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　日本ポリエチレン製品工業連合会
松井

「化学工業日報」を一週間単位でまとめた抄録記事である。
日付の欄の下の頁（　）は当日のページを表す。
出展：化学工業日報（発行所：化学工業日報社）

　　　　２２２２月月月月０６０６０６０６日日日日（（（（月月月月））））
1111 総合化学総合化学総合化学総合化学、、、、下期下期下期下期にににに急急急急ブレーキブレーキブレーキブレーキ・・・・・・・・・・・・通期業績通期業績通期業績通期業績　　　　軒並軒並軒並軒並みみみみ下方修正下方修正下方修正下方修正、、、、円高円高円高円高　　　　景気減速響景気減速響景気減速響景気減速響くくくく

　総合化学各社の業績が昨年１０月以降、急速に悪化していることが明らかになった。
２０１２年３月期業績予想は軒並み下方修正されており、第４四半期も厳しい事業運営が続く。
特に基礎化学品、石油化学事業の採算悪化が響いている。世界経済の減速により需給バランス
市況とも悪化し、円高が輸出競争力を奪っている。エチレンセンターの稼働率は８０％台前半
で推移しており、１－３月も大きく改善することは期待できない。

【総合化学６社の２０１１年度通期業績予想】
　　①業績の単位は億円。上段は今回予想、下段は１０年度実績
　　②為替レート（対ドル）、ナフサ価格（キロリットル当たり）の単位は円。
　　　上段は今期予想、下段は１０年度実績
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2222 ＪＩＭＧＡＪＩＭＧＡＪＩＭＧＡＪＩＭＧＡ豊田会長豊田会長豊田会長豊田会長、、、、東電値上東電値上東電値上東電値上げげげげ受受受受けけけけ提言提言提言提言・・・・・・・・・・・・「「「「国家主導国家主導国家主導国家主導ででででＬＮＧＬＮＧＬＮＧＬＮＧ調達調達調達調達をををを」」」」
　日本産業・医療ガス協会（ＪＩＭＧＡ）の豊田昌洋会長（エア・ウオーター副会長）は３日、
東京電力による電力料金の値上げを受けて都内で会見した。会見では今回の値上げがガス業界
のみならず、日本の産業界全体に致命的なインパクトを与える危険性に言及。値上げ幅の圧縮
を東電や政官の各方面に訴えていく方針を強調するとともに、「この問題は一過性ではない。
一企業、一団体、一業界で対応できる問題ではないことを認識すべき。対応策の１つとして、
国家としてＬＮＧ調達を行うことを検討いただきたい」との提言を打ち出した。
　今回、東電が自由化部門に対した１キロワット／時当たり２．５１円（税抜き）の値上げは、
東電管内で産業ガスや医療ガスを生産、充填する企業にとって年間６０億円規模の大幅なコス
トアップになり、「存立基盤を脅かすインパクトがある」。同管内の電力料金は、既に燃料調
達分で昨年１月と１２月の比較で同２．１２円上昇しており、今後は再生可能エネルギー買い
取り制度や地球温暖化対策税でさらに負担が拡大することになる。
　世界の主要国と比較しても日本の電力料金はすでに突出した価格と指摘。「こんな状況を続
けてれば日本から産業がなくなる。電気、エネルギーは社会インフラの最たるもの。それを一
企業に任せておける段階はもう過ぎた。国を挙げてＬＮＧの確保に努めなければ、ガス業界だ
けでなく、日本全体が崩壊するという危機感をもっていただきたい」と強い懸念を示した。
　また、東電以外からの電力購入について、「買えるなら買いたいが発送電分離しないと無理。
独占でありながらコストが上がったら値上げするというのでは、国家の産業力の低下を招く」
と指摘した。

3333 ４４４４－－－－１２１２１２１２月期決算月期決算月期決算月期決算
◆◆◆◆三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル・・・・・・・・・・・・震災震災震災震災、、、、円高響円高響円高響円高響きききき減収益減収益減収益減収益
　三菱ケミカルホールデイングスの２０１１年４－１２月期決算は、東日本大震災の影響に加
え円高の長期継続、海外需要の急減などから売上高２兆３５７５億円（前年同期比０．９％減）
営業利益１２４５億円（同３１．１％減）、経常利益１２２５億円（同３１．３％減）、純利
益３２０億円（同６０．１％減）となった。
　通期見通しは売上高３兆２２００億円、営業利益２２００億円、経常利益１３２０億円、純
利益３００億円と前回予想から下方修正した。

◆◆◆◆住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・純損失純損失純損失純損失１１３１１３１１３１１３億円億円億円億円にににに
　住友化学の２０１１年４－１２月決算は、東日本大震災の影響や需要減、円高などにより、
健康・農業関連事業以外の主要事業が全て減収減益となった。売上高は１兆４４３９億円（同
１．５％減）、営業利益５８３億円（同２６．４％減）、経常利益４８５億円（同３６．５％
減）。さらに、前年同期と同規模の約３３０億円の特別損失を計上したことで、純損益は１４１
億円の黒字から１１３億円の赤字となった。
　通期では前回見通しを下方修正し、売上高１兆９９００億円、営業利益６５０億円、経常利
益５４０億円、純利益０円を予想。

54,000
47,500

85.70 47,500

三菱ケミカル

住友化学

旭化成

三井化学

東ソー

宇部興産

78.47

79.00

47,475
78.40 56,200

54,525
86.00 47,450
79.00 54,400
86.00

85.20 47,500
79.00 54,500

為替レート ナフサ価格
77.90 54,500

391

100

530

85.73
240

603
-60
249
20

172

純利益
300
836

0

443

経常利益
1,320
2,239

540
841

1,040
1,182

230

140

1,229
250
405

244

6,900
6,844
6,620

389

298
445

6,190

営業利益
1,350
2,265

650
880

1,040

190
335
500

売上高
32,200
31,668
19,900
19,824
16,240

13,917

平成24年2月10日

社名

85.74 47,500

15,984
14,300

経常利益／

売上高（％）



◆◆◆◆三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・ＰＵＰＵＰＵＰＵ減損減損減損減損でででで最終赤字最終赤字最終赤字最終赤字
　三井化学の２０１１年４－１２月期決算は、基礎化学品事業の市況改善やコスト削減から営
業利益が２７６億円（同２．６％増）となった。金融収支の改善と持分法による投資利益の増
加から経常利益は２８７億円（同１７．６％増）。ただ、苦戦するポリウレタン材料で１１４
億円の減損処理を余儀なくされたことで、最終損益は前年同期の２１０億円の黒字から２億円
の赤字となった。
　通期予想は、中国需要の減少や交易条件悪化を織り込み、売上高１兆４３００億円、営業利
益２５０億円、経常利益２３０億円、純損出６０億円に下方修正した。

◆◆◆◆旭化成旭化成旭化成旭化成・・・・・・・・・・・・住宅好調住宅好調住宅好調住宅好調でででで３３３３．．．．９９９９％％％％増収増収増収増収
　旭化成の２０１１年４－１２月期決算は、住宅事業で引き渡し個数が増加したことなどによ
り、売上高は１兆２０３９億円（同３．９％増）の増収となった。一方、原燃料の高騰や円高
の影響を受けてケミカル事業や、販売価格下落の影響を受けたエレクトロニクス事業の落ち込
みにより、営業利益は同７．９％減の８７１億円、経常利益は同２％減の８８０億円。純利益
は税制改正による繰延税金資産取り崩しの影響により、同４．４％減の４８１億円となった。
　通期予想は、売上高１兆６２４０億円、営業利益は１０４０億円、経常利益は１０４０億円、
純利益は５３０億円に下方修正した。

◆◆◆◆東東東東ソーソーソーソー・・・・・・・・・・・・前年同期並前年同期並前年同期並前年同期並みみみみ維持維持維持維持
　東ソーの２０１１年４－１２月期決算は、期央以降、重要の低迷や海外市況の軟化、昨年１１
月の発生した塩化ビニルモノマー（ＶＣＭ）製造設備での火災事故など業績の下押し要因があ
ったものの、期前半の出荷状況が堅調であったことから、売上高５２５１億円（同５．９％増）
営業利益２０８億円（同０．５％減）、経常利益１７７億円（同３．８％増）、純利益７０億
円（同５．６％増）と前年同期並みを維持した。
　ＶＣＭの稼働再開時期は未定だが、事故が起きた設備とはプロセスが異なる第１ＶＣＭ装置
が３月１日に運転を再開する前提で、通期業績への影響を１９０億円の減収、５０億円の営業
減益、特別損出２０億円と算定。これを踏まえ通期は売上高６９００億円、営業利益１９０億
円、経常利益１４０億円、純利益２０億円と減益を予想した。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・石油石油石油石油・・・・化学化学化学化学２２２２ケタケタケタケタ成長持続成長持続成長持続成長持続へへへへ
　　　　““““１２１２１２１２・・・・５５５５””””発展計画発展計画発展計画発展計画・・・・・・・・・・・・大型一体化基地形成目指大型一体化基地形成目指大型一体化基地形成目指大型一体化基地形成目指すすすす

　中国の石油化学品市場は２０１５年まで高成長を続ける。工業情報化部が公表した産業振興
計画「石油・化学工業“１２・５”発展計画」は、国内経済の比較的高い成長の持続や工業化
および都市化の加速を背景に、石油・石化製品にはいぜんとして大きな洗剤需要量があると指
摘。１５年にはエチレン換算の需要量は３８００万トンに達すると見込んでいる。また、プロ
ピレンの需要は２８００万トンと予測。長江デルタ、珠江デルタ、環渤海湾地域の３大石化地
帯の集積度を高め、３～４の２０００万トン級石油精製基地、３つの２００万トン級エチレン
センターの形成を目指している。総生産額については、年平均伸び率が１３％前後で、１５年
に１４兆元前後を目指す。

【中国の主要製品需要予測】（単位：１０年実績・１５年予測　万トン、伸び率は期中平均）

12121212 インドインドインドインド・・・・・・・・・・・・食品向食品向食品向食品向けけけけ包材包材包材包材、、、、拡大機運拡大機運拡大機運拡大機運、、、、総合小売業総合小売業総合小売業総合小売業ＦＤＩＦＤＩＦＤＩＦＤＩ規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和でででで
　インドにおける食品向け包装材の樹脂やインキ市場の拡大機運が高まっている。インド政府
は複数ブランドを扱う総合小売業に関する外国直接投資（ＦＤＩ）の規制緩和が間もなく実施
されるとの観測が高まっているためで、これにより欧米の大型スーパーマーケットを中心に食
料品小売業に対する市場開放が一気に進むことが予測される。こうした外資系スーパーマーケ
ットの進出により、それまでインドでは主流とは言えないコメ、小麦粉、塩、砂糖、食用油等
基礎的な食糧や調味料のパッケージ売りが進むものと見られる。この流れを受け、包装材向け
の樹脂やインキ需要の拡大が予測されており、関連の素材メーカーなどの間で法案の可決に注
目が集まっている。

12121212 ダウダウダウダウ・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１年売上高年売上高年売上高年売上高２２２２ケタケタケタケタ増増増増、ＥＢＩＴＤＡ、ＥＢＩＴＤＡ、ＥＢＩＴＤＡ、ＥＢＩＴＤＡもももも７８７８７８７８億億億億ドルドルドルドルにににに
　ダウ・ケミカルの２０１１年の業績は、増収増益を計上した。売上高は前年比１１．８％増
の５９９億８５００万ドル、純利益は同２２％増の２４億２００万ドル。ＥＢＩＴＤＡ（金利
税・減価償却費計上前利益）は７８億ドルに達した。一株当たり利益は前年の１．７２ドルか
ら２．０５ドルに伸びた。
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　１１年は新興市場における事業がとくに好調で、売上高は１９０億ドルを上回り過去最高に
なった。アジア太平洋地域の売上高が初めて１００億ドルを突破し、高成長を支えた。

　　　　２２２２月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（火火火火））））
1111 住友化学住友化学住友化学住友化学、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールでででで石化拡充石化拡充石化拡充石化拡充・・・・・・・・・・・・脱汎用脱汎用脱汎用脱汎用へへへへ原料多様化原料多様化原料多様化原料多様化
　　　　コンデンセートコンデンセートコンデンセートコンデンセートややややＬＰＧ、ＣＬＰＧ、ＣＬＰＧ、ＣＬＰＧ、Ｃ４４４４確保確保確保確保でででで活用拡大活用拡大活用拡大活用拡大

　住友化学は、シンガポールで石化事業の基盤を拡充する。建設中のアクリル樹脂（ＰＭＭＡ）
第３期や新設の溶液重合法スチレンブタジエンゴム（Ｓ－ＳＢＲ）に続き、エチレン酢酸ビニ
ルコポリマー（ＥＶＡ）新設やＳ－ＳＢＲの第２期計画を急ぐ。こうした高い付加価値品の増
強を推進するためには、「近い将来、川上能力の増強が不可欠。とくにＣ４の確保が重要」（
十倉雅和社長）とし、コンデンセートスプリッターの有効活用、専用タンク新設を含む液化石
油ガス（ＬＰＧ）の可能性を検討する。シンガポール事業はシェルやカタール石油等との合弁
を含め７０億ドル程度。こうした基板拡充により、８０億ドル規模が視野に入る。

1111 三菱化学系樹脂加工三菱化学系樹脂加工三菱化学系樹脂加工三菱化学系樹脂加工２２２２社社社社、、、、三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂のののの子会社子会社子会社子会社にににに・・・・・・・・・・・・集約集約集約集約ほぼほぼほぼほぼ完了完了完了完了
　三菱樹脂は６日、三菱化学系樹脂加工メーカーのダイヤテックス（東京千代田区、斎藤伸男
社長）とジェイフィルム（東京千代田区、島田修二社長）の２社を株式移管で連結子会社にす
ると発表した。４月１日付けの予定。これによって、三菱ケミカルホールデイングスは主要樹
脂加工メーカーの三菱樹脂への集約をほぼ完了する。
　両社は三菱化学のポリオレフィン事業の川下メーカーの位置付けだった。新たに機能商品分
野を担う三菱樹脂の傘下に置き、技術、製造、販売のシナジーを追求していく。また、三菱樹
脂は産業資材や高機能フィルム分野の事業ポートフォリオを強化するほか、それぞれが保有す
る海外拠点を活用しアジア市場開拓など新たな拡大策を模索していく。

5555 ＭＥＫ　ＭＥＫ　ＭＥＫ　ＭＥＫ　国内需給一時的国内需給一時的国内需給一時的国内需給一時的にににに適正化適正化適正化適正化・・・・・・・・・・・・輸入減少輸入減少輸入減少輸入減少でででで落落落落ちちちち着着着着きききき、、、、被災設備再稼働被災設備再稼働被災設備再稼働被災設備再稼働でででで一変一変一変一変もももも
　メチルエチルケトン（ＭＥＫ）の需給バランスが適正化してきた。震災による供給不安を受
けて輸入品が一時は急増したが、現在までに輸入量も減少、市場は落ち着きを取り戻している。
　ただ、震災被害で停止しているトップメーカーの丸善石油化学は、春先にも設備を復旧させ
る予定。丸善石化の設備が再稼働を始めると、この一時的な均衡状態が破られることになる可
能性が大きい。設備が復旧したからといって、その間に国内供給を支えてきた２社がすんなり
と市場を明け渡すかどうか保証はない。もともと生産能力に対して国内市場規模が半分もない
だけに、場合によっては、競争の激化に結び付く事態も予想される。
　国内品の価格は、事故直後の供給不安を背景に値上げがなされ、その後は需給が落ち着くに
つれ段階的に下落した。それでも、震災後に上がった１キログラム当たり最大９０円は全部は
落ち切っていない。大勢はで同１０～２０円は上げ分が残っているようだ。価格の動向に関し
ても、丸善石化の設備稼働が大きなカギを握っているといえる。

6666 特集特集特集特集「「「「食食食食とととと文化文化文化文化」」」」
　　　　震災契機震災契機震災契機震災契機にににに、、、、食食食食をををを支支支支えるえるえるえる化学化学化学化学のののの役割役割役割役割　　　　再評価再評価再評価再評価・・・・・・・・・・・・安全安全安全安全・・・・安定供給安定供給安定供給安定供給にににに加加加加ええええ省省省省エネエネエネエネ貢献貢献貢献貢献

　昨年の東日本大震災および原発事故、計画停電により日本の社会・経済は大きな影響を受け
た。生鮮・加工食品の生産・流通も例外ではない。とくに北関東から東北にかけては「首都圏
の台所」とも言える農畜・水産物の産地であり、多数の製品が供給制限された。加えて食品の
放射線基準値に関する問題は、被災地の農業の復興とも絡んで、なお注視していく必要がある。
　また、同問題で欧州が輸入制限を敷くなど国産食品の海外展開に水を差したが、一方で「ジ
ﾔパンブランド」への信頼は、いぜん厚いようだ。とくに原料や食品添加物に対する安全性は、
中国の消費者などから高く評価せれている。そのなかで震災を機に、食品産業を支える化学の
役割―例えば、食品添加剤や包装材料による流通・保存段階での品質・安全確保といった役割
―が見直される格好ともなっている。
食品産業食品産業食品産業食品産業にににに打撃打撃打撃打撃、、、、輸入急増輸入急増輸入急増輸入急増もももも
　食品産業は景気の影響を受けにくいと言われてきたが、国内人工の減少や原燃料高、この数
年の世界的な経済変動で、決して安定した状況にない。加えて昨年は、東日本大震災が重なっ
た。流通網の混乱、包装材料など副資材の　
追われた。消費者マインドの冷え込みもあって、上期は同産業全体が振るわない状況を余儀な
くされた。
絆絆絆絆をををを求求求求めてめてめてめて内食志向強内食志向強内食志向強内食志向強まるまるまるまる
　食品産業全体の荷動きは、下期には徐々に回復してきたが、食のスタイルに変化をもたらし
た。東日本では今でも地震が頻発することから、家族中心の生活を重視する考え方が強まり、
親族と同居するケースも多いという。この風潮を映し、家で食べる内食・中食（調理済食品購
入）がさらに増えており、鍋用スープや惣菜向け調味料などが売れ行きを伸ばしている。外食
産業には厳しい状況だ。
食料保存食料保存食料保存食料保存でででで見直見直見直見直されるされるされるされる添加物添加物添加物添加物
　地球環境問題にともなう省エネや今回の震災によって、食を支えている化学品・素材の役割
が改めて評価されることが望まれる。加工食品・飲料で食品添加物を含まないものはほとんど
ないが、いまだ「保存料不使用」「無添加」志向の流れが消えていない。消費者の漠然とした
不安感を利用した販売戦略ともいわれている。ただ食品の低温・冷凍流通が一般化したなかで、
電力使用の節減・停止で温度管理に影響がでると、保存性など衛生上のリスクは高まる。
　食品倉庫などコールドチェーンの発達により保存料の役割が縮小したのは一面事実だが、そ
れら設備の節電・省エネに当たっては、腐敗による食中毒や経済損失を考えると、安全で効果
の高い保存料を使うことには正当性がある。実際、震災を機に企業・地域や家庭では食糧備蓄
を心掛けるようになり、保存性への関心は高い。
薄肉化薄肉化薄肉化薄肉化などなどなどなど改良進改良進改良進改良進むむむむ包装材料包装材料包装材料包装材料
　食品包装材料でも、食の安全と省エネや資源節約の両立はいぜん命題だろう。飲料や加工品



の低価格化を受けたコスト削減策としても、ＰＥＴボトルなどプラスチック容器の軽量・薄肉
化が進められてきた。包装材料各社では食および流通上の安全確保に応えるため、強度や長期
保存性能(バリア性能）の向上など技術開発努力を続けている。
作物生産作物生産作物生産作物生産にににに欠欠欠欠かせぬかせぬかせぬかせぬ農薬農薬農薬農薬・・・・肥料肥料肥料肥料
　そのほか野菜など作物の安定した生産に欠かせない農薬や肥料、さらには作物育成や食品加
工のための清浄な水の供給システムといった分野でも化学品・素材が果たす役割は大きい。
ジャパンブランドジャパンブランドジャパンブランドジャパンブランドなおなおなおなお健在健在健在健在
　一方、今後の食品産業を考えると、国内の安定供給とともに、新興国をターゲットにした展
開強化を求めざるを得ない。放射線の問題でも如実に表れた点だが、国ごとに異なる食品関連
規制、輸出入規制は大きなハードルとなっている。食品は目に見え、口に入るものであり、社
会的にみて化学物質や医薬品以上にデリケートな存在だが、食品添加物や農薬などでの長年の
蓄積を生かし安全・安定供給を実現、日本の食品および関連する化学産業の評価を高める好機
といえる。

7777 最大最大最大最大ニーズニーズニーズニーズはははは軽量軽量軽量軽量・・・・薄肉化薄肉化薄肉化薄肉化
◆◆◆◆容器容器容器容器・・・・・・・・・・・・バイオバイオバイオバイオ系系系系プラプラプラプラのののの採用拡大採用拡大採用拡大採用拡大

　トレー、カップめん容器、弁当容器、ＰＥＴボトルなどのプラスチック製容器は、軽量、易
加工性、衛生性などの特徴を生かし、食の安全に欠かせない包装材料として活躍している。
近年は、いずれも薄肉・軽量化の流れが強まっているほか、ここにきてバイオ系プラスチック
の採用が拡大している。
　容器包装リサイクル法の影響もあって、トレーは年々薄肉・軽量化されている。このうち、
白トレーはリサイクル比率が高いことも特徴だが、ここにきて透明トレーもＰＥＴボトルなど
と同様にマテリアルリサイクルする動きがでている。一方、コンビニやデパートの中食などの
発達とともに成長してきたのが弁当容器。発泡タイプとソリッドタイプがあり、透明なフタに
はＯＰＳやＰＥＴシートなどが使用されている。近年では電子レンジ特性の高いＰＰ製容器に
続き、手で持っても熱くない発泡容器の開発が進んでいる。
　さらにサラダ・フルーツなどの透明容器ではポリ乳酸（ＰＬＡ）などバイオ系プラスチック
の採用が拡大している。ＰＥＴボトルも大手飲料メーカーがポリエステル原料に植物由来のモ
ノマーを採用したこともあり、バイオプラ化の流れが起きている。

◆◆◆◆プラプラプラプラ製包装材料製包装材料製包装材料製包装材料・・・・・・・・長期保存長期保存長期保存長期保存やややや環境対応環境対応環境対応環境対応、、、、高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化がががが進展進展進展進展、、、、食品保護食品保護食品保護食品保護のののの有用性再評価有用性再評価有用性再評価有用性再評価
　食品向けプラスチック包装材料は、一般に缶、ビンなどに比べ軽量かつ加工が容易で、紙と
比較して水分や雑菌などから食品を守る機能が高いとして、人々の暮らしに大きく貢献してい
る。昨年の東日本大震災はプラスチック包装材料の有用性を大きくクローズアップさせた。
緊急支援物資として食料品を被災地に輸送する際、プラスチック包装材料の供給不足が懸念さ
れたほか、ＰＥＴボトル用のプラスチックキャップ工場が被災したことで、ＰＥＴボトル飲料
水が一時、店頭から姿を消したことは記憶に新しい。
　包装材料に対する最大のニーズは、更なる軽量化・薄肉化だ。使用後の包装材料の廃棄量や、
製造・輸送段階を含めたＣＯ２排出量を削減することが求められているため。さらに包装材料
のコストダウン要求も軽量化・薄肉化ニーズをエスカレートさせている。カップめんた納豆容
器などに付属している小袋類については、使用そのものを省略することでコストダウンを図る
動きも強まってきた。
　ライフサイクル（ＬＣＡ）でみたＣＯ２排出量を極小化するため、バイオ系のプラスチック
に対するニーズも急速に高まっている。バイオ系プラはこれまで化石原料系プラと比べコスト
高となるほか、加工性や耐熱性などにも限界があったことなどから、採用は一部に限られてい
た。しかし、原油高騰などでコスト格差は縮まっており、バイオ系プラの加工性や各種物性も
高まっている。
　川下の食品業界、流通業界では、成長するアジア市場を取り込む海外戦略の動きが強まって
いる。このため国内事業中心だった包装材料メーカーについても、海外に生産拠点を設置する
動きが水面下で進行しつつある。

◆◆◆◆フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・・・・・・・・・バリアバリアバリアバリア性性性性などなどなどなど開発開発開発開発のののの焦点焦点焦点焦点
　食品包装用フィルムは引き続き高機能化と薄肉化・軽量化が２大トレンド。根強いコストダ
ウン要請への対応が大きな課題となっている。加工性やバリア性あんど各種機能を落とすこと
なく、素材転換や多層フィルムの層数簡略などで、コストと機能を両立させた製品の開発が求
められている。市場ではフィルムの強度を引き上げたり、１つのフィルムに複数の機能を持た
せるなどして、包装材料の簡素化を可能とするニーズや、食品の廃棄ロスの削減に向け、スナ
ック菓子の賞味期限を従来の５０日から７０日に延長したり、日配品のおにぎりの賞味期限を
２日以上に延長するといったニーズが高まっている。

12121212 中国中国中国中国　　　　１１１１１１１１年年年年ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン輸入輸入輸入輸入・・・・・・・・・・・・ＬＬ、ＰＰＬＬ、ＰＰＬＬ、ＰＰＬＬ、ＰＰがががが前年割前年割前年割前年割れれれれ、、、、自給率拡大背景自給率拡大背景自給率拡大背景自給率拡大背景にににに
　中国のポリオレフィン輸入が低成長を続けている。中国海関のまとめによると２０１１年の
輸入量は低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）が前年比５．７％増の約１４６万３４００トンと伸
長したものの、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）は同０．９％増の３５２万６７００トン、直
鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）は同１．１％減の約２４５万４５００トン、ポリプ
ロピレン（ＰＰ）は同２．４％減の約３７７万８９００トンと２品目がマイナスだった。ＰＰ
は２年連続のマイナス。１５００万トンを突破したエチレン生産に象徴される自給率の向上が
大きな要因。

【中国のポリオレフィン輸入量】(単位：トン、％）　中国海関統計を基に作成
２０１１年

1,463,411
3,526,747

5.7
0.9

-1.1
-2.4

品目
ＬＤＰＥ
ＨＤＰＥ
Ｌ－ＬＤＰＥ
ＰＰ

2,454,548
3,778,884

前年比



　　　　２２２２月月月月０８０８０８０８日日日日（（（（水水水水））））
1111 エチレンエチレンエチレンエチレン換算換算換算換算１１１１１１１１年輸出入年輸出入年輸出入年輸出入・・・・・・・・・・・・輸入輸入輸入輸入３３３３３３３３％％％％増増増増のののの７１７１７１７１万万万万トントントントン、、、、輸出不振輸出不振輸出不振輸出不振　　　　石化低迷浮石化低迷浮石化低迷浮石化低迷浮きききき彫彫彫彫りりりり

　経産省がまとめた２０１１年のエチレン換算輸出入によると、高密度ポリエチレン（ＨＤＰ
Ｅ）が２倍以上となるなど誘導品の輸入が大幅に増加する一方、輸出では原料のエチレンが１
８％伸び、国内石油化学産業の低迷を裏付ける結果となった。東日本大震災を契機とする汎用
樹脂の輸入増、円高による輸出不振、秋以降のアジア市場の需要の成長鈍化など悪条件が重な
った。
　エチレン系石化製品のエチレン換算輸出量は前年比９．９％減の２１９万３０００トン。過
去最高だった２００９年に比べ４分の３の水準だが、リーマンショックで落ち込んだ０８年に
対しては上回った。輸入は３２．６％増の７０万９０００トンと大幅に伸びた。エチレン生産
は、４．７％減の６６８万９０００トンで１７年ぶりの低水準。エチレン生産と輸入の合計か
ら輸出を引いた推定内需は１．７％増の５０２万５０００トンと２年連続で増加した。内需に
占める輸入比率は１３．６％と過去最高。

【石油化学製品２０１１年１－１２月輸出入実績（エチレン換算）】
　（単位：トン、前年比増減％）　　注：－は前年実績なし　　(経産省化学課まとめ）

3333 日本包装学会日本包装学会日本包装学会日本包装学会シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム・・・・・・・・・・・・海外海外海外海外のののの包装技術動向包装技術動向包装技術動向包装技術動向とととと戦略紹介戦略紹介戦略紹介戦略紹介
　日本包装学会はこのほど「海外の包装事情と企業におけるグローバル戦略」と題した第５７
回シンポジウムを開催した。近年の包装技術の世界的な動向や代表的な包装材料であるポリオ
レフィンの需給の状況、メーカーの容器開発などをテーマに５名が講演した。
　住本技術士事務所の住本充弘所長は「海外の包装事情とグローバル化」について講演。世界
のパッケージング技術の中心となっているのは日欧米だが、中東諸国、中国、韓国、ベトナム、
インド、トルコなども商品開発に力を注いでいるという。とくに中東諸国は豊かな石油資源か
らフィルムを製膜。加工して新たなビジネスを展開しようとする動きが活発で、豊富な資金を
もとに最新の加工機械を欧州から輸入している。
　住本氏は「パッケージング技術の国際協力が必要。食品向けの鮮度保持技術など日本の包装
技術は輸出する価値があるし、求められている。世界は最先端の技術を積極的に取り入れてい
る。もっと海外へ出て行って現地の生の情報を取り入れていくべき」と、グローバル展開の重
要性を訴えた。
　キッコーマンの舘山宏治海外技術部長は、同社の海外展開と容器包装の変遷を紹介した。
２０１０年に同社が発表した「いつでも新鮮」シリーズは開封から常温で９０日間、生しょう
ゆの新鮮さを保つことが出来る。これを実現しているのがユニークな包装容器。内装と外装の
２重構造で、内装は蒸着ポリエステル、ナイロン、直鎖状低密度ポリエチレンフィルムで構成
されたスタンデイングパウチ。シリコン製の逆止弁が付いており、外から空気が入らずしょう
ゆの酸化を防ぐ。舘山部長は「パッケージ価値の向上、新規性は商品開発に重要な要素の１つ」
であり、同社が世界各地で展開する現地ニーズに合わせたしょうゆ製品にも、ユニークな容器
を取り入れていくとした。

12121212 ＰＥ、ＰＥ、ＰＥ、ＰＥ、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールでででで稼働稼働稼働稼働・・・・・・・・・・・・エクソンモービルエクソンモービルエクソンモービルエクソンモービル　　　　クラッカークラッカークラッカークラッカーはははは年後半年後半年後半年後半
　エクソンモービルケミカルがシンガポールで建設を進めている石化コンプレックスの一部が
完成、稼働を開始した。関係者によると、ポリエチレン（ＰＥ）設備２基のうち１基(年６５万
トン）が稼働を開始したもので、足元では稼働率は５～６割にあるものの、年内に稼働が見込
まれるナフサクラッカーからの原料供給が整えば、早期にフル稼働を目指すことになる。
　エクソンモービルケミカルがシンガポールで建設しているのは、エチレン年１００万トン能
力のナフサクラッカー、その誘導品としてＰＥ２基・計１３０万トン、ポリプロピレン（ＰＰ）
４５万トンなど、このうち直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）設備(６５万トン能力）
が完成し稼働に入った。誘導品の特徴は、独自技術を駆使した付加価値の高い製品。具体的に
は、ＰＥでもフィルムの高機能用途で中国などで需要が高まっているメタロセン触媒による
ＰＥ「イクシード」、不織布や特殊フィルム、樹脂改質剤などに使用されるメタロセン触媒に
よる特殊エラストマー「ビスタマックス」など。このためクラッカーの分解炉にも「独自の工
夫」を施し、重質留分でも分解可能な炉とし、原料から誘導品まで一貫して競争力を高める戦
略だ。
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　　　　２２２２月月月月０９０９０９０９日日日日（（（（木木木木））））
1111 包装材料包装材料包装材料包装材料・・・・装置装置装置装置・・・・・・・・中東中東中東中東・・・・アジアアジアアジアアジア新興国新興国新興国新興国　　　　先端技術吸収先端技術吸収先端技術吸収先端技術吸収にににに意欲意欲意欲意欲
　　　　日本企業日本企業日本企業日本企業にもにもにもにも商機商機商機商機　　　　現地現地現地現地とととと協力協力協力協力をををを　　　　食糧輸出食糧輸出食糧輸出食糧輸出にににに付加価値付加価値付加価値付加価値、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネス拡大狙拡大狙拡大狙拡大狙うううう

　日本・米国・欧州を中心に発展してきた包装関連技術の動向に変化が表れ始めている。中東
諸国やアジア新興国が先進国の先端技術を積極的に吸い上げ、製品化する動きが急速に進んで
いる。食糧を供給・輸出するだけでなく、包装材料を自ら手掛けることでビジネスが一気に拡
大するためだ。優れた技術を誇る日本メーカーとしては、包装技術や品質管理システムなどを
輸出しながら、現地企業との新たな技術・製品開発を行い成長を目指すビジネスモデルの構築
が急がれる。
　日本は素材となる紙、フィルムなど種類が豊富。開発力も高く高機能化、薄肉化等に優れる。
充填包装機などの機械も優秀で、包装材料としても独自のアイデアと品質管理が徹底されてい
る。一方で、外部の最先端技術を取り入れる姿勢は弱く、熟練の技術に重きを置く傾向がある。
　ブラジル、中国、韓国、ベトナム、インド、中東諸国、トルコはパッケージビジネスに熱心。
韓国ではキムチの輸出を増やそうとしているが、発酵食品であるため輸送中に内側から発生す
るガスによって破袋してしまうことがある。このため、ガス抜き技術や流通輸送技術の共同開
発を積極的に進めている。
中東諸国は豊富な資金で最新の包装機械を導入しており、「驚くほどデザインが秀逸」(大手
フィルムコンバータ）で、外観上は従来品と遜色ない製品を製造している。内からは開けにく
く外からは開けやすい包装、新規バイオプラスチック、軟包装の立体容器などが開発されてい
る。
　こうした世界各国の動きのなか、日本メーカーの高度な技術や包装機械が求められているが、
なかなか輸出が進んでいないのが実情。東南アジアに成長市場があるのはわかるが、（日本人
だけで）現地視察をしても具体的なニーズがわからない」（大手フィルムコンバータ）という。
それだけに、現地パートナー企業と協力が欠かせない。日本の技術力を課題解決に生かせれば
新たな商機が広がるはずだ。

3333 １２１２１２１２月月月月プラプラプラプラ製品生産速報製品生産速報製品生産速報製品生産速報・・・・・・・・・・・・出荷出荷出荷出荷６６６６ヵヵヵヵ月連続月連続月連続月連続マイナスマイナスマイナスマイナス　　　　　　　　　　　　　　　　
　日本プラスチック工業連盟が経産省の統計を基にまとめた、プラスチック製品の１２月生産
出荷・在庫統計（速報ベース）によれば、生産が前年同月比３．７％減の４３万６２５４トン
出荷が同３．５％減の４６万６５１８トンとなった。出荷は７月から６ヵ月連続で減少。　　
　主力のフィルム・シート向けが同６．９％減と一段と減少幅が拡大し総出荷の足を引張った。　

【１２月の主なプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）＜日本プラスチック工業連盟＞

3333 バイオバイオバイオバイオＰＥＰＥＰＥＰＥ製製製製レジレジレジレジ袋袋袋袋・・・・・・・・大手流通大手流通大手流通大手流通がががが採用拡大採用拡大採用拡大採用拡大、、、、まずまずまずまず数十数十数十数十トンレベルトンレベルトンレベルトンレベル　　　　福助工業福助工業福助工業福助工業、、、、拡販拡販拡販拡販にににに拍車拍車拍車拍車
　福助工業は、バイオマス・ポリエチレン（バイオＰＥ）で作ったレジ袋（バイオレフィン）
シリーズの拡販に拍車をかける。ニーズに応じバイオＰＥ混入比率を自在にコントロールでき
る技術力を武器に、環境意識の高い需要家への提案を強化する。２０１２年でまず数十トンレ
ベルを販売、１３年以降さらに伸ばしていく考え。バイオレフィンは、ブラジルのブラスケム
社が製造するサトウキビの廃糖を原料とするバイオＰＥで製造したレジ袋。ここにきて大手流
通業者も含めてバイオレフィン採用の動きを活発化させている。非可食資源である廃糖を原料
とすること、レジ袋の基本物性を落とすことなくバイオＰＥの混入比率を自在に設定できる点
などが評価されている。スーパーヤオコーのベーカリーショップは、バイオＰＥ混入率１０％
のバイオレフィンを採用。同ショップは年間１０００万枚規模のレジ袋を使用するという。
　テイッシュペーパーの外装袋などレジ袋以外への用途も開拓しながら、積極的に推進してい
く考え。

10101010 プラプラプラプラ製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル・・・・・・・・・・・・プラプラプラプラ推進協推進協推進協推進協「「「「自治体自治体自治体自治体とととと事業者事業者事業者事業者のののの交流会交流会交流会交流会」　　」　　」　　」　　((((上上上上））））
　　　　ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル全体全体全体全体でででで考察考察考察考察をををを、、、、ごみごみごみごみ発電発電発電発電をををを選択肢選択肢選択肢選択肢にににに

　プラスチック容器包装リサイクル推進協議会（プラ推進協）は６日、「自治体と事業者の交
流会」を開催した。自治体、容器メーカー、中間処理事業者など各主体の代表者が現状を紹介
し、消費者代表も交え活発な意見交換が行われた。
　容リ法の見直し議論がまもなく本格化する見通しだが、再商品化手法はライフサイクル全体
で環境負荷やコストを捉え、考えることが不可欠。真の環境負荷低減には、プラ製容器包装の
本来の役割を再認識する必要性も浮き彫りとなった。
　容リ法が施行し１１年が経過し、分別収集など資源循環に向けた取組が進む一方、再商品化
に関しては各手法の内容、リサイクル製品などについて国民への周知は不十分。主体間の連携
も十分とはいえず、プラ推進協が「各主体が相互理解を深める」(河合義雄会長・ニチレイ取締
役執行役員）ことを目的に開催する交流会は６回目。

224,845 103.6

品目 前年同期比区分 １２１２１２１２月月月月

19,381 105.2

フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・シートシートシートシート
生産 185,626 91.7
出荷 202,235 93.1
在庫

28,903 106.3

日用品日用品日用品日用品・・・・雑貨雑貨雑貨雑貨
生産 23,820 102.6
出荷 24,751 97.5
在庫

容器容器容器容器（（（（中空成形中空成形中空成形中空成形））））
生産 40,199 97.9
出荷 40,988 97.3
在庫



　まず、環境省の森下哲リサイクル推進質長が「容リ法の現状と課題について」講演。続いて
鳥取環境大学の田中勝特任教授が「プラ製容器包装の再商品化を考える」をテーマに基調講演
を行った。容リ法は一般廃棄物の削減と資源の有効活用を目的に、拡大生産者責任を取り入れ
２０００年に完全施行された。「容リプラの排出が減少傾向にある」「容器包装の環境配慮設
計の進展、物質回収の促進など大きな成果を上げた」ことが紹介された。一方、複合素材が多
く異物も混入しやすいプラ製容器包装は、すべてを容リ法が優先する材料リサイクル（ＭＲ）
で処理することは困難。ＭＲ優先による社会的コストの増加も指摘されている。これらを踏ま
え、「収集から最終処分まで、ライフサイクル全体でエネルギー、資源、コストを解析する必
要がある。そのうえで、各市町村が一番良い方法を選ばなければならないが、ごみ発電を選択
肢として考えるべき」と田中教授は提案した。
　サーマルリサイクル（ＴＲ）の１つであるごみ発電は、廃プラの燃焼に伴いＣＯ２排出量が
増えるが、廃プラは熱量が高く発電効率が上がり全体としてはＭＲより大きなＣＯ２削減効果
が期待できる。エネルギー・資源保護、コストの面でも有利という。ＰＥＴボトルや白色トレ
ー以外の「プラ製容器包装をエネルギー源として使うことで課題を克服できる。太陽光や風力
よりも安定しており、電力不足の解決にも貢献できる」とした。
　廃プラすべてを“資源ごみ”として回収・リサイクルする東京・港区の取組も紹介された。
最終処分場の延命、容リプラと製品プラの判別の難しさなどを考慮したもので、容リプラは溶
リルートで再商品化し、製品プラはＭＲが困難な汚れた溶リプラとともに独自ルートでケミカ
ルリサイクル（ＣＲ）している。中間処理やコスト削減が課題というが「すべて焼却するのに
比べ約８割のＣＯ２削減になる」（港区）といい、今後も分別物に適した再商品化手法の選択
を考えていく。

11111111 ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの国際収支国際収支国際収支国際収支・・・・・・・・・・・・貿易収支赤字貿易収支赤字貿易収支赤字貿易収支赤字にににに転転転転じじじじ、、、、経常黒字経常黒字経常黒字経常黒字１０１０１０１０兆円割兆円割兆円割兆円割れれれれ　　　　１５１５１５１５年年年年ぶりぶりぶりぶり
　財務省が８日発表した２０１１年の国際収支速報によると、経常収支の黒字額は前年比４３．
９％減の９兆６２８３億円となった。東日本大震災の影響で貿易収支が赤字に転じたのを主因
に、過去最大の減少率を記録した。１０兆円割れは１９９６年以来１５年ぶり。
　貿易収支は１兆６０８億円の赤字。国際収支統計で貿易収支を集計する場合、輸出入ともに
運賃や保険料を除いたベースとなり、１１年は４８年ぶりに貿易赤字に転落した。輸入だけ運
賃などを含む「通関ベース」では３１年ぶりの赤字だった。
　貨物輸送や旅行のサービス収支は、訪日旅行者の減少で、赤字額が１兆６４０７億円に拡大
した結果、貿易・サービス収支は３兆２４９６億円の赤字に転じた。
　一方、海外子会社からの配当や海外証券投資による収益を表す所得黒字は１９．９％増の
１４兆２９６億円を確保し、貿易赤字の穴を埋めた。
　財務省は貿易赤字転落は一時的要因が大きいため、「経常収支が直ちに赤字に転じることは
ない」とみている。ただ、産業界では、「円高が長期的に続くと貿易赤字が定着する」との指
摘があり、経常収支が１５年にも赤字に転落すると予測するエコノミストもいる。
　同時に発表した１１年１２月の経常黒字は前年同月比７４．７％減の３０３５億円となった。

　　　　２２２２月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））
1111 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工１２１２１２１２月期月期月期月期・・・・・・・・・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益がががが２２２２２２２２％％％％増増増増

　昭和電工の２０１１年１２月期決算は、営業利益が前期比２２．３％増の４７３億５７００
万円となった。経常利益は同３１．３％増の４００億１８００万円、純利益は同３３．６％増
の１６９億８０００万円。売上高は同１．７％増の８５４１億５８００万円だった。増収増益
だが、円高定着で当初見通しを下回った。
　今期は売上高が３％増の８８００億円、営業利益が１．４％増の４８０億円、経常利益が同
５％増の４２０億円、純利益が同３５．５％増の２３０億円と増収増益を予想している。

1111 超短波超短波超短波超短波
◆◆◆◆・・・・・・・・・・・・「「「「独立主権国家独立主権国家独立主権国家独立主権国家としてとしてとしてとして生生生生きていくためにはきていくためにはきていくためにはきていくためには、、、、科学技術科学技術科学技術科学技術をををを支支支支えるえるえるえる重要重要重要重要なななな研究基盤研究基盤研究基盤研究基盤をををを

　 他国に頼らず自国で開発することが不可欠」と力説するのは理化学研究所の野依良治理事長。
高輝度光科学研究センターと共同で兵庫県に建設したＸ線自由電子レーザー施設「ＳＡＣＬＡ」
が来月から供用を開始するが、「ＳＡＣＬＡや神戸のスパコン『京』は日本人の誇り。ナショ
ナルプライドと胸を張る。
◆・・・ＳＡＣＬＡに隣接する大型放射光施設ＳＰｒｉｎｇ－８を含め研究基盤の拡充が進む
が、これらの施設を「サイエンスの世界だけでなく、産業の幅広い分野で利用してもらえるよ
うな環境を作っていかなければならない」と利用する研究者の裾野を広げたい考え。「研究成
果を世界に還元することに全力を尽くす」とあくまで意欲的だ。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・日中経済日中経済日中経済日中経済にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな民間民間民間民間のののの情報発信情報発信情報発信情報発信
　日中国交正常化４０周年の節目に当たる今年、日本と中国の間では官民でさまざまな記念・
交流行事が予定されている。加えて、中国は指導者交代によって政治・経済の変化の予想され
る。そうしたなか、民間ベースで中国と幅広い交流事業を積み重ねてきた経団連が「北京事務
所」を開設する方針が明らかになった。直嶋正行首相特使(元経済産業相）とともに、１６日に
北京で行われる中国民交友好年の開幕式に参加する米倉弘昌会長が、中国側へ正式に北京事務
所開設を伝えるという。
　昨年は経団連が主催する第１回日中環境技術展示会（グリーンエキスポ）が北京で開催され
た。今秋にも第２回日中グリーンエキスポが経団連主催で開催される予定である。
　現在、北京には日本商工会議所が「中国日本商会」の事務所を置き、日系企業に対する支援
活動を行っているが、経団連の北京事務所の設置が、日系企業の諸活動の大きな力となってい
くことを期待したい。
　中国は今年の指導者交代にあわせ、北京、天津を中心とする華北地域の経済発展重視の姿勢
を一段と鮮明にすると見られている。深圳、東莞など華南地区から始まった同国の改革・開放、



経済発展は、１９９０年代半ばから上海を中心とする華東地域へ移った。いよいよ、東北三省
を含み渤海湾経済地域を包括する北京、華北地域が今後の経済発展の中心軸になると言われて
いる。今後、北京発の情報や経済政策の動向はこれまで以上に重要性を増すことは間違いなく、
経団連の事務所設置は時流にかなったものといえよう。さらに環境関連情報、化学品の動向や
規制情報も含め日本の科学関連団体も首都北京へ事務所、出先機関など設置が必要ではないか。
中国版ＧＨＳ、化学品事前登録制度など中国の化学品規制は目まぐるしく動いている。情報収
集や交流、将来的な政策提案、ロビー活動など、日本の科学業界にとっても中国の存在感が増
しているだけに検討すべき時期を迎えている。

3333 包装事業包装事業包装事業包装事業ででででジェイフィルムジェイフィルムジェイフィルムジェイフィルム・・・・・・・・・・・・三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂とのとのとのとのシナジーシナジーシナジーシナジー追求追求追求追求
　　　　海外展開海外展開海外展開海外展開やややや品揃品揃品揃品揃ええええ補完補完補完補完、、、、ラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルム一貫生産一貫生産一貫生産一貫生産もももも

　ジェイフィルムは、４月に三菱樹脂の連結子会社となることを受け、両社の包装材料関連事
業のシナジー創出による業容拡大を目指す。事業体制は当面、現状と変化は無いとしているが、
両社の包装事業は接点が多い一方で補完関係も強く、さまざまなシナジー効果が期待される。
　とくに海外展開、品揃えの補完、基材からラミナートフィルムの一貫体制構築などで高い効
果が見込まれることから、両社で協議を重ね戦略を具体化していく方針だ。
　海外展開については、三菱樹脂が包装材料で東南アジア市場の獲得を目指していることから、
ジェイフィルムにとっても大きなチャンスと捉え具体化を目指す。ジェイフィルムのフィリピ
ンに持つ極薄ロール袋「タフレン・ワダ・パック」の国内向け輸出拠点を活用するケースなど
を模索する。衛生材料や包装材料では、品揃えの補完シナジーを活用し、三菱樹脂グループと
してのワンストップの営業体制も視野に業容拡大を目指す。例えば、紙おむつや生理用品向け
の衛生材料分野では、ジェイフィルムが非透湿フィルムの国内トップシェアを持つ一方、三菱
樹脂は透湿フィルムの大手であるため、補完効果が大きいと見られている。

10101010 キリンビバレッジキリンビバレッジキリンビバレッジキリンビバレッジ　　　　清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水清涼飲料水ボトルボトルボトルボトル・・・・・・・・・・・・材料材料材料材料リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ本格投入本格投入本格投入本格投入
　　　　植物由来比率植物由来比率植物由来比率植物由来比率をををを最大化最大化最大化最大化へへへへ

　キリンビバレッジは、清涼飲料水容器にメカニカルリサイクル（材料リサイクル、ＭＲ）し
たＰＥＴ(ポリエチレンテレフタレート）を原料に使うＰＥＴボトルを本格投入する。自社が手
掛けるボトル製造の工程で、ＣＯ２および廃棄物の排出を削減するのが狙い。バージンＰＥＴ
を使用しないボトルの市場投入も視野に、ＭＲＰＥＴと、植物由来ＰＥＴの使用比率を最大化
する検討を始める。ＰＥＴボトルは「３Ｒ」のうち、軽量化など「リデユース」が限界に近づ
きつつあり、ビンに比べ「リユース」もしにくい。このため「リサイクル」を重視し、さらな
る環境負荷低減を図る。

10101010 プラプラプラプラ製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル・・・・・・・・・・・・プラプラプラプラ推進協推進協推進協推進協「「「「自治体自治体自治体自治体とととと事業者事業者事業者事業者のののの交流会交流会交流会交流会」　　」　　」　　」　　((((下下下下））））
　　　　ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル全体全体全体全体でででで考察考察考察考察をををを、、、、商品全体商品全体商品全体商品全体でででで環境配慮環境配慮環境配慮環境配慮

　交流会では、特定事業者の取り組みとして日本プラスチック工業連盟が昨年１０月に行った
提言「プラ製容器包装の機能と環境配慮」を紹介した。同提言は、レトルト食品パウチ、練り
ワサビのチューブ、マヨネーズのボトル、ＰＥＴボトル、食品トレーなどを事例に、プラ製容
器包装に対する正しい理解を促すためにまとめられたもの。「プラ製容器包装は商品の一部で
あり、ライフサイクル全体で環境配慮を考える必要がある」ことを訴えている。
　環境配慮は、例えば、マユネーズボトルなど多くの食品容器包装は、素材を多層構造とする
ことによって内容物の劣化を防いでいる。複合素材が材料リサイクル（ＭＲ）に不向きという
理由だけで単一素材にすれば、返って食品資源のロスを招く恐れがある。提言は、容器包装に
求められる機能と環境配慮は必ずしもＭＲ優先には結びつかないことを訴求しており、交流会
でも「容器包装だけに過大な課題を押しつけるのではなく、世界最高水準の容器包装技術を生
かし主体間連携で持続可能な社会を目指すことが環境配慮に繋がる」ことが強調された。
　溶リプラには多くの種類があり、「ＭＲはプラ製品へのリサイクル率が５０％ともっとも高
く、残渣も固形燃料化して熱回収される」（ＭＲ事業者）、「ケミカルリサイクル（ＣＲ）は
複合材料も使え、コストはＭＲの半分」（ＣＲ事業者）など、再商品化手法にもそれぞれ特徴
がある。「物によって手法を考える必要がある」(プラ工連）が、再商品化の定義によってコ
スト差が生じるため手法間での価格競争が困難、ＭＲ優先により溶リプラの収集量が伸び悩む
など、現行の入札制度のゆがみも顕在化している。
　中間処理事業者や消費者の代表も交え
たパネルデイスカッションでは活発な意
見交換が行われたが、重要なのは「食品
ロスほど資源を無駄にすることはない」
（ＮＰＯ持続可能な社会をつくる元気ネ
ット）こと。
　容リ法の次期改正は、分別収集・選別
保管のあり方、プラ製容器包装の再商品
化手法の見直し等前回改正時の論点も踏
まえて議論される見通しだが、各主体の
努力を無駄にしないためにも、「商品全
体を捉えて再商品化手法を見直していく
ことが必要」（河合義雄プラ推進協会長・
ニチレイ取締役執行役員）となっている。

10101010 厚労省検討会厚労省検討会厚労省検討会厚労省検討会がががが選定選定選定選定・・・・・・・・・・・・発発発発がんがんがんがん試験試験試験試験ににににメタクリルメタクリルメタクリルメタクリル酸酸酸酸ブチルブチルブチルブチル
　厚労省の「化学物質のリスク評価検討会・有害性評価小検討会」は、発がん性を調べる対象
物質に、塗料などに使われるメタクリル酸ブチルを選定した。来年度から５年程度かけて動物
に対して吸入試験などを行い発がん性を検証する。
　厚労省によると、メタクリル酸ブチルの製造・輸入量は１万～１０万トンで、樹脂や塗料、



潤滑油の添加剤に利用されている。染色体異常試験では陰性が示され、発がん性は低いと見ら
れている。
　同省では労働者の健康被害を防ぐためにがん原生試験を実施する化学物質を毎年度１品目選
び検証している。現在、メチルアミンやアクリル酸メチルなどが試験中。

12121212 中国中国中国中国ののののＣＰＩＣＰＩＣＰＩＣＰＩ・・・・・・・・・・・・１１１１月月月月はははは４４４４．．．．５５５５％％％％上昇上昇上昇上昇、、、、６６６６ヵヵヵヵ月月月月ぶりぶりぶりぶり加速加速加速加速
　中国国家統計局は９日、１月の消費者物価指数（ＣＰＩ)が前年同月比４．５％上昇したと
発表した。上昇率は昨年７月に６．５％のピークを付けた後、一貫して鈍化し続けてきたが、
６ヵ月ぶりに前月の４．１％から加速した。中国紙予想の４．１％も大幅に上回り、インフレ
圧力の根強さが浮き彫りになった。前月比では１．５％上昇。
　春節の連休で食品消費が活発化したことや悪天候で野菜の流通が滞ったことなどが物価全体
を押し上げた。２月以降は鈍化基調に戻るとの見方が一般的だ。
　中国政府は昨年末「物価安定最優先」を改め、「成長確保」に配慮する方針を決定。３年振
りに預金準備率を引き下げ、金融緩和に踏み出した。市場では春節連休前の追加利下げ観測が
高まったが、物価上昇圧力も根強く見送られた。
　ＣＰＩは２４カ月連続で１年物定期預金基準金利（３．５％）を上回った。当局は実質マイ
ナス金利の長期化に警戒を強めており、政策金利は当面据え置かれるとの見方が多い。


