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　１２月１０日（月）
３ １０月のＰＰフィルム出荷・・・ＯＰＰ出荷２％増

　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた２０１８年１０月の出荷実績によると　
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムは前年同月比１．５％増の２万２０２０㌧
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）フィルムが同９．４％増の１万５７２４㌧となった。

【２０１８年１０月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

４ ＦＩＴ太陽光・・・経産省、未稼働案件への対応決定、１０月見直し案から緩和
　経産省は、固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）における太陽光発電の未稼働案件への対応を
決定した。１０月に発表した見直し案の一部を修正。未稼働案件に対する買取価格引き下げや
期間短縮の条件を緩めた。パブコメで寄せられた意見を踏まえ、不可抗力による稼働の遅れ等
に配慮した。
　太陽光については、初年度は事業用の１０ＫＷ時以上の設備で１ＫＷ時当たり４０円でスタ
ートし、毎年の価格見直しで引き下げられ、１８年度は１８円と半分以下に下がっている。
　他方で太陽光の設備コストは急激に低下。認定を受けてしまえば高い買い取り価格の権利が
保持できる。買い取り費用は賦課金として電力料金に上乗せされるため、最終的には国民負担
となる。その額は２．４兆円に達している。
　経産省は長期未稼働案件に対して、認定取り消しや運転開始期限の設定等の規定を設けて
是正に取り組んできた。これまでに約１７００万ＫＷの案件が失効したが、１２年度から１４
年度までに認定を受けた設備の内、約４割に当たる２３５２万ＫＷが未稼働のままである。
　同省が１０月に示した見直し案は長期未稼働設備の内是正策が及んでいなかった設備を対象
とした。認定時の買取価格を２０年間維持する案件として、①１８年度中に系統への接続工事
の申し込み手続き完了　②その後１年以内に運転を開始―を求め、間に合わなければ買取価格
を引き下げることとした。
　今回の修正では不可抗力によって稼働が遅れた案件に配慮した。
太陽光発電の設備費用が年々下がっていることを踏まえ、コストダウンを促す仕組みも追加。
使用する太陽光パネルを認定時のものから変更しても買取価格は維持できることとした。

１２ ＳＡＢＩＣ　廃プラ、石化原料に・・・蘭に工場、自社拠点で活用
　ＳＡＢＩＣは廃プラスチックのリサイクル原料の商業利用に乗り出す。英リサイクル企業の
プラスチック・エネジーと共同でオランダにリサイクル原料の工場を新設する。２０２１年に
商業運転を開始する予定。生産するリサイクル原料は、ＳＡＢＩＣが欧州で運営する石化プラ
ント向けに供給する。同社はサーキュラエコノミーへの貢献を目指す。
新工場では、プラスチック・エナジーが保有するリサイクル技術を導入する。嫌気状態で廃棄
プラスチックに熱を加え、飽和炭化水素になるまで分解する独自の技術で、異なる種類が混合
した場合や汚染が激しいプラスチック等、従来ではリサイクルが困難だったものでも処理が
可能という。プラスチック・エナジーは、同技術を用いた処理設備をスペインの２カ所で運営。
各種樹脂をナフサやデイｰゼルに転換し、石化原料や燃料油として再利用している。

　１２月１１日（火）
１ シェール石化、アジアへの影響必至・・・輸出拡大　インフラ整備進む

　２０１９年から米国シェールガス由来の大型石化計画が相次いで立ち上がり、アジアの石化
市況に大きな影響を与えるのは確実となりそうだ。米国内の物流・出荷設備等のインフラ整備
が進み、北米で余剰となるＰＥ等の輸出体制を着実に構築している。
　米中貿易摩擦により当初想定と異なる貿易フローになるものの、スワップなどを通じて中国
が吸収する見通し。それでも供給増が集中する為、今後２、３年アジアの石化市場が激しい
環境に陥る可能性が高い。
　１９年はフォルモサ・プラスチックが年産能力１２０万㌧のエタンクラッカーのほか、サソ
ールやダウ・ケミカルのプロジェクト等が立て続けに始動する予定。主力誘導品のＰＥ設備も
稼働を開始し、大幅な供給余剰となってアジア、南米、欧州と世界市場に振り向けられる見込
み。
　ＰＥは１９年の完成ラッシュをはじめ２１年頃までに年産８００万㌧規模の新設備が稼働。
その大半が輸出され、中国が大半を吸収すると見られる。米中貿易摩擦により８月、中国が
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米国産ＰＥの関税を１０％から２５％へ引き上げたことで、米国から中国へのＰＥの輸出は
ほぼ完全に止まっている。　ただ、スワップで米国から、欧州、南米、中東、アフリカに流れ
それらの市場の供給源だった中東から中国に向かうルートに変わるとみられており、米国が
供給増、中国が需要増の中心という大局的な構図は変わらないもよう。
　ＰＥだけでなくエチレンの輸出も注目される。米エンタープライズ・プロダクツ・パートナ
ーズとガス輸送業者のナビゲーター・ホールデイングスが合弁でテキサス州に年１００万㌧の
エチレンターミナルを建設し、早ければ１９年末に運用を開始する。米国のエチレン輸出は
設備が限られ三菱商事が唯一手掛けていたが、これを機に日系商社数社をはじめトレーダーが
参入を狙ている。米国企業が安値攻勢をかけて輸出し市況を乱すようなことはしないとみられ
るが、米国産石化製品の急拡大は世界市場で一時的に供給過剰となり市況の押し下げ要因にな
る。アジアの石化メーカーにとって、米中貿易戦争懸念に対する心理的要因も働き、頭打ち
感が出始めているなかで、競争力のある米国品の流入が追い打ちをかけ、潮目が変わるのは避
けられそうにない。

２ 社説・・・プラ汚染対策　日中連携の拡大期待
　地球規模の課題とされるプラスチック汚染に対し、日中が連携して取り組もうとの機運が
高まってきた。先ごろ日本プラスチック工業連盟と中国石油・化学工業連合会（ＣＰＣＩＦ）
が海洋プラスチック問題に関わる協力覚書（ＭＯＵ）を結んだ。
　今後、技術協力や情報共有を進める。１１月末に北京で日中省エネルギー・環境フォーラム
が行われた。フォーラム前日に行われた９件のＭＯＵの目玉がプラ工連、ＣＰＣＩＦ、中国
プラスチック加工工業協会の３者による海洋プラスチックごみ問題での協力だ。具体的な協力
項目は今後策定するが、石油、石化産業界に強い影響力を持つＣＰＣＩＦが、意欲的なことは
おおいに歓迎したい。中国自身、既存のプラスチックごみ汚染防止の政策システムが脆弱な事
は認めている。中国のベースは「循環経済促進法」。包装や製品の回収・リサイクルについて
規定しているが「現状にそぐわなくなっている」。固体廃棄物汚染予防法や土壌汚染予防法も、
違法行為に関する権利義務を規定しているが、具体性に乏しい。今後、現状に即てて細分化し
ていく必要がある。
　中国では、プラスチック消費が膨大な出前・宅配で、ネットを通じたビジネスが急速に拡大
し、そのモデルも日々変化している。リサイクルを根付かせるにはアリババ集団やテンセント
系の美団（メイトｳアン）といった大手サイト事業者との連携や協力が不可欠。中国政府は、
ビジネスモデルを分析した上で来年以降、関連する法律を打ち出す予定。こうした議論には、
日本勢も積極的に関わってもらいたい。
　今年９月には、経産省と中国の工業情報化部も、海洋プラスチックごみ問題の解決に向けて
協力していくことで合意している。官民双方のレベルで連携の輪を広げていってほしい。

１１ 内閣府、７-９月ＧＤＰ　２．５％減に下方修正
　内閣府が１０日発表した２０１８年７-９月期のＧＤＰ改定値は、物価変動影響を除いた実質
で前期比０．６％減、年率換算で２．５％減となった。自然災害が相次いで個人消費や輸出が
低迷したほか、最新の法人企業統計データを反映した結果、設備投資の落ち込み幅が拡大。
速報値（前期比０．３％減　年率１．２％減）から大幅に下方修正された。
　マイナス成長は２四半期ぶり。下落幅は消費税が８％に引き上げられた１４年４-６月期以来、
４年３カ月ぶりの大きさ。
　内閣府では「設備投資は前期まで７四半期連続で増えたほか、前期の伸びが大きかった反動
が出た」「緩やかな景気回復が続いていることに変わりはない」とみている。
　同時に発表した１７年度のＧＤＰ確報値は、実質が前年度比１．９％増、名目は２．０％増
となった。

　１２月１２日（水）
３ ＵＮＥＰ調べ　１２７カ国でレジ袋を規制・・・無償提供制限８３カ国

　国連環境計画（ＵＮＥＰ）は世界１９２カ国政府のプラスチック製品に対する国レベルでの
規制状況をまとめた。レジ袋には６６％に当たる１２７カ国が何らかの規制をかけている。
一方、レジ袋以外の使い捨てプラスチック製品の使用や製造、輸入を規制しているのは２７
カ国、マイクロビーズを規制している国は８カ国だけ。ＵＮＥＰでは各国に対して対策の強化
を呼び掛けている。
　レジ袋規制で最も多いのが、消費者への無償提供の制限。日本でも現在策定中の「プラス
チック資源循環戦略」でレジ袋の有料義務化を打ち出している。これに続くのが製造、輸入の
制限。レジ袋以外の使い捨てプラスチック製品の使用や製造、輸入を規制しているのは２７カ
国。皿やコップ、ストロー等一部の製品に限って規制しているのは２２カ国。プラスチック製
品を全面的に禁止している国はなかった。
　こうした結果を踏まえ報告書では「プラスチック製品の使用量削減やリサイクルを推進する
ための取り組みは盛んだが、製造段階でプラスチックごみの排出量削減やリサイクル目標の
設定、プラスチック製品の購入を阻害するほどの課金をしてる国は極めて少ない。海洋汚染の
問題の大きさを考えれば国家レベルでのより協調的な行動が求められる」と各国に踏み込んだ
対応を求めた。
　１９年３月にケニアで開くＵＮＥＡでも報告される予定。

　１２月１３日（木）
３ 共同印刷　硫化水素ガス吸収フィルム、ＰＰ基材で１３０℃耐熱

　共同印刷は、腐敗や悪臭の原因となる硫化水素を吸収する「硫化水素ガス吸収フィルム」に耐熱性を
付与した新フィルムを開発したと発表した。ベース素材を従来のＰＥからＰＰに変更し、独自の樹脂混練
技術や分散技術により製膜した。これにより、硫化水素ガスの吸収性能と１３０℃の耐熱性を両立した。



　硫化水素ガス吸収フィルムは、硫化水素ガスのみを吸収し、一度吸収したガスを再放出しないことが
特徴。単体のフィルムとしてのほか、熱でシールするためのシーラントとしてアルミ袋などに加工して
使用することも可能。開発以来、製品寿命の延長や製品の安定性向上に役立つことが評価されている一方
電池や機器内部など温度条件が厳しい環境下での使用に課題があった。今回の開発品は硫化水素ガスの
吸収性能と耐熱性の両立を実現した。

３ 萩原工業　１０月期決算、売上高１４％増
　萩原工業の２０１８年１０月期決算は、買収により売上高が拡大した一方で、販管費の増加などにより
営業利益が下振れした。売上高は前期比１３．９％増の２６４億円、営業利益は同１．３％減の２６億円、
経常利益は同１．０％増の２７億円、純利益は同４．１％減の１９億円となった。
　事業別の営業利益は、合成樹脂加工製品事業が同１０．４％減の１９億円だった。コンクリート補強繊
維「バルチップ」の海外販売やブルーシート・土のう、フレコン、粘着関連、人工芝などの販売は順調
だったが、工事用シートなどを含むシート、建築資材関連の利益が悪化した。機械製品事業は同３２．０
％増の７億円と大幅に増加した。スリッター関連機器が国内外とも伸び、高機能フィルム用スクリーン
チェンジャーなどが堅調であった。
　今期は売上高２９０億円、営業利益２８億円、経常利益２９億円、純利益２０億円を見込む。

４ タルク上げ基調　中国原石値上げ・環境対策投資を転嫁
　タルクの国際市況が上げ基調で推移している。主産地の中国では、環境規制により採掘企業の対策設備
への投資負担が増加しており、来年から製紙用グレード原石の価格が１０％引き上げられる見通しとなっ
た。インド品やパキスタン品も値上げされる見通しで、国内メーカーは原料調達コスト増につながると
みられている。

１２ ＣＥＦＩＣ見通し　ＥＵ化学品生産１９年低成長、０．５％増に下方修正、米と対照的
　欧州連合（ＥＵ）における２０１９年の化学品生産は低成長にとどまる。欧州化学工業協会（CEFIC）
によれば前年比０．５％伸びる。年央に予測した１．５％成長を下回る見通しに転じた。１８年は同
０．５％減少する見込みで生産は回復に転じるものの、伸び悩みが続くことになる。２０年まで３％を
上回るペースで生産が拡大する米国の化学品生産とは対照的な状況になる。
　ＥＵにおける１８年の化学品生産の伸びは下期に入って鈍化している。ＣＥＦＩＣのデータでは、１～
９月の生産量は前年同期を０．２％上回ったものの、同０．７％伸びた１～７月に比べて減退した。第４
四半期はこうした傾向がさらに強まっているものと見られる。
　ＣＥＦＩＣでは１８年の化学品生産が前年比０．５％減る見通しの背景として、自動車関連での需要
減退とライン川などの欧州における河川の水位低下による物流などの影響を指摘している。１９年の化学
品生産は前年を０．５％上回ると見通すものの、ＣＥＦＩＣは米国と中国の貿易摩擦や、英国のＥＵから
の離脱の行方などの不透明な要因が影響を及ぼすと予想している。
　米国の化学品生産の動向は、ＥＵと異なる状況を示している。米国化学工業協会（ＡＣＣ）は、米国に
おける化学品生産が他国の成長率を上回るペースで拡大するとの見通しを先にまとめている。１８年の
化学品生産は前年比３．１％増え、１９年は同３．６％、２０年は同３．１％の伸びを予想しており、
活発な設備投資を背景に好調を維持する。このため、欧州と米国の化学品生産の成長率の差が顕著になる。

１２ 英国　プラごみ削減に助成金、バイオ原料製品にも
　英国でプラスチックのエコ化や廃棄プラスチック撲滅に向けた取組みが進んでいる。政府は６０００
万ポンド（約８５億円）の助成金を設け、廃棄食品などを原料としたプラスチック製品の導入や包装材の
スマート化技術などの開発を促す。政府の全面的なバックアップにより、プラスチック包装材などに関す
る新たな市場の創出を目指す。
　英国ではこれまでに、使い捨てレジ袋への課税をはじめ、マイクロビーズを使用禁止したほか、綿棒や
ストローなどのプラスチック製の日用品の禁止も発表。世界的な問題となっているプラスチックの環境対
応に取り組んできた。
　こうした法規制を強化する一方、課題解決と産業振興を両立させる意向で、政府が新たに６０００万
ポンドの助成金プログラムを開始。産業界と二人三脚で新たな市場の創出を目指す。
　英国政府が推進するのはバイオ原料を用いたプラスチック・包装材や、ごみの正しい分別を促す
スマートラベルの開発、消費期限表示のスマート化による食品ロス防止、リサイクルプラスチックの導入
など。バイオ原料ではテンサイの絞りかすや、木くず・端材、廃棄食品などをプラスチック原料に転換
する技術開発を促進する。
　英国ではプラスチックごみ問題や、関連するバイオ技術の開発が拡大しており、過去３年間で同分野へ
の投資額が１億４０００万ポンドに達している。もともと英国のプラスチック包装材の市場規模は約
１１０億ポンドだったが、持続可能なプラスチックの導入により毎年５億ポンド規模の市場拡大が期待
できるという。
　英国政府は、来年３月に予定するＥＵからの離脱に備えて、昨年新たな産業政策を発表。科学技術を
ベースに経済成長を目指すなか、具体的な施策として化石燃料由来の代替品開発や廃プラ対策に関する
技術革新などを政府がサポートしていく。

　１２月１４日（金）
２ 社説　中国「一刀切」改め適正な環境規制へ

　一昨年から中国全土で実施されている工場の安全生産や環境規制に関わる総点検。同国の生態保護部
（旧環境保護部）や応急管理部（旧安全生産管理監督総局）が査察官を数十万人規模で動員。鉱山採掘
現場や冶金、メッキ、化学品などの工場や倉庫を査察し、改善指導、罰金や責任者逮捕、場合によっては
生産停止、工場閉鎖といった措置を次々と課している。
　現在も「（改善命令にも関わらず）悪質な法規に反する違法操業がある場合には、厳しい措置」（上海
市の行政当局）という方針は緩めていない。とくに山東省、河北省、遼寧省、江蘇省北部や、広東省など
の沿岸部地域に睨みを効かす・これら地域は経済改革・開放により多くの化学産業が集積した。ただ、
その後、経済発展と驚異的な都市化が進み、当局」も、とくに沿岸部の化学工場には厳重な姿勢で臨んで



いる。
　総点検では、一部の工場・事業所で違法操業が発見された場合、当局は工場がある周辺すべての化工園
区や地域を一律に生産停止させ、安全や環境検査が終わるまで生産再開を認めない「一刀切」と呼ぶ措置
を取ってきた。このため法を守り、生産や設備面で問題ない工場まで軒並み生産停止に追い込まれた。
これが全土で行われたために化学産業のサプライチェーンは寸断、極端な玉不足によって原料価格が高騰
した。さらに日本で中国産の原料が市場に出回らなくなり、国内の老朽化設備や旧工場まで生産再開・
フル操業を余儀なくされた。
　これに対し日系メディアの一部は「工場生産停止による経済悪化の歯止めとして環境規制を緩和」と
伝えたが、湖南省の大型化工園区の某政府担当者は「緩和ではない。中央政府が問題視するのは、地域や
化工園区全体を一律で止めてしまうやり方。地域経済への影響も確かに深刻であり、これを止めるよう
大学識者や各地各省から声が上がった」と漏らす。
　事実、今秋からの２回目の総点検では「一刀切」を厳しく禁じた。地方・市政府の担当者には「（中央
からの指摘を恐れ）全部止めていれば安全」という認識を持つ者が多い。中央政府は、これを改めさせ
「違法工場のみを罰する」本来の姿に戻そうとしている。
　江蘇省で長期の生産停止措置にある連雲港、塩城などの化工園区も「（北京からの査察と改善命令を受
けて）来年には再開される」（連雲港の開発区担当者）という。世界の化学品原料市場に多大な影響を
及ぼした中国の安全生産・環境法規の全土規制だが、その動きと潮目は変化しつつある。

３ １７年度容器包装３Ｒ推進、ＰＥＴリサイクル目標迫る
　容器包装のリデュースが一段と進展して
いる。容器包装の３Ｒを推進する３Ｒ推進
団体連絡会はこのほど都内で会見し、第３
次自主行動計画（２０１６～２０年度）の
２年目にあたる１７年度のフォローアップ
結果を公表した。８素材中６素材が実績を
伸ばし、自主行動計画を開始した０６年度
からの累積削減量は８素材合計で約６６０
万トンに達した。
　自主行動計画の下、リデュースとリサイ
クルについて２０年度に向けた目標を設定
している。１７年度にリデュースはガラス
びんが２０年度の目標を達成。ＰＥＴボト
ル、スチール缶、アルミ缶、飲料用紙容器、
プラスチック容器包装も前年度から実績を
伸ばした。
　リサイクルはスチール缶、アルミ缶、
段ボールで９０％以上のリサイクル率・
回収率を維持している。ＰＥＴボトルと
アルミ缶以外は前年度よりわずかに実績が
低下したものの目標値の水準を保った。
　３Ｒの推進に向けてプラスチック容器
包装や紙製容器包装では毎年度改善事例集
を改訂し参考になる取組みの共有を図って
いる。またガラスびん、ＰＥＴボトル、
紙製容器包装、プラスチック容器包装では、自主設計ガイドラインや環境配慮設計の指針を通じ使用資源
の削減、リサイクルのしやすさの向上に努めている。

４ １０月ＰＯＦ出荷８．５％増
　日本ポリオレフィン工業組合がまとめた統計によると、１０月のＰＯＦの出荷量は前年同月比８．５％
増の４万５０００トンだった。ＬＤＰＥが１１．３％増え、全体の伸びを牽引した。ＨＤＰＥは４．０％
増と堅調。ＩＰＰは３．４％減だった。

２０１８年１０月の出荷状況 （単位：トン）

ＬＤＰＥ
ＨＤＰＥ
ＩＰＰ
合計

４ 東洋インキ　オフセットインキ値上げ
　東洋インキは、２０１９年１月１６日出荷分から油性およびＵＶ硬化型のオフセットインキを値上げす
る。１ｋｇ当たりの改定幅はオフセット枚葉インキおよびオフセット輪転インキが３０～５０円、ＵＶ硬
化型オフセットインキが１００～１５０年、新聞用オフセット輪転インキが２０～６０円。原材料コスト
と物流コスト上昇が値上げの理由。

１２ 上海日商クラブ　資源・化学品部会、新たに９社で幹事会
　上海日本商工クラブの資源・化学品部会は昨今の業界情勢を鑑みて、来年から組織体制を拡充する。
中国当局の環境規制や化学品管理の厳格化に対応するため新たに９社からなる幹事会を設ける。また2014
年に発足した危険化学品法規制対応ＷＧについても、任意組織では活動に限界があることから分科会に格
上げし、商工クラブ内の正式組織に移行する。目まぐるしく変わる法規制に対し、機動性や継続性をもっ
て対応する。

412,798 103.4%

15,289 104.0% 139,431 99.0%
560 96.6% 5,454 96.3%

１０月 １～１０月累計
数量 前年同月比 数量 前年同期比

45,000 108.5%

29,151 111.3% 267,913 106.1%


