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　１１月２６日（月）
１ 石化協　首脳会見・・・先行きに警戒感　貿易戦争、アジアに影響

　石化協の森川宏平会長ら首脳が２２日、都内で今年度最後の定例会見を開いた。森川会長は
業界の一年を振り返り、個人的な見解も含むとしたうえで「２０１７年のように視界がクリア
ではなかった」とし、先行きを懸念させるような要因として、米中貿易摩擦や原油価格の乱高
下等を挙げた。ここ数年活況を呈してきた石化業界への影響については「目に見えて潮目が変
わったとは思わないが、昨年、一昨年よりはその可能性が高まってきたという印象」と話した。
　活況を象徴するように高値を維持してきた北東アジアのエチレン価格は秋口から急落した。
ライン川が低水位になったことで欧州の沿岸部で余剰になったエチレンがアジア域内に流入し
たことや中東品の増加、域内のエチレン外販の動き等が重なったことが背景にある。市況下落
による流入品の減少と誘導品との値差回復によって、「年末に向けてウェルバランスを取り戻
すとみている」との見方を示した。
　各首脳は今年の需要は良好だったと振り返った一方で、来年については不安材料も聞かれた。
米中の報復関税の応酬によって、両国の消費減速の影響がアジアにも出てきているとして、
越智仁副会長は「１９年は全体的にデマンドが少し落ちるようなイメージが付きまとうのでは
ないか」と指摘した。
　原料面では原油・ナフサが大きく変動した影響が今後予想されることから、田中公章副会長
は「それぞれの企業で利益面の圧迫が出て来るのでは」と危機感を示した。
　当初アジアへの流入が予想されていたシェール由来の米国産ポリエチレンの動きについては、
現状は主に中南米や欧州へ向かっているもよう。貿易摩擦から中国への輸出は難しい状況にあ
る。ただ、鍋島勝副会長は「年後半に入って、影響が間接的に少しづつだが出てきている」と、
シェール由来品が欧州に向かったことで、中東品の一部がアジアに流入している例を挙げた。

２ 社説・・・いよいよ始まった事務仕事の機械化
　化学企業が最先端ＩＴを活用する動きが加速している。これまでＡＩやＩｏＴを駆使したプ
ラント運転の効率化、保守・保安作業の高度化等製造現場が中心だったが、ここにきて関心が
高まっているのが事務系業務の機械化だ。コンサルタントを起用し、ロボテイクス・プロセス
オートメーション（ＲＰＡ）を導入しようとするなど、新時代の業務効率化に取り組み始めて
いる。日本企業の課題とされる、ホワイトカラーを含めた生産性向上への挑戦が本格化してき
た。
　ＡＩやＩｏＴが高度に発達した超スマート社会では、多様かつ膨大な情報をデータ化して
解析、活用する。人の能力では限界のあった膨大なデータを活用することで、従来は実現でき
なかった様々な価値を生み出すことが期待されている。またＡＩを搭載した機械は、これまで
人が行っていた一定の作業をより正確に、しかも疲れ知らずに２４時間実行できる。
　企業活動では、ＡＩが弾き出した需要などの精緻な予測をベースにした開発、生産、流通の
各段階の飛躍的な効率改善が期待される。加えてデータ解析を利用した新製品、新サービスの
提供、更にはロボットなどを活用した事務系業務の効率化が可能になる。
　まずＲＰＡなどを導入し、データ入力といった単純だが負荷の重い作業を機械にさせ、人は
より高度な業務に専念して成果を上げる―という体系に移ろうとしている。
　日本企業は生産現場において高い国際競争力を持つ一方で、ホワイトカラーの生産性は欧米
に比べ劣るとされている。背景の一つに、ホワイトカラーが行うべき本質的な活動や業務が
曖昧なことがある。業務の機械化は、本質的業務とそれ以外とを線引きする動きでもあり、
日本企業に新たな生産性向上をもたらすと期待される。

２ 石化製品１０月・・・主要樹脂出荷量、前年並み
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた２０１８年１０月の主要石油化学製品生産実績に
よると、主要樹脂は、定修等の影響で生産は前年同月を下回るものの、出荷は前年並みか前年
を上回る水準で推移した。
国内エチレン設備の生産量は１．２％増の５５万２６００㌧。今月はエチレン設備１基が定修
を実施、稼働率は９５．２％。前年は定修設備はなく、稼働率も９７．８％と高水準だったが、
臨時工事をおこなった設備があった関係で前年同月比でプラスとなった。
　主要樹脂の出荷量は、ＬＤＰＥが１％増、ＨＤＰＥが４％増、ＰＰが３％増となった。
各樹脂の生産量は、前年同月を下回り、最古はＬＤＰＥ、ＨＤＰＥは適正水準で、ＰＰは
ややタイトな傾向にある。

【２０１８年１０月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）
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品目 生産高 前月比 前年同月比
エチレン 552.6 116 101
ＬＤＰＥ 111.3 108 88
ＨＤＰＥ 73.6 89 93
ＰＰ 195.4 101 96



【２０１８年１０月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

３ ＰＥＴボトルリサイクル推進協が報告書
　今年１－８月、使用済み輸出量４割減、１７年度再資源化率は８４．８％

　ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会（森泰治会長）は、２０１７年度実績等をまとめた
「ＰＥＴボトルリサイクル年次報告書２０１８」を発刊した。
　中国の使用済みＰＥＴボトル輸入全面禁止の影響を分析。東南アジア向けが大きく増加した
ものの、１８年１－８月の輸出量は前年同期の６割に落ち込んだ。中国で輸出再開の動きがあ
る一方、東南アジア諸国では規制強化が進んでおり、先行きの不透明感は高まっているとして
いる。
　１７年度の指定ＰＥＴボトル販売量（キャップ・ラベル・異物含まず）は５８万７０００㌧、
キャップ・ラベル・異物を含んだ回収量は６２万４０００㌧だった。リサイクル量は４９万
８０００㌧でリサイクル率は８４．８％と目標の８５％以上をわずかに下回った。
　リサイクル量の内、海外再資源化量は２０万１０００㌧、国内資源化量は２９万８０００㌧。
使用済みＰＥＴボトルの輸出量は２３万７０００㌧で前年比１１．１％減となった。
　中国は品質の高いＡグレードフレークに限って輸入を解禁した。ただ、品質基準が高いこと、
港湾の検査体制が不十分なため輸入量は少量にとどまっている。
　日本国内では、軽量化によるボトル１本当たりの使用量の削減は着実に進展した。１７年度
の軽量化率は０４年基準で２３．９％にまで向上し、２０年度目標の２５％にまた一歩近づい
た。削減効率は１８万１４００㌧と同３．９％増加した。ＢｔｏＢリサイクルは６万１３００㌧
と前年から３８００㌧増えた。設備の稼働が増えており、循環型リサイクルであるＢｔｏＲ
リサイクルは伸長が見込まれる。
　また、ＰＥＴボトルリサイクルの環境負荷低減効果について、ＣＯ２原単位を見直して、
再評価した。１５年度のデータでは、リサイクルを行わなかったと仮定した場合のＣＯ２排出
量は３３７万６０００㌧となるのに対し、実際には、１９３万９０００㌧と１４３万７０００㌧
も抑えられたことが判明した。

　１１月２７日（火）
１ プラ工連―ＣＰＣＩＦが覚書・・・プラごみ問題　日中が連携深化　知見出し合い課題解決

　日中両国がプラスチック問題で連携を深める。経産省や中国の国家発展改革委員会（発改委）
等が２５日に北京で開催した「第１２回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」において
海洋プラスチック問題の解決に向け両国で協力することを確認。
　日本プラスチック工業連盟が中国石油・化学工業連合会（ＣＰＣＩＦ）等と技術協力や情報
共有を進めることで覚書を結び、プラスチックごみに焦点を当てた分科会で議論も行う等、
課題解決に互いに知恵をだしあう姿勢が示された。
　「今回フォーラムは地球規模の課題である海洋プラ対策や水素エネルギーに重点を置いた」。
世耕弘成経産大臣はフォーラムに伴う記者会見でそう語り、海洋プラ問題について「日本の
技術のなかでも特に、プラスチック加工工程におけるゼロエミッションや生分解性に優れた
プラスチックの知見等を関係団体の協力も得ながら共有するところから始めたい」と語った。
　フォーラムに合わせて調印された２４件の協力案件の内、目玉の一つが海洋プラ問題。プラ
工連、ＣＰＣＩＦ、中国プラスチック加工工業協会の３者は今後、技術や情報共有を進め、
解決に向けた協力の枠組を整える。具体的な項目は今後詰めるが、プラ工連は樹脂ペレットの
漏出防止等のノウハウを提供していく考えで、ＣＰＣＩＦは日中合同での国際会議や展示会等
の開催に意欲を示す。

３ リスのプラスチックグループ　バイオプラ、３年で売上高倍増へ：食品向け新製品積極投入
　岐阜プラスチック工業（大松栄太社長）を中核とするリスのプラスチックグループは、食品
向け等でバイオプラスチック製品の販売を強めていく。グループで主に食品包装容器を製造す
るリスパックは今年度（２０１９年３月期）のバイオ容器の売上高を７２億円、売上比率１５
％と予想している。大松社長は「今後３年間で積極的な新商品投入によりバイオ容器の売上比
率を２５％まで高める計画だ」と話す。
　リスパックは、植物由来のポリ乳酸（ＰＬＡ）を１００％原料とした食品容器「バイオニュー
ト」を展開している。最大の特徴は生分解性で、適切な処理により水と炭酸ガスに分解され、
温室効果ガス及び廃棄物の減容化につながる。Ａ－ＰＥＴ（非晶質ポリエチレンテレフタレー
ト）より２０％の軽量化も実現している。
　また、グループを挙げマテリアルリサイクルにも取り組む。全国各拠点に設置したリサイク
ルセンターでは再生材料化したプラスチックを再商品化している。主に産業・工業分野の製品
を手掛ける岐阜プラスチック工業は物流資材のパレットが好調だ。資源の有効活用や廃棄物削
減を目的とし、供給するパレットの約４０％に再生プラが使用されている。リサイクル過程で
生じた端材を回収し、建築土木資材として販売するなど、エコロジーに注力している。
　大松社長は「省エネ化、化石燃料の節約、環境に配慮した素材を積極的に使用することで、
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サステイナブル社会へ貢献するのは総合プラスチックメーカーとしての責務。業界団体や海外
とも連携し、うやれることを尽くしたい」と力を込める。
　リスのプラスチックグループの１７年度の連結売上高は９０７億円、うち食品包装容器事業
が４８０億円だった。２０年３がつきは売上高１０００臆円を掲げており、環境配慮型製品の
開発を図りつつ、高付加価値製品の拡販で目標を射程に据える。

４ エチレン反転、回復基調・・・米中摩擦で不透明感
　アジアのエチレン市況は１１月第２週を境目に反転した。９月から１１月初めにかけて大幅
下落を招いた域外品の流入による供給過剰は収束し、アジアの供給は正常化しつつある。
縮小したナフサスプレッドも再び開きつつあるが、どの程度戻るかは米中貿易摩擦が経済活動に
与える影響が不透明なため、見通しづらくなっている。
　９月初めに１㌧当たり１３００㌦超だったエチレンのアジア市況は１１月初めまで一貫して
下落。１１月初週に３割安の９００㌦前後で底打ちした後、足元は１０００㌦強まで回復して
いる。米国産ＰＥの流入拡大に加え「欧州品、中東品の流入による供給過剰が大きかった」と
いうのが大方の見方。米国貿易統計によると、同国から日本、中国、台湾、韓国に流入した
ＰＥは１８年１-９月累計で前年同期比３０％増で１７万㌧程増加している。アジアではエチ
レンがＰＥより高い逆ザヤ現象が生じていたため、ＰＥを生産調整してエチレンを外販する
メーカーが多くなっていた。エチレン市況はＬＤＰＥ、ＨＤＰＥの市況を下回って、更に下落
を続けたことから「域外品の流入が供給過剰につながった」と分析する声が多い。欧州品、
中東品の流入は、定修が多くタイトバランスになると想定されていたアジア需給のギャップを
埋めただけでなく、供給過剰をもたらした。欧州品は現地の年産７０万㌧規模のＳＭプラント
で発生したトラブルによるもの。ライン川の水位低下も影響、沿岸部で生産したエチレンを上
流に運んで加工することが出来ず、余剰玉がアジアに流れ込んだ。
　更に米中の追加関税の応酬が最終製品の需要動向に警戒感を与え、中国ユーザーの荷受けが
悪化。特に家電製品に使われるアクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ＡＢＳ）樹脂、
タイヤに使うスチレン・ブタジエン・ゴム向けが鈍く、ＳＭ市況が下落したことがエチレンの
需給緩和に拍車を掛けた。
　１１月第２週を境にエチレン市況は戻り歩調。域外品の流入増は収束に向かい、域内の供給
は９月以前の状態に戻りつつある。需給は引き締まる方向。一時３００㌦程度まで縮小した
ナフサとのスプレッドは５００㌦以上に回復している。ただ、米中貿易摩擦の経済活動への
影響が読めず、どの程度まで戻るかの見通しは難しいようだ。

５ 新日鉄住金・・・コークス炉化学原料化法、累計３００万㌧を達成
　新日鉄住金が推進するコークス炉化学原料化法によるプラスチックリサイクルが今月１４日
に累計３００万㌧を達成した。これによる環境負荷削減効果はＣＯ２削減で約９６０万㌧、埋
立て処分の会費約１２００万立方メートルとなる。
　同社は全国７カ所の製鉄所で自治体から容器包装リサイクル協会に委託される容器包装プラ
スチックの３１％（２０１６年度実績）を処理するほか、店頭回収されたトレー類や衣料等の
繊維類や自動車製造過程で発生する塗料滓もリサイクルしている。
　コークス炉化学原料化法は、プラスチックを約１２００℃で高温乾電留して炭化水素油
（４０％）、コークス（２０％）、コークス炉ガス（４０％）に熱分解するリサイクル技術。
　ほぼ１００％有効利用することが可能なほか、有害物質の残留がなく、コークス炉や化学
工場などの既存の設備、プロセスを有効利用しているため、リサイクルの効率性、質、安全性
に優れた手法として認められている。
　日本鉄鋼連盟では廃プラや廃タイヤのリサイクルを通じ年間２００万㌧のＣＯ２削減を目指
しており、同社ではその実現に向け取り組んでいく。

１２ 日中省エネフォーラム・・・プラごみ問題　官民討論　技術・情報共有深める
　北京で２５日開かれた「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」の午後の分科会では、
プラスチック汚染問題に焦点を絞った「循環経済分科会」が開かれた。政府や企業の代表等
日中各６件の報告がなされ、今後も両国で技術、情報共有を行っていくことを確認した。
　国家発展改革委員会資源節約環境保護司の陸冬森循環経済発展処長は、中国の既存の汚染予
防の政策システムが宅配や出前ビジネスの急速な発展に対応できていないとし、「各事業モデ
ルや技術ロードマップの確立を見据えて、来年以降更に制限性、拘束性の高い施策を打ち出す
うもりだ」と述べた。
　日本プラスチック工業連盟の岸村小太郎専務理事は１９９０年代初頭から取り組んでいる
樹脂ペレットぼ漏出防止活動を紹介。中国側にも対策として工場などの排水溝や配水管への金
網の設置などを提案した。また、今年から開始したごみ問題にトップダウンで取り組んでいる
ことを社会にアピールする「海洋プラスチック問題の解決に向けた宣言活動」等の活動事例も
披露した。
　廃プラスチックからの水素生産に係る取り組みについて講演したのは、昭和電工川崎事業所
の栗山常吉次長。家庭などから出る使用済みプラスチックをガス化し、アンモニア原料の水素
を作る技術で「ケミカルリサイクルはプラスチックリサイクル全体のまだ６％程度に過ぎない
が、今後の伸び代があるともいえる。ますます増やしていきたい」と意欲を示した。
　世界最大級の飲食出前サービスのプロバイダーである中国の美団デリバリーサービスも持続
可能な発展への取り組みについて講演した。同社は５２０万の飲食店と取引し、６０万人以上
の配達員を抱える巨大なプラットフォームを擁し、同社の楊碧聡社会責任委員会秘書長は
「社会責任の中で環境問題は最も重要」と強調した。



　１１月２８日（水）
２ 月岡石連会長会見・・・市況、いずれ調整局面　来月のＯＰＥＣ総会注視

　石油連盟の月岡隆会長は２７日、定例会見を開き、下落を続ける原油価格の見通し等を語っ
た。ドバイ原油で１バレル当たり６０㌦を割り込んだ市況について、「ここまで大きく下がる
とは見ていなかった。ただ、中東産油国は手を打っていると思うし、下げ続けることはない」
と、いずれは調整局面が来るとの見通しを示した。
　市況下落の要因として、米国のシェールオイル増産で原油が積あがっていることや、イラン
制裁の動向等を挙げた。「今週末のＧ２０に続いて、１２月６日に開かれるＯＰＥＣ総会でど
ういう方向性が出されるかによって大きく変わる」との見方を示した。そのうえで「原油価格
は安定が一番。企業収益にも大きく影響してくる」とした。
　また、北海道地震にともなう全道停電（ブラックアウト）に際して、バックアップ電源とし
て石油火力が役立ったことに振れ、さらなるバックアップ電源としての重要性を強調した。
　石連は今月１４日に全国石油商業組合連合会と共同で、増税反対の総決起集会を実施し、約
５００人が参加したことを報告。「自動車用燃料・エネルギーに対する課税の公平性確保に
関する調査」の概要も示した。

１０ 農業フィルム・廃プラリサイクル　パンテック―黒田工業・・・メキシコで事業化調査
　パンテックは、メキシコでリサイクルフローの構築に踏み出す。同社と廃棄物リサイクルを
手掛ける黒田工業（宮崎県延岡市）との共同提案がＪＩＣＡ（国際協力機構）の案件化調査に
採択された。メキシコ・ケレタロ州における「農業用フィルム及びプラスチックのリサイクル
技術及び適正処理技術」で両社は来年１月から６月にかけて現地調査を行い、事業化の方向性
を探っていく。メキシコでは使用済み農業用フィルムの投棄や野焼きが問題になっており、
両社のノウハウを生かしたリサイクルフローによる課題解決が期待される。
　メキシコは農産物の輸出大国で、国土の約半分が農業用地。同国農業用フィルムリサイクル
協会によると、ケレタロ州を中心にＰＥフィルムを使ったハウス栽培が盛んで農地面積も拡大
傾向にあるという。メキシコの農業用プラスチック消費量は年間３０万㌧で、そのうち農業用
フィルムが２５万㌧を占める。２０１６年の農業用プラスチックのリサイクルは約２万８０００㌧
と全体の１０％未満の低水準だ。
　使用済み農業用フィルムは大量投棄や、農薬が付着したまま野焼きされる状況になっており、
政府も解決方法を模索している。
　今後、パンテックと黒田工業はケレタロ州で調査を進め、その結果を基にＪＩＣＡは更なる
支援を行うか判断する。パンテックの黒木伸亮取締役営業本部長は「単に調査だけで終わるつ
もりはない」と事業化に向けた青写真を描く。
　廃プラはマテリアルリサイクルの他、燃料化事業も検討する。これらの取り組みにより、
使用済み農業用フィルムの投棄などを防ぎ、リサイクルルート構築による廃棄物の減容化、
廃棄物燃料製造によるＣＯ２削減等が見込まれる。
　黒木取締役は海外でのリサイクルビジネスについて「当社がプラットホームになり、優れた
技術を持つ国内外のリサイクラーと提携することで、より多くのプラスチック廃棄物のリサイ
クルに貢献していきたい。この取り組みがＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の一助になれば」
と話す。
　パンテックは、化学メーカーなどから排出されるプラスチック廃材を有価で回収し、原料
として再生させるビジネスを手掛けている。ファブレス経営で、国内外に持つ豊富なリサイク
ルネットワークを強みとしている。
　また、一般・産業廃棄物も処理できる複合型処理施設を運営する。特に農業用フィルムの
リサイクルは国内トップクラス。

　１１月２９日（木）
１ 樹脂マーケティングに新潮流　感性生かし「形」みせる・・・デザイナーとタイアップ

　機能性を重視したこれまでのマーケットアプローチに感性を加える－。化学メーカーの樹脂素材のマー
ケティングに新しい流れが生まれつつある。開発営業の一環として、素材を造形し、最終需要家に近い
人々に”見せる”手法が大手化学企業を中心に拡大しようとしている。自動車や家電、インテリアなどの
デザイナーの感性を取り込み、素材を形にして展示することで、新たな発想による商品開発を喚起するこ
とが狙い。素材を形にして見せることで新たな気づきが生まれ、これまでにない用途展開が開け、参入し
ていない分野の需要が掘り起こされてくるとの期待もある。
　化学製品は最終需要までのサプライチェーンが長く、樹脂素材は透明なペレット状のものが大半。この
ため機能性の説明がマーケティングの中心となっている。営業も代理店から上がってくる市場情報が軸と
なっていたが、新規市場の創出には樹脂の機能性を売り物にするだけでなく、形にして見せるマーケティ
ングの重要性が高まりそうだ。

１ アイセロ　マレーシアに防錆フィルム新工場、総能力１．５倍へ
　アイセロはマレーシアに防錆フィルムの新工場を立ち上げる。既存工場（ケダ州クリム市）に近接して
いる工業団地内に用地を確保ずみで、２０２０年２月の商業生産開始を目指している。総投資額は２０億
円弱。稼働入りすれば、年間の総生産能力は国内外合わせ１．５倍に増える。防錆フィルムは自動車エン
ジン周りの金属部品を梱包する用途を中心に引き合いが強まっている。マレーシアに工場を新設し、同国
の既存工場から生産機能を移管しつつ拡大する需要を確実に取り込む。
　同社は気化性防錆フィルムのさきがけで、１９６９年に世界で初めて商品化した。ＰＥフィルムに気化
性防錆剤を分散させており、金属製品を包装すればＰＥフィルム内から防錆剤が常温で徐々に気化し、
防錆効果を発揮する。「ボーセロン」のブランドで国内外に展開しており、主にエンジン関連部品、トラ
ンスミッション関連部品、大型ドアなど自動車の金属部品を輸送する際の梱包用として利用されている。
国内グループ会社のアイセロパック（愛知県豊川市）、海外ではマレーシア、中国・上海で生産。インド
とメキシコには加工拠点を構えている。



２ 社説　東南アジア諸国のＳＤＧｓ達成へ支援を
　東南アジアで国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）達成に向けた施策が相次ぎ打ち出されている。
シンガポール政府は今年、新たな環境政策で３Ｒ活動強化やリサイクル設備投資拡大の方針を発表した。
産業廃棄物処理にも影響を及ぼすとみられる。インドネシアでは政府と国営企業が持続可能な開発に向け
た基金を設けたり、ごみ焼却発電の拡大が検討されている。同発電技術は日本企業に一日の長があり、
事業機会が見込める。
　市民生活にも多くの変化がみられる。ここ数年の間にシンガポールやジャカルタ、クアラルンプールな
どの大都市では分別用のごみ箱が増えた。レジ袋を配布しない日を設けたり、自前バッグを持参した客に
ポイントを付与したりするスーパーマーケットもある。
　ＳＤＧｓは、環境保全だけでなく、社会・経済を含めた持続的な発展を目指す目標だ。域内でも。地元
ファーストフード店や高級ホテルが使い捨てストローの使用を取りやめるなどの動きがあるが、使い捨て
プラ問題もＳＤＧｓの文脈で捉えるべきだろう。つまり単に素材をバイオプラや再生材に転換するだけで
なく、政府は市民の意識や社会経済活動のあり方全体を変えていくことが重要だ。
　欧州では買い物バッグなどに生分解性樹脂を使うケースが多いが、これは多くの家庭に有機物を分解し
て堆肥化するコンポスターがあるからこそ可能になる。人々の生活を便利にする樹脂素材そのものが問題
ではないだろう。東南アジアの経済成長の陰で置き去りにされた、ごみ処理やリサイクルなどに関する
社会インフラの整備も産業界と一体で進める必要がある。

こうしたインフラ整備や社会改革には長い時間を要する。先進国と新興国との間に横たわる意識の
溝も、いぜん大きい。今年８月にクアラルンプールで開催されたアジア石油化学工業会議。各国工業会に
よる会合では環境負荷低減を重視することで合意したものの、機能包装による食品ロス削減を訴える日本
などに対し、振興国の中には、これを「過剰包装」と退ける向きもあった。一方、タイでは政治的な思惑
も絡み、化学物質の排出基準を不必要に厳格化しようとする動きもある。
　東南アジアは、日系化学企業にとって重要な生産拠点であり、市場でもある。域内諸国のＳＤＧｓ達成
への取り組みに応え、日本の化学産業が重要な役割を果たせることを証明し、正しい情報を提供する必要
がある。近年規模拡大が目立つローカル化学大手も環境技術には十分な蓄積がない。日本企業がこれを
支援する余地は大きい。

２ 大日本印刷　タブレット向け電子ペン書き心地高める新フィルム
　大日本印刷は２８日、タブレット端末の表示画面に貼るだけで電子ペンで入力する際の滑りを抑え、
書き心地を向上させる反射防止フィルムを開発したと発表した。フィルム表面の形状を工夫することで、
紙のノートに２Ｂ鉛筆で筆記した時と同様の摩擦力と筆記音を再現。動かしたり止めたりした時も電子
ペンをしっかりと止めることができ、例えば漢字の練習時には、鉛筆で紙に書いた時と同じように「とめ・
はね・はらい」などの表現ができる。
　小中学校でのタブレット端末を使った教育の課題改善が主な目的。電子タブレット端末などを扱うコン
ピューター周辺機器メーカーなどに販売し、２０２３年度までに年間売上げ約８億円を目指す。

３ ＥＣＨＡ調査　製品中のマイクロプラスチック：海よりも農地・淡水域に
　欧州化学品庁（ＥＣＨＡ）は、製品に意図的に利用されているマイクロプラスチック（ＭＰ）は、海よ
りも陸域や淡水域に蓄積しやすいとの調査結果を公表した。化粧品や洗剤、塗料、農業資材など幅広い
製品を対象に、意図的に使用されているＭＰの環境への影響を調査した。多くは使用後下水に流れ下水汚
泥中に蓄積、これが肥料として再利用されることで環境中に放出されているという。ＭＰの半減期は数千
年ともいわれ、ＥＣＨＡは「ＭＰが農地に長期間とどまることのリスクは評価することができない」と
強い懸念を示した。
　ＨＣＨＡは別途、酸化型生分解性プラスチックによるリスクの調査も進めている。

６ 花王　フィルムと空気のみで容器、単一樹脂で再資源化容易
　花王は、日用品・トイレタリー容器などのプラスチック使用量削減を目指して、フィルムにボトルの
機能を持たせたエアインフィルムボトル（ＡＦＢ）を開発した。フィルムと空気だけで作るボトルで、
詰め替え用ボトルではなく本品として使える自立型のフィルム容器。単一プラスチック素材のフィルムで
１００％リサイクルできるのが特徴。内容液の吐出で内側のフィルムパックが収縮し、内容液の残量を
ほぼゼロにできる。同社では技術をさらに進化させて自社トイレタリー製品から利用を開始し、食品など
にも展開していく一方、同技術を世界に広め環境負荷低減に役立てていく。
　花王が開発したＡＦＢは、外側と内側のフィルムバッグの間に空気回路を作り自立させるフィルム容器。
フィルムを浮き輪のように膨らませて骨組みを作り、内側の薄いフィルムバッグが溶液を吸って膨らむ。
通常のボトル作成に必要な金型が不要で、デザインの自由度が高く、印刷も自在に行えるメリットがある。
従来の詰め替え容器はさまざまな種類の樹脂が用いられているためリサイクルが難しかったが、単一プラ
スチックによるフィルムを使用するためリサイクルがしやすくなる。
　花王ではサスティナブルな社会実現に向けてプラスチック包装容器で４Ｒを推進。１９９０年代には
本体ボトルを繰り返し使えるようフィルム素材の詰め替え容器を採用。さらに詰め替え用製品を本体とし
て使えるようスマートホルダーを開発、詰め替えの手間を省く付け替えの提案をしている。
　こうした詰め替え容器の取組みは日本が最先端を走っており、詰め替え容器のない欧米と比べ日本の
プラスチック使用量（原単位）は約７４％削減、体積では４０分の１。ただ、製品生産量の増加にともな
いプラスチックの総使用量は増加しており、さらなるプラスチック量削減がサスティナブルな社会の実現
には不可欠となっている。
　花王では「地球を大切に思う豊かな生活」をスローガンとして、海洋プラスチックごみゼロ、再生プラ
スチック１００％活用、残液ゼロを目指して容器包装への取り組みを深化させる方針で、その一環として
洗剤やシャンプーなどの使用ずみ詰め替えパックを再資源化する「リサイクル」と新たに価値を創造する
「クリエーション」を合わせた取組み「リサイクリエーション」を新しい資源循環に向けた活動として
展開している。

６ 日本コーンスターチ　米大と生分解性プラ共同研究、より使いやすく
　日本コーンスターチは、米国のミシガン州立大学と、コーンスターチをベースとするバイオマス由来の
新規生分解性プラスチックの共同研究を開始した。これまでの素材に比べ、より汎用性があり高機能で



時代ニーズに対応した製品開発を目指す。また、生分解性プラスチック関連で保有する特許を活用した
知財ビジネスも積極展開する。
　同社は、コーンスターチを主原料とするバイオプラスチックの開発に成功。「コーンポール」のブラン
ド名で事業化している。コーンポールは耐久性が高く、有害物質を含まない。他の生分解性樹脂などとの
相溶性もよく新規複合材の供給ができる。ボールペンの素材や農業用マルチフィルム、塗料などさまざま
な用途に利用されている。
　また、同社は保有するデンプンをベースとする生分解性プラスチックの独自製造特許技術について知財
ビジネスを展開していく。

２０ サウジアラムコ　石化投資、１０年で１０００億ドル・・・中国・インドも候補に
　サウジアラムコは、石油化学分野を重視した事業ポートフォリオを構築する。石油需要のピークアウト
に備え川下分野を強化する方針で、向こう１０年間で化学事業に１０００億ドル(約１１兆４０００億円)
以上を投じる。サウジ国内外で複数の大型案件を進める予定で、国外ではとくに中国とインドの潜在需要
に着目。２ヶ国合計で日量２００万バーレル規模の石油から石油化学製品を生産する。同社の戦略は、
このほどアブダビで開催された湾岸諸国石油化学工業協会フォーラムでアミン・ナセルＣＥＯが明らかに
した。
　ナセルＣＥＯは、今後の石油および石化市場の見通しについて「２０３０年までに世界の石油需要の
３分の１が石化原料向けで、この比率は５０年に５０％まで伸びる」と予測。５０年までに石化原料向け
の石油需要が約７００万バーレル増の２０００万バーレルに拡大するシナリオを想定した場合、同社の
石油精製能力を日量８００～１０００万バーレルに引き上げることで、川上と川下事業のバランスが調整
されるとしている。

　１１月３０日（金）
２ 社説　高校生を研究生に「脱・優等生」育む

　日本海に面する人口約１３万人の都市、山形県鶴岡市で、市内の高校生を対象とした新たな教育プログ
ラムが始まっている。慶応大学の先端生命科学研究所（先端研）が行っている「特別研究生制度」だ。
　先端研は慶応大学１６０年の歴史の中で初めて、首都圏以外のキャンパスとして２００１年に開設され
た。コンピューターとバイオテクノロジーを融合した生命科学「統合システムバイオロジー」において
世界の最先端を走る。世界で初めて人工クモ糸の開発を手がけたスパイバー、メタボローム解析の受託
企業で１３年に東証マザーズへ上場を果たしたヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（ＨＭＴ）
などのベンチャー企業を相次ぎ生んでいる。
　今回の制度は、鶴岡市内の高校生を年間十数人ほど先端研に研究生として受け入れるもの。平日放課後
や夏休みに研究所に出入りし、大学生・大学院生など担当スタッフの支援の下、実験機器やコンピュー
ターやデータベースを自由に利用して独自に研究に取り組む。高校生のうちから世界最先端の研究現場に
身を置き、自分を磨くことができるというわけだ。研究成果は毎年夏に市内で開催される「高校生バイオ
サミットin鶴岡」などで発表する。同時に募集している「高校生研究助手」と合わせ、これまでに延べ
２００人の生徒が同制度を活用し、巣立っていった。
　特別研究制度の応募には①世界的な生命科学者になるという強い意志②鶴岡市を世界的な学術文化都市
にするという高い志を持つこと－だけでなく、「受験勉強禁止」という条件が課される。高校での２年間、
受験勉強をしないで先端研で研究に没頭し、その成果をアピールすることでＡＯ入試で大学受験を突破す
ることが求められる。
　先端研の生みの親であり、開設当初から所長を務めている冨田勝教授は「日本には５教科７科目で高い
点数をとる優等生なら、いくらでもいる。われわれが輩出したいのは批判や失敗を恐れず、勇気を持って
人と違ったことができる『脱・優等生』（＝イノベーター）だ。今の日本には『脱・優等生』が圧倒的に
足りない。特別研究制度によって、自分が興味があることに没頭し、人と違うことにチャレンジする『脱・
優等生』の子供たちを応援したいとエールを送る。
　特別研究生として最初に任用された高校生は今、大学院生になっている。数年後に彼らの中から、将来
の日本を担う人材が一人でも多く生まれることを強く願う。

２ ＣＰＤのＣＥＯ都内で講演　日本、石炭火力新設やめよ
　国際的な非営利団体ＣＰＤのポール・シンプソンＣＥＯが２８日、都内で環境省と共催した「脱炭素
経営フォーラム」で講演し、日本政府に対し、２０１９年に日本で開催されるＧ２０で石炭火力発電の
新設はしないと表明することを求めた。「そうでなければ、パリ協定で掲げた産業革命前からの気温上昇
を１．５℃未満とする努力目標の達成はまったく不可能になる。われわれは大きな変革をもたらさなけれ
ばならない。日本はテクノロジーを持っている」と日本の技術への期待を示した。
　ＣＰＤは持続可能な経済の実現に向けて企業に環境影響の開示を促している。世界で７０００社以上の
企業から情報を収集している。６５０を超える投資家によって参照され、その保有資産は８７兆ドル（約
９９００兆円）を上回る。
　シンプソンＣＥＯは日本政府の姿勢について「ＳＢＴ（科学と整合した目標設定）には日本から６４社
がコミットして、パリ協定の目標実現を図っている。企業がパリ協定の目標を達成できるのだから、政府
は自らの野心を高いレベルにするべきだ」と述べた。
　また「セメント、化学、鉄鋼など重工業の脱炭素化には課題がある。しかし先週エネルギー移行委員会
が公表した報告書によれば、５０年までに排出量の実質ゼロは可能だ。そのためにはＧＤＰの１％を投資
しなければならないが、これは安全な社会のためなら少額といっていい」と語り、脱炭素社会実現への
投資拡大を求めた。


