前年同月比３．２％減、前月比２０．９％増加となった。高密度ポ
リエチレン（ＨＤＰＥ）前年同月比３６．２％減、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）同２５．０％
減など。
　輸入は６万２７００トンで前年同月比３５．０％増、前月比１６．２％減。ＬＤＰＥが前年同月
比５５．２％増、ＨＤＰＥは同６４．７％増と高水準となっている。
　震災で低下した供給能力が回復する一方、復興向けをはじめ需要に一服感がでていた。

2222 米国米国米国米国ののののシェールガスシェールガスシェールガスシェールガス増産増産増産増産・・・・・・・・・・・・注目注目注目注目されるされるされるされるＬＰＧＬＰＧＬＰＧＬＰＧ市況市況市況市況、、、、サウジサウジサウジサウジののののＣＰＣＰＣＰＣＰ支配支配支配支配　　　　動揺動揺動揺動揺？？？？？？？？
　　　　石化原料利用石化原料利用石化原料利用石化原料利用でででで国内吸収国内吸収国内吸収国内吸収もももも

　米国でのシェールガス増産で、液化天然ガス（ＬＰＧ）の動向に関心が集まっている。高純度の
メタンを得るために分留工程が不可欠な米国の天然ガス生産では、同時にＬＰＧの主成分である
プロパン、ブタンの供給量も拡大するためで、これによりサウジアラビアの長期契約者向けＦＯＢ
価格（ＣＰ価格）を中心とした世界のＬＰＧ輸出価格の体系が揺らぐ可能性もある。
　近年、急速に開発が進むシェールガス。かつては、メタンがほとんどのドライガスと思われてい
たが、ガス田の中にはエタン、プロパン、ブタンなどを含むウエットなものも存在することが分っ
てきた。ＬＰＧ（プロパン、ブタン）はエタンとともに天然ガス生産に随伴する天然ガス液（ＮＧ
Ｌ）に含まれている。２００９年には米国で日量１９０万バレルほどのＮＧＬが生産されたが、
ＥＩＡが今年４月に公表した見通しによると、シェールガス生産の急拡大により２０３５年には約
１．５倍の日量２９０万バレルにまで拡大するという。現在、世界のＬＰＧの輸出価格は、最大の
輸出国であるサウジアラビアで、国営企業であるサウジアラムコが決定し、取引先に通告するＣＰ
価格がベースで、カタールなど他の輸出国がこれに追随している。米国のＬＰＧ増産は、こうした
体制に一石を投じることになる。ただ、米のＬＰＧ輸出拡大により、世界のＬＰＧ価格の下げ要因
になるかは不透明だ。ＬＰＧはプロパン、ブタジエンの原料になるため、石化産業での消費拡大に
よって米国内で吸収される可能性があるためだ。Ｃ２に比べＣ３、Ｃ４系の石化製品の需給はタイ
ト化していくとみられており、米石化産業もＬＰＧ活用には積極的とみられる。

11111111 日本能率協会日本能率協会日本能率協会日本能率協会　　　　経営課題調査経営課題調査経営課題調査経営課題調査・・・・・・・・・・・・「「「「売売売売りりりり上上上上げげげげ・・・・シェアーシェアーシェアーシェアー拡大拡大拡大拡大」」」」がががが「「「「収益性収益性収益性収益性」」」」抜抜抜抜いていていていて１１１１位位位位にににに
　日本企業が重視する経営課題は、これまでの１位だった「収益性向上」に代わって「売上げ拡大
・シエアー拡大」が初めてトップになったことが、日本能率協会が実施した「当面する企業経営課
題に関する調査」で明らかになった。また前年に比較して最もポイントが上昇したのは「グローバ
ル化」で６．５ポイント増えて６位となった。アジア市場の急速な拡大に日本企業が積極的に参入
する決意をしめしたものと判断している。
　重要視する経営課題で１位になった「売上げ高・シェアー拡大」は５６．３％と前年比０．４ポ
イントの微増だが、「収益性向上」は６．４ポイント下がって５１．２％。３位は「人材強化」（
３９．８％）、４位は「新製品・新サービス・新事業開発」（２４．７％）、５位は「顧客満足度
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の向上」（１９．２％）といずれも前年から上昇した。
　この他、東日本大震災によってＢＣＰ（事業継続計画）の見直しや新たに作成した企業が４２．
３％ある一方で、作成していない企業も３０．０％あった。
　また、１０～２０年後の日本国内の工場数に関しては「現在よりかなり減る」が５２．２％を占
め、「現在より多少減る」の３８．５％と合わせると９０％を超えた。

　　　　１０１０１０１０月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（火火火火））））
1111 エチレンセンターエチレンセンターエチレンセンターエチレンセンター１１１１１１１１社社社社・・・・・・・・・・・・３３３３年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに経常黒字経常黒字経常黒字経常黒字、、、、１０１０１０１０年度石化部門年度石化部門年度石化部門年度石化部門　　　　アジアアジアアジアアジア向向向向けけけけ販売伸長販売伸長販売伸長販売伸長

　経産省は１７日、２０１０年度の国内エチレンセンター１１社の石油化学部門収益状況を発表し
た。それによると、単独ベースで３年ぶりに経常損益が黒字に転換、売上高も３年ぶりの前年度比
増となった。アジアの需要数量が伸びるとともに、各社のコスト削減も寄与した。
　売上高は原料高騰にともなう製品価格転嫁により、前年度比１３．０％増の３兆９２２０億円と
なった。リーマンショックにより原油価格が低迷し石化製品価格も下落したために０８年、０９年
と大きく売上高を落としたが、１０年は世界景気の回復基調により原油・ナフサ価格が上昇、アジ
ア需要も回復して販売単価・数量とも上昇した。
　ナフサの平均価格は０９年度が１キロリットル当たり４万１０００円台だったのに対し、１０年
度は４万７０００円台。１０年度のエチレン生産量も７０２万トンと、３期ぶりに７００万トン台
に戻している。
　１１年度は東日本大震災の影響で三菱化学・鹿島事業所が５月２０日まで全面停止。また、中国
需要の変調、汎用製品のアジア市況低迷、アジアからの輸入増加により稼働率がやや下がっており
収益への影響が懸念される。

【エチレンセンター１社の石油化学部門の収益推移（単独ベース）】（単位：億円）

10年度集計対象：出光興産（石油化学部門）、大阪石油化学、山陽石油化学、昭和電工、
ＪＸ日鉱日石エネルギー（石油化学部門）、住友化学、東ソー、東燃化学、丸善石油化学、
三井化学、三菱化学
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1111 三井化学三井化学三井化学三井化学　　　　加工品事業加工品事業加工品事業加工品事業のののの成長加速成長加速成長加速成長加速・・・・・・・・・・・・機能性機能性機能性機能性フィルムフィルムフィルムフィルム相次相次相次相次ぎぎぎぎ新製品新製品新製品新製品、ＬＥＤ、ＬＥＤ、ＬＥＤ、ＬＥＤやややや有機有機有機有機ＥＬＥＬＥＬＥＬ向向向向けけけけ
　三井化学は、加工品事業の成長戦略の一環として、年末から来春にかけてスマートフォンやタブ
レットＰＣなどに使われる機能性フィルムの新製品を相次ぎ投入する。液晶バックライト用の軽量
反射フィルム、発光ダイオード（ＬＥＤ）用輝度フィルムに加え、有機エレクトロルミネッセンス
（ＥＬ）用では封止材を製品化する。既存の主力製品である太陽電池用封止材「ソーラーエバ」や
スパンボンド不織布のアジア展開と並行し、新製品のラインアップを進めることで２０１３年度に
営業利益１００億円の達成を目指す。

3333 プラプラプラプラ製品貿易製品貿易製品貿易製品貿易　　　　明暗明暗明暗明暗くっきりくっきりくっきりくっきり・・・・・・・・・・・・円高定着円高定着円高定着円高定着がががが影響影響影響影響
　　　　輸入輸入輸入輸入・・・・・・・・・・・・年初年初年初年初からからからから増加続増加続増加続増加続くくくく　　　　　　　　　　　　輸出輸出輸出輸出・・・・・・・・・・・・５５５５月以降落月以降落月以降落月以降落ちちちち込込込込みみみみ

　プラスチック製品の輸出入に円高の
影響が表れている。財務省貿易統計に
よると、輸入数量が年初から一貫して
前年実績を上回っている一方、輸出は
５月以降大きく落ち込んでいる。とく
に８月単月では輸入量が前年同月比
１１．３％増の１５万９９７６トンだ
ったのに対し、輸出量は同１２．２％
減の６万６９７４トンだった。１ドル
８０円台を割り込む為替水準のなかで、
海外からの製品調達を拡大する動きが
顕在化すると同時に、輸出型企業の苦
しい現状が透けてみえる。

10101010 今夏今夏今夏今夏のののの電力需給対策電力需給対策電力需給対策電力需給対策・・・・・・・・装置産業装置産業装置産業装置産業、、、、コストコストコストコスト負担負担負担負担がががが大幅増加大幅増加大幅増加大幅増加、、、、大半大半大半大半がががが数億円超数億円超数億円超数億円超　　　　最大最大最大最大５０５０５０５０億円億円億円億円
　今夏の電力需給対策において、装置産業を中心にコスト負担の大幅な増加をきたしていた実態が
明らかになった。経産省が先週、電力需給対策のフォローアップ結果をまとめたもの。化学、非鉄
金属、鉄鋼など生産部門のエネルギー消費の多い業種では、空調や照明などの対策だけでは節電目
標の達成が難しく、自家発電設備の新増設などコスト増を伴う大規模な対策を強いられた。同省の
ヒアリング（約３０社に実施）では、大半の企業が数億円以上、最大では約５０億円のコストアッ
プがあったという。
　東電管内の場合、最大値の対昨年比で２９％減、気温が同水準の日同士の比較で２７％減と目標
の１５％減を大きく上回り、東北電管内でも目標以上、関電管内も目標と同程度の結果が得られた。
　しかしその一方で、休日・夜間への操業シフトによる労務費増、自家発電設備活用による電力単
価のアップ、自家発電設備導入（新設、増設、レンタル）コストの発生、節電による生産不足分の
他社からの調達費用―等が発生、装置産業を中心に大きなコストアップをもたらした。
　経産省は、今冬の電力需給対策では計画停電実施や電力仕様制限令発動は回避する方針。夏と冬
では需要ピーク時間帯など条件は変わるが、引き続き需給バランスがタイトな状態で推移すること
は確実。企業の生産活動、国民生活への影響を最小限に抑えながら実効性のある節電対策を打ち出
せるかどうかが課題になる。

12121212 中国消費者物価中国消費者物価中国消費者物価中国消費者物価９９９９月月月月はははは６６６６．．．．１１１１％％％％上昇上昇上昇上昇
　中国国家統計局は、９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比６．１％上昇したと発表した。
伸び率は８月の６．２％を僅かに下回り、２カ月連続で鈍化したものの、いぜん高水準にあること
が示された。前月比では０．５％上昇。ただ、今後は前年同月比で伸び率の鈍化傾向が強まる見通
し。「金融引き締め効果で内需の勢いもやや減速しており、１０月は６％を下回る」（国際金融筋）
との見方が多い。　
　物価高止まりの一方、国内外で景気の先行きに不透明感が強まり、金融政策の舵取りも難しさを
増している。当局は夏場以降、金融引き締めを見送り、様子見の姿勢を続けている。

　　　　１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（水水水水））））
1111 新日本理科新日本理科新日本理科新日本理科・・・・・・・・・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰ用結晶核剤用結晶核剤用結晶核剤用結晶核剤マスターバッチマスターバッチマスターバッチマスターバッチ化化化化　　　　高透明高剛性高透明高剛性高透明高剛性高透明高剛性ハンドリングハンドリングハンドリングハンドリングもももも向上向上向上向上

　新日本理科は、ポリプロピレン（ＰＰ）用結晶核剤のラインアップを一段と強化した。高い透明
性と剛性を併せ持つ非アセタール系の「リカクリア　ＰＣ１」を配合した易分散性マスターバッチ
（ＭＢ）「同ＰＣ２５シリーズ」を開発した。ＰＣ１は食品容器など多くの分野で着実に需要が増
えているが、融点が高く成形前の混練時に溶けにくかった。ＭＢ化により作業のハンドリング性が
大幅に向上、エネルギー消費の提言にも貢献する。同社はＭＢの投入を機に、結晶核剤事業の拡大
に弾みをつける。

12121212 中国成長率中国成長率中国成長率中国成長率９９９９．．．．１１１１％、％、％、％、７７７７----9999月月月月もももも減速減速減速減速・・・・・・・・・・・・先行先行先行先行きききき不安強不安強不安強不安強まるまるまるまる
　中国国家統計局は１８日、２０１１年第３四半期（７-９月）の国内総生産（ＧＤＰ）が実質で
前年同期比９．１％増加したと発表した。伸び率は前期の９．５％から鈍化し、３期連続の減速。
中国紙の予想平均９．２％も下回った。いぜんとして９％を上回る成長率を保っているものの、
物価が高止まりするなか、金融引き締めなどの影響で内需は減速懸念が強まっている。

12121212 中国中国中国中国、ＥＵ、ＥＵ、ＥＵ、ＥＵのののの最大貿易相手最大貿易相手最大貿易相手最大貿易相手にににに・・・・・・・・・・・・７７７７月月月月、、、、米国抜米国抜米国抜米国抜くくくく　　　　――――　　　　新華社新華社新華社新華社
　中国商務省がこのほど、欧州統計局の最新データに基づき明らかにしたことによると、７月の
欧州連合（ＥＵ）の対中貿易額は３５６億ユーロと、対米を８億ユーロ上回り、首位に立った。
国営新華社通信が報じた。



　中国がＥＵの貿易総額に占める割合は１３．４％に達した。ただ、対中貿易額は前年同月比では
０．８％減と、２カ月連続で減少した。
　うち輸入は６．２％減の２３９億ユーロ、輸出は１２．３％増の１１７億ユーロ。対中輸入が
全体に占める割合は１７．４％と最大。輸出は第２位だった。対中貿易赤字は１２２億ユーロ。

　　　　１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））
2222 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー問題問題問題問題にににに警鐘警鐘警鐘警鐘・・・・・・・・・・・・ＶＥＣＶＥＣＶＥＣＶＥＣ中原会長中原会長中原会長中原会長　　　　国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力のののの低下懸念低下懸念低下懸念低下懸念

　塩ビ工業・環境協会（ＶＥＣ）の中原茂明会長（トクヤマ会長）ら首脳は１９日、都内で定例の
記者会見を行った。中原会長は現在、日本の製造業にマイナスの影響を与える要因として円高やエ
ネルギーにしても、これ以上電気代が高くなれば、産業界の負担はさらに増大して国際競争力の面
で、韓国などとますます差が開き、貿易立国として成り立たなくなる。われわれが自家発電を持っ
ているといっても顧客段階にエネルギーが行き渡らなければ、われわれの業界も存在しない」と
警鐘を鳴らした。
　６重苦、７重苦といわれる事業環境の中で、それを解決するための国民的な議論が沸き起こって
こないことも取り上げ、「自分の発言が後から取り上げられ、揚げ足を取られるのを嫌がって玉虫
色の発言の方が得という雰囲気になっているように感じる。それは怖いことだ」と語った。

10101010 環境相環境相環境相環境相　　　　２５２５２５２５％％％％削減目標削減目標削減目標削減目標はははは維持維持維持維持・・・・・・・・・・・・経団連会長経団連会長経団連会長経団連会長とととと懇談懇談懇談懇談、「、「、「、「京都議定書京都議定書京都議定書京都議定書」」」」延長反対延長反対延長反対延長反対でででで一致一致一致一致
　細野豪志環境大臣と経団連の米倉弘昌会長（住友化学会長）は１９日、経団連会館で懇談し、
環境政策などについて意見交換した。米倉会長が温室効果ガス（ＧＨＧ)排出量を２０２０年までに
９０年比２５％削減するという政府の中期目標の見直しを要望したのに対し、細野大臣は「現時点
で見直すことは出来ない」と応じた。１１月下旬からのＣＯＰ１７に向けては、１２年末で期限が
切れる京都議定書の延長に反対すること、ポスト京都は、全ての主要排出国が参加する枠組みとす
べきことで認識が一致した。

11111111 中国中国中国中国とととと特許審査特許審査特許審査特許審査でででで協力協力協力協力、、、、来月来月来月来月からからからから試行試行試行試行
　特許庁は、日中間で特許審査を迅速化する業務協力を、１１月１日から施行すると発表した。
「特許審査ハイウエー」（ＰＰＨ）と呼ぶ枠組みにより、日本で特許権取得が可能と判断された
発明を中国に出願した場合、同国での審査が速くなる。中国にとって初のＰＰＨで、日本の協力先
は１７カ国・機関となる。
　北京で１８日開かれた日中特許庁長官会合で合意した。特許出願件数で、中国は２０１０年に
日本を抜いて２位となった。日本から中国への出願は約３万件に上り、特許庁は日本企業の権利が
保護出来る環境整備を急ぐ。

　　　　１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））
2222 ７７７７－－－－９９９９月月月月エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産・・・・・・・・・・・・２２２２％％％％減減減減のののの１７１１７１１７１１７１万万万万トントントントンにににに　　　　通年通年通年通年でででで前年割前年割前年割前年割れれれれ懸念懸念懸念懸念もももも　　　　　　　　　　　　

　石油化学工業協会がまとめた９月のエチレン生産量は、前年同月比４．１％減の５３万４５００
トンとなった。稼働率が前年同月よりも３．７ポイント低下し９０．６％となったことが主因。　
この結果、第３四半期（７－９月）のエチレン生産は前年同期比２％減の１７１万２８００トンと
なった。
　９月の汎用樹脂生産は、稼働要因や定修規模差から３樹脂とも前年同月比マイナスとなった。
国内出荷はＰＥ、ＰＰで輸入品の増加、ユーザー業界の在庫調整により前年割れ。

【９月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、増減％）

【９月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、増減％）

9999 ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰのののの業界影響調査業界影響調査業界影響調査業界影響調査・・・・・・・・・・・・医薬協医薬協医薬協医薬協、、、、見解見解見解見解とりまとめへとりまとめへとりまとめへとりまとめへ
　環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ)交渉をめぐる議論の広がりを受け、日本製薬工業協会（
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製薬協）の川邊新専務理事は１９日開催した理事会後の会見で、「製薬協としての基本的な考え方
をまとめたい」との考えを示した。川邊理事は、「正直なところ、農業以外の分野でどのような影
響があるのか判明していないのが現状」としたうえで、「今の国民皆保険制度や薬価制度に影響が
あるとすれば、業界団体として守るべきものは守っていかなければいけない。製薬協として一定の
調査をして見解をまとめておかなければと思っている」と話した。
　また、製薬協の前会長で経済同友会の代表幹事を務める長谷川閑史・武田薬品工業社長が先頃Ｔ
ＰＰ交渉参加を支持する見解を示したことに言及、「産業全体としての意見はそうかもしれないが、
製薬産業としての影響がどこにあるかは詳細に調べてみる必要がある」と述べた。
　同日の理事会では、東レの入会が全会一致で承認された。１１月１日付けで会員会社となる。会
員企業数は計６９社になる見通し。

12121212 政府政府政府政府・・・・・・・・・・・・ポストポストポストポスト京都京都京都京都へへへへ「「「「移行期間移行期間移行期間移行期間」」」」提案提案提案提案へへへへ
　政府は、京都議定書に代わる温室効果ガス削減の新たな枠組み（ポスト京都）構築に向けた「
移行期間」の設置を提案する。移行期間中は、米中を含む主要排出国が自主的に掲げた削減目標の
達成状況を相互に評価。途上国にも削減行動の報告を求める。南アフリカ・ケープタウンで開催中
の非公式閣僚級準備会合で表明する。
　１１月下旬開催のＣＯＰ１７での合意は困難な情勢となっている。移行期間の設置で、２０１３
年以降に国際的な温暖化対策の空白を回避し、ポスト京都への道筋をつける狙いだ。
　具体的には、ＣＯＰ１６での「カンクン合意」に基づき、１３～１５年に各国の削減目標の達成
状況を一定のルールのもとでチェックする。非公式閣僚級会合では、カンクン合意に盛り込まれた
途上国支援について日本として積極的に取り組む姿勢も表明する。

12121212 川瀬産業川瀬産業川瀬産業川瀬産業・・・・・・・・・・・・廃廃廃廃プラプラプラプラ回収回収回収回収・・・・再生再生再生再生　　　　　　　　静岡工場静岡工場静岡工場静岡工場がががが稼働稼働稼働稼働　　　　中部中部中部中部・・・・東海地方対象東海地方対象東海地方対象東海地方対象にににに来月来月来月来月にににに１１１１系列追加系列追加系列追加系列追加
　廃プラスチックのリサイクル事業を手掛ける川瀬産業（大阪府貝塚市、川瀬照雄社長）は、静岡
県でマテリアルリサイクルを開始する。中部・東海地方は自動車産業をはじめプラスチックを扱う
工場が多く、製造過程で出る廃棄物を収集しやすいことから静岡工場を設けた。８月中旬から稼働、
来月には１ラインを追加し２系列体制とする。
　本社にある貝塚工場とも役割分担も明確にし、生産の最適化も進めていく方針。
　同社はマテリアルリサイクル原料の発生量が多い地域にきょてんを設置するという方針で、静岡
県磐田市に新工場を立ち上げた。２階建て建屋の１階を賃借。敷地面積は約３０００平方メートル
で、貝塚工場から移設した製造設備１台と倉庫がある。名古屋市の営業所も移転して集約した。
　静岡工場では原料調達から製品化までを一貫して行う。回収対象の廃棄物は、自動車や食品関連
等の工場で廃棄される部材やフィルム、部品を運搬する際に用いる使用済みパレットなど。マテリ
アルリサイクルによって生産された再生樹脂は近隣の協力工場に供給し、成形加工して商品化する。
　新工場では、固形物とフィルムをそれぞれ別の処理装置で破砕できるよう、今年１１月に貝塚
工場から１ラインを移すとともに、作業員の増員、操業時間延長など生産体制の整備を進めていく。
　一方、貝塚工場は強みとする薬液が付着したフレコンバッグやタンク、容器をマテリアルリサイ
クルする拠点に特化していく。同社はポリエチレンとポリプロピレン製プラスチックのマテリアル
リサイクルを手掛けている。なかでも薬液が付着した容器の処理を得意としている。再生樹脂は
自社ブランド「リプラギ」シリーズとして成形加工し、販売を行ってもいる。


