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　６月２０日（月）
1 精留塔

　経産省は、１７日付で製造産業局の組織を大幅に再編した。化学課という名称はなくなり、ガ
ラス、セメント、紙パなどＢtoＢ系素材全般を所管する素材産業課が新設された。鉄鋼課と非鉄
金属課が統合され金属課となった。▼昨年夏に、素材系産業に関係する６課を３課に再編する方
向性が示された。それ以降、関係各業界に賛否が渦巻いた。いたって冷静な受け止めがあった
一方で、不満や不安を募らせた業界も少なくない。あれこれ注文や要望も寄せられたとも聞く
▼製造業、とりわけ素材の需要業界で構造変化が加速している。異種接合材料や複合素材など
ニーズの多様化、高度化が進む。従来の個別業界対応から脱却し、必要な構造改革を進めつつ
市場の変化に柔軟に対応できる政策展開に舵を切るのが狙い▼環境や社会的課題の変化に対応す
るため、組織を再編・統合するのは企業も官庁も同じ。その際は知恵と工夫を凝らすが、組織が
大きく業務の範囲が広いと最善形に仕上げるのは難しい。最善形そのものが存在しないのかもし
れない▼ともあれ、経産省は業種横断的に素材産業全体を俯瞰できる新体制をスタートさせた。
果たしてこれが上手くいく機能するかどうか。同省の投げたボールを産業界が受け止め、どう
活用しようとするかが成否を分ける。

11 ５月のエチレン用輸入ナフサ価格・・・前月比１２１７円高
　経産省がまとめた５月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は２カ月連続で上昇し
た。１キロリットル当たり前月比１２１７円高の２万８８９８円、ドル建てでは１㌧当たり
２７．２㌦高の３８７．８ドルとなった。為替レートは１ドル＝１０９．０円で２．２円の円高。

12 ポリオレフィン　アジア・・・年内安定推移、中国不調も定修相次ぐ
　ポリオレフィンのアジア市況は、年末に向けてしばらく堅調な動きを続けるとの見方が多い。
需要は中国経済の不調を受けて力強さを欠いているが、定修設備の多さなどから供給の頭打ちで
推移するとみられるため。足元で一時的に落ち込んでいる市況も、原油・ナフサ価格の強みを受
けて先高気配をみせつつある。
　足元のＬＤＰＥのアジア市況は、中国・フィルムグレードが１㌧当たり１１００～１１５０㌦
となっている。また、ＰＰはヤーングレードが同９４０～９５０㌦。１年前には同１４００㌦を
付けていたＬＤＰＥは、その後は下落基調に転じたが今年１-２月の同１１００㌦ほどを底に上昇。
４-５月には同１２００㌦まで到達した。域内でトラブルや定修が相次いだことで原料不足から反
発したものとみられる。５月末から定修の一部終了やそれまでの原油・ナフサ安の影響から修正
局面に入っているが、１バレル当たり５０ドルに届いてきた原料動向などを受け再反発の兆しも
出ている。
　ＰＰ市況の動きも、ほぼ同様に推移している。一部には中国の需要に陰りが見えてきたとの観
測もある。しかし、生活関連資材が多いこともあって現状では影響は限定的。更に供給面では、
今年は年を通じてセンターの定修が続く。ＰＤＨ法によるＰＰの新設設備の稼働も今後予想され
ているが、必ずしもすべて計画が順調に進捗しているわけではないとの情報もある。
　こうした状況からアジアのポリオレフィン市況は、原料価格の動向で多少の値動きは予想され
るものの、中国経済の大減速といった事態が無い限り、基本的に現状の価格帯で動いていくとみ
る向きが多い。かなりの幅を確保していた昨年前半ほどではないにしろ、オレフィンとのスプレ
ッドもＰＥサプライヤーにとって悪くない水準を保っていくものとみられている。

12 出光―昭和シェル・・・統合会社発足　来年４月に
　経営統合することで合意している出光興産と昭和シェル石油の両社は１７日、２０１７年４月
１日に統合会社を発足すると発表した。当初、発足日は今年１０月～来年４月を予定していたが、
公正取引委員会の企業結合審査の状況などを勘案し、経営統合の日程を変更した。
　出光は英欄ロイヤル・ダッチ・シェルから昭和シェル石油の株式（議決権比率で３３．３％）
を取得する予定となっており、株式取得の実行日は当初予定していた今年上半期から９月中にず
れこむ。株式取得時期の変更にともない、経営統合スケジュールについても統合準備に要する期
間を勘案し、来年４月の発足にする。
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　６月２１日（火）
7 プラごみ油化装置　世界開拓を加速・・・プレストの挑戦　（上）
　簡単操作、大型機にも期待

　プラスチックごみ油化処理装置を手掛けるベンチャー企業のプレスト（神奈川県平塚市）。
ポリオレフィンやポリスチレンでつくられた使用ずみプラスチック製品を油化し、燃料として再
利用できる技術を保有しており、世界各国で高く評価されている。卓上で使用できる小型機は世
界市場に多く販売実績があり、大型機も日量１㌧処理できる設備をパラオ共和国に導入済みで、
発電用途に活用されている。コンパクトで安全、操作も簡単な同社の油化装置は、各国で知名度
が上がり、大手化学メーカーなどと共同で用途開発の動きも活発化してきた。今年から大型機の
本格展開に乗り出す構えだ。
　同社の装置が対応できるのはＰＥ、ＰＰなどのポリオレフィンとＰＳ。塩化ビニル樹脂、ナイ
ロン、ＰＥＴなどはは扱えない。分別がしっかりできていれば、極めて有効な燃料確保となる。
小型機は、日本の各所に加え、アジア、欧米、中東、オセアニア、アフリカに至るまで、かなり
の数が出荷されている。太平洋のパラオには、日量１㌧のごみを処理できる大型機を納入済み。
現地では、地域にたまった大量のプラスチックごみを処理し、得られた油を発電用に活用してい
る。同国では軽油と混合することでなくそのまま燃料にしているが、とくに問題は起こっていな
いようだ。２トン規模まで処理できる見通し。１㌧設備を複数並べるような活用法を提案してい
く。

10 廃掃法を一部改正・・・環境省
　環境省は２０日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）施行規則等の一部を改正する
省令を公布するとともに、一部を除き９月１５日に施行すると発表した。トリクロロエチレンの
水質汚濁防止法に基づく排水基準を強化した。
　改正は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正のほか、金属等を含む産業
廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正、さらに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物
の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等の一部改正。
　施行は今年９月１５日。ただ、一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
等の一部改正のうち、地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件については、
項目の名称変更に合わせ２０１７年４月１日。

11 中国、プロパン輸入続伸・・・ＰＤＨ設備急増映す、１６年１０００万㌧超えへ
　ＰＰ輸入は減少傾向

　中国のプロパン輸入が続伸している。プロピレンの製法としてＰＤＨ装置の導入が盛んに行わ
れ原料プロパンの需要が急増している。２０１２年の輸入量は１８８万㌧だったが、今年は、大
幅に増加し１０００万㌧を突破する勢いを見せている。一方、ＰＰの輸入は、今年１-４月累計で
前年同期比２４．１％減の９３万１０００㌧と大幅に減退している。プロピレンの輸入量も２０
１４年に３００万㌧を超えていたが今年１-４月累計で同１７．６％減の８５万１０００㌧とな
り国内生産拡大の影響が拡大している。
　ＰＰの生産能力は１３年の１５２１万㌧から昨年は１９９６万㌧に拡大した模様で、輸入は概
ね減少傾向を継いでいる。

　６月２２日（水）
2 社説・・・ダイナミズムに欠ける日本の石化企業

　日本の化学大手は今年度、設備投資額を昨年度比で約２６％増やす。石油化学分野の業績が回
復し、得た原資を自動車材や電池材料、医薬品、農薬など、スペシャリテイケミカルに振り向け
ＲＯＥを経営指標に従来以上に収益性に拘って事業戦略を進める。しかし、こうした日本企業の
戦略は、欧米やアジアの化学大手と比べるとダイナミズムに欠ける。米国では、来年からシェー
ルガス由来のエタンを使ったエチレンの新工場が続々と立ち上がる。世界で最も優位なコスト競
争力を持つ米国のエチレンは、姿を変えて世界に打って出る。中国をはじめとするアジアに照準
を当てたものだ。日中韓、タイなど化学企業は苦境に立たされることを覚悟すべきだろう。
　一方、その米国のお膝元にタイや韓国、中国の企業は果敢に挑む。シェールのメリットを得よ
うと、エチレンやメタノール等大型投資を実行あるいは計画している。
国内企業では信越化学工業が塩ビ事業の原料ソースとして米国のコスト競争力を最大限に活用す
る。ただ信越化学の後に続く日本企業は皆無と言っていい。
　エチレン設備への投資は数千億円に上り、誘導品を含めた石化コンプレックスには１兆円以上
を要する。日本企業にとって、大型投資は今更の話なのかもしれない。スペシャリテイケミカル
に比重を置けば、確かに収益性は高まるだろう。ただ欧米大手は垂直統合、Ｍ＆Ａに加え、バル
クケミカルにも継続的に投資している。今のままでは日本勢は、事業規模、利益の絶対額の差を
一向に縮じめることができない。

3 ＰＴＡダンピング調査　インド政府・・・中国などにクロ判定、余剰品アジア流入も
　インド政府は、中国など５カ国から輸入される高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）に対し、ダンピ
ング行為があるとの最終決定を下した。中国の他、インドネシア、マレーシア、台湾、イランが



対象で、中国品に対する反ダンピング関税は１㌧当たり９５．７～９７．６㌦）（１万円前後）
としている。インドは中国にとってシア代のＰＴＡ輸出し向け国となっており、反ダンピング関
税が課されると余剰となった中国品が他のアジア市場に流れ込む公算が大きい。

5 プラごみ油化装置　世界開拓を加速・・・プレストの挑戦　（下）
　内外化学大手と連携進む

　資源の少ない国・地域にとって燃料油の調達はいかに小規模でも貴重であり、ごみ処理も地球
規模で解決しなければならない課題。伊藤昭典社長は「プラスチックスープといわれる海洋の微
小プラスチックごみは、取返しにつかない問題であり、対応を急がなくてはならない」と力強く
語る。最貧国に多い、川や海に近いごみの山からの海洋流出。「今や海洋に浮遊するプラスチッ
クごみは広大な面積に達しており、しかもＰＥやＰＰ以外の樹脂はみな水より重いので、沈んで
いるプラスチックごみの量は更に多いはず。東京湾のカタクチイワシの８割が体内にプラスチッ
クごみを抱えてるという調査もある」。
　伊藤社長によると、通常の油化システムは、数トン規模の処理でもプラントをイメージするよ
うな大型となるのが一般的という。しかし同社の設備は１㌧規模でもトラックで運べるほど。
しかも１キログラムのプラスチックを１リットルの燃料油にするために１キロワットの電力を要
するが、１リットルの油で３．５キロワット発電できるため、自製した燃料だけで装置を回し続
けることも可能。このため電力インフラの無い地域でも燃料油を地産地消できるメリットがあ
る。そのうえ装置を動かすスペシャリストは不要で、火力を使わず高圧もかけないため安全性が
高く、ごみ処理に困っている地域に対応しやすい。同社の装置は、真空装置メーカーのアルバッ
クが製造することも信頼性を高めている。
　化学メーカーも国内外の大手企業が用途開発などで共同研究を行っている。ブリジストンとは
今年に入ってポリブテン管のリサイクル、油化利用で共同特許を出願した。
他にもプラスチックカップや農業用ＰＥフィルムなどで、それぞれのメーカーとの取り組みを検
健闘している段階で、「各社とも石油由来のプラスチックという発想から、石油に戻るプラスチ
ックというコンセプトに切り替えようとしている」。
他にも、放射性物質で汚染されたＰＥ製防護服にこの装置を適用することで、ＰＥを油化できる
一方、汚染物質は気化しないため汚染物質の減容化につながる研究も行っている。

7 ３Ｒプラスチック　バージンと価格差拮抗　ＣＯ２低排出で差別化
　ＣＦＰ認証追い風に、コンパウンド品も検討

　「『環境との共生』にリサイクルの先進技術は欠かせない」。エコ対応をＰＲする冊子には耳
触りの良いコピーが躍るが現実は厳しい。原油安でバージン樹脂の価格下落が激しい再生プラス
チック業界はとりわけ深刻だ。しかし何度も苦境を超えてきた企業人は逞しい。ＣＯ２排出量の
可視化や製造プロセスのＪＩＳ化―。発想の転換で新事業創出を。
「商売にならないんだ。取引先は『バージンの値段が下がっているのに、そんな価格では買えな
い』の一点張り。俺たちは加工賃で食っているのに、その加工賃分すら回収できず完全に赤字だ」
という。樹脂の品質は、バージンと再生品を比べればバージンに軍配が上がるのは当然だ。その
ハンデイを克服するため、長い年月をかけて添加剤の配合技術などを磨き再生品の品質をバージ
ン並みに引き上げ、日本の再生プラ業界は世界のトップランナーとなった。しかし、「バージン
との価格拮抗」の煽りを受け業界環境が激変し、多くの業者が再生プラが売れず収益の悪化に苦
しんでいる。打開策はないのか―。
　全日本プラスチックリサイクル工業会の植田常幸会長は「短期的に成果をだすことは非常に厳
しいと思う」、「再生品は安いから買って下さい、という時代は終わった。限りある資源を有効
活用する循環型のライフスタイルの構築は大きな社会テーマだ、再生プラには製造時のＣＯ２排
出量をバージン樹脂より少なくできる強みがある。そうした特徴を訴求するマーケテイング戦略
を展開し、新たな市場を掘り起こす発想の転換がわれわれ業界には必要だ」と力を込める。
　「再生プラスチックの製造プロセスのＪＩＳ化」が始まっている。日本規格協会内に昨年夏、
産官学連携の委員会が発足。樹脂製品の品質規格に知恵を持つ全日本プラスチックリサイクル工
業会や経産省の関係者らが委員会のメンバーとして入りＪＩＳの原案の作成などが行われてきた。
廃プラ処理の工場視察などを経てＪＩＳ原案はまとまっており、今期中にはＪＩＳの認証が始ま
る見通しだ。再生プラ向けの添加剤などを供給する化学業界もＪＩＳ化の動向を注視している。
　自動車の欧州への輸出の条件にはエコ素材の採用が入っており再生プラ活躍の舞台が広がる。
自動車業界が再生プラに求めるのは品質の安定。今回のＪＩＳ化でそれが担保されることになる
という。
　国内の廃プラ排出量は９３０万㌧、再生プラとしてリサイクルされるのは２００万㌧にすぎな
い。国は、活用しきれていない廃プラの再生を循環施策の柱の一つに据える方針だ。環境省の
「低炭素型３Ｒ技術。システム実証事業」に再生プラ最大手である「いその」の事業が選ばれ
たのはその表れだ。

7 全日本プラスチックリサイクル工業会　植田常幸　会長（永興物産社長）
再生プラの強みアピール、新たな事業モデル期待
▼・・・この業界も意識の変革が必要です。
「『なぜ再生プラを使うのか』という論理的な説明ができ、顧客の方々に納得してもらえないと



ビジネスは成り立たない厳しい時代に入った。そのことを会員各社で皮膚感覚で実感できるよう
な取り組みを実行しなければと考えている」
▼・・・第１弾の取り組みが始まりました。
「再生プラの製造時のＣＯ２排出量を数値化し、バージン樹脂より排出量が少ないという事実を
可視化する、いわゆるＣＦＰ事業は順調に推移している。会員企業で製品のＣＦＰ認定を受けた
のは樹脂別に企業数を示すとＰＰが３４社、ＰＥが２９社。今後は認定対象樹脂を、バージンを
配合したコンパウンド品まで拡大する計画で申請企業はさらに増えると予想している」
▼・・・ＣＦＰ事業の効果は。
「ＰＰが認証を受けていても、現時点では即座に受注に結び付かないのが現実だ。ＣＦＰを申請
するにはコストもかかるが、顧客はそのコストを購買価格に上積みしてくれない。当会としては、
『再生プラはＣＯ２削減に貢献する』と粘り強く啓発活動を続けていく」
▼・・・製造プロセスのＪＩＳ化にも注目が集まっています。
「産官学連携の委員会はそれぞれの立場からの意見が相次ぎ議論が沸騰する状態だった。ＪＩＳ
の素案には何度も修正が加えられようやくＪＩＳ案が固まった状況だ。製造プロセスを限定し過
ぎるとＪＩＳ対応に大きな投資が伴い低収益の時代に各社の経営を圧迫しかねない。こうなって
逆効果だ。基本的にはＩＳＯ９００１の認証を取得している企業であればＪＩＳ対応をクリアで
きる内容だと思う」
▼・・・ＣＦＰやＪＩＳ化で業界の企業間格差が開くのでは。
「それが懸念材料だ。会員になかでＩＳＯ認証を取得しているのは３０社程度。配合技術を持た
ず廃プラの回収や粉砕だけを手掛ける小規模事業者も少なくない。そうした業者と配合やコンパ
ウンドを手掛ける企業が連携し、さらにグローバル戦略の経験の豊富な国際派の企業も加わった
新たなビジネスモデルを創出できればベストだ。

7 日本プラスチック有効利用組合　岡田巧　理事長・・・さらなる付加価値追及を
　日本プラスチック有効利用組合は、１９７６年６月に通商産業省（現経産省）の指導及びプラ
スチック処理促進挙回（現プラスチック循環利用協会）の支援を受け発足し、この２０１６年に
４０周年を迎えた。
　再生加工製品や再生ペレットの製造販売を手掛ける企業が多数参加し、土木建設農業水産、
電力通信、ガス水道、鉄道、運搬車両、包装用などの資材として多くの商品供給を支えるに
至っている。
　全日本プラスチックリサイクル工業会と共同で、１２年の再生ペレットのＣＯ２排出量の
ＣＦＰプログラムの原単位データベースへの登録を皮切りに、昨年１０月に再生ペレット、１２
月には再生加工製品の代表製品のＣＦＰ宣言の登録公開を行った。これをベースにして、より一
層３Ｒの推進を図り業界全体のＣＯ２排出削減につなげ、低炭素・循環型の持続可能な社会の構
築に貢献していく。

8 永興物産・・・高度な配合技術が強み、タイ現地法人に増設投資
　再生プラスチックをバージン樹脂並の高品質に蘇らせる、樹脂リサイクル業界トップレベルの
配合技術を保有する愛知県一宮市の永興物産は、再生ＰＰなどの採用に本腰を入れる自動車や電
機業界の樹脂成形の海外シフトに対応し事業のグローバル化に加速をつけている。
　「日本国内の事業を堅持しながら、海外ビジネスをさらに拡大していきたい」とし、中国やタ
イの自社工場での設備増強に加え、現地の協力会社とタイアップしたベトナムでの事業の足取り
も着実だ。

8 石塚化学産業・・・「パリ協定」を追い風に、関東工場に新規設備
　石塚化学産業は１９５４年に日本で初めて廃プラスチックのリサイクルを手掛けた老舗企業だ。
樹脂リサイクル部門のほか、樹脂コンパウンド部門、商社部門を持ち、原料樹脂の調達から材料
設計、品質保証までトータルで行える。
「シルバーレン」ブランドで展開する樹脂コンパウンドは顧客の品質や価格の要求に応じてバー
ジン樹脂、オフグレード材、リサイクル樹脂などを適切に組み合わせて製造する。同社が製造す
るリサイクル材の５０％以上は自動車分野に使用されている。
　関東工場ではストックヤード及び廃プラを均質化するためのプラントを新たに建設する計画だ。
リサイクル材はバージン材に比べ環境負荷が少ないといわれており、「パリ協定」をチャンスと
捉え、リサイクル事業に注力していく。

9 いその・・・環境省の実証事業選定　樹脂完全循環に貢献
　再生プラの礎を築き業界の発展に情熱を燃やし続けた、いその会長の磯野俊雄氏が今年３月、
家族に見守られ静かに息を引き取った。長男の正幸社長が１０００人もの関係者らが参列したお
別れの会で「山あり谷あり激動の人生でした」と述べた謝辞そのままに、氏の人生は波乱に満ち
たものだった。浮き沈みが激しい再生プラの世界に光を当てた会長はインタビューを受けるとい
つも「何度もドン底を経験したがその逆境が技術を磨く原動力になった」と熱く語っていた。
トヨタが採用した再生ＰＰもそうした地道な技術研鑽の努力の結晶なのだろう。
　トヨタの品質の証であるＴＳ規格をクリアし、トヨタの「新車へのエコプラ採用比率２割達成」
の実現に大きく貢献した。「樹脂を廃車や廃家電から回収し部品・部材の材料として製造現場に



戻していく『完全循環型リサイクル』の本格化に貢献していきたい」と磯野社長。

8 高六小路・・・バンパー向けに新設備、薬品使わず塗膜剥離
　高六商事は、メーカー機能を持つプラスチック専門商社として、独自のノウハウを生かしたリ
サイクル事業を展開。拡大する再生プラスチック需要に応えて、積極的な設備投資を実施してい
る。自動車バンパーに対応した技術開発（特許取得中）で成果が出ており、今年の秋には実際の
設備が稼働する予定だが、その性能に注目が集まっている。
　同社のリサイクルコンパウンド工場は、北関東工場（埼玉県加須市）と子会社のタカプラリサ
イクルコーポレイション（栃木県那須郡）が主力。同社の再生プラスチックの用途は、５～６割
が自動車、３割が家電、１割がその他雑貨などであるが、注力している自動車関連の最大の課題
はバンパーtoバンパーで、バンパーの塗膜剥離が再利用の障害になっている。そこで、特許技術
で開発した新しい塗膜剥離機は、薬品を使わないため、環境に優しく、バンパーとして再利用
可能な物性を保つことができる。毎時５０００キログラムの処理能力があり、年間１万４０００
㌧といわれる廃棄バンパーの完全リサイクルに挑戦したいということだ。

8 川瀬産業・・・ポリ容器処理で存在感、幅広いサイズに対応
　再生プラを材料にしたエコ合成木材「リプラギ」（商品名）を開発するなどして事業の高付加
価値化に取り組む大阪・貝塚市の川瀬産業は、取り扱いが難しい薬液が付着したポリ容器などの
廃プラ炉サイクルのスペシャリテイーとして存在感を強め、化学薬品業界の信頼が厚い一社であ
る。ポリ容器の再生には付着薬液の洗浄処理という難題が立ちふさがる。１９６６年の創業時に
は廃液用の凝集剤の販売などで排水処理のノウハウを蓄積し、８０年代の半ばからは薬液付着容
器の洗浄粉砕リサイクル事業に進出した同社は、この難しいテーマをクリアし再生プラ業界では
一目置かれる存在になっている。
廃プラの処理量はＰＥ、ＰＰを中心に、１１年に新設した静岡工場（静岡県磐田市）の再生原料
化分を合わせて月１０００㌧近くまで増加。静岡工場の稼働を受け東日本地域での事業拡大によ
る新規顧客の掘り起こしが重要な戦略として浮上している。
　小型から大型（１㌧コンテナー等）まで幅広いサイズのポリ容器を粉砕。洗浄できる独自の事
業体系をアピールしていきたい。合成木材「リプラギ」は優れた耐荷重性が評価され鉄鋼製品の
置き材などとして需要が伸びている。

　６月２３日（木）
2 社説・・・地球温暖化が危険水準　対策急務に

　地球全体の大気中のＣＯ２濃度が初めて４００ｐｐｍの大台を突破した。わが国の温室効果ガ
ス観測技術衛星「いぶき」の観測によるもので、昨年１２月に４００．２ｐｐｍを記録した。
濃度が４５０ｍｍｐを超えると地球温暖化を後戻りさせることはできないと言われており、正に
危険水準に入ったといえる。
　地球温暖化による深刻な影響を回避するには、産業革命以前からの気温上昇を２度Ｃ未満にす
る必要がある。そのためには大気中のＣＯ２濃度を４５０ｐｐｍ程度に抑えなければならない。
産業革命（１７５０年）の濃度は２８０ｐｐｍ、１９８０年頃から急速に上昇しており、２０１
３年５月に観測史上初めてハワイのマウナロア山の観測所で４００ｐｐｍ超を記録して以降、
各地で大台突破が報告されている。
　いぶきは、地表面から上空約７０キロメートルまでの大気中のＣＯ２の総量を観測することが
できる。米海洋大気局（ＮＯＡＡ）も「今年中に世界の年間平均濃度が４００ｐｐｍを超えるの
は確実」と警告する。ＮＯＡＡは先日、南極の観測所で４００ｐｐｍを超を観測したと発表した。
南極は地球上で最も濃度が低いと考えられており、地上の観測所ではこれまで唯一、大台を超え
ていなかった場所だ。
　昨年１２月に合意された「パリ協定」では、気温上昇を１．５℃に抑えるという意欲的な目標
も設定された。今年５月のＧ７環境大臣会合では、パリ協定で２０年までとされている温室効果
ガス削減の長期戦略を、可能な限り早期に策定することが共同コミュニケに盛り込まれた。
　世界が足並みを加速させることを願うが、ＣＯ２濃度の上昇ペースを見る限り残された時間は
少ないと考えた方がよいだろう。

2 中国、ごみ分別回収へ・・・２０年までに強制措置、公共施設や店舗・オフィス
　日本を訪れる中国人の多くが目を見張る習慣の一つが、ごみの分別回収システム。中国では分
別廃棄が行われていないためだ。中国政府がこのたび、国家発展改革委員会、住宅都市農村建設
部が連名で「ごみの強制分類制度プラン（意見募集稿）」をまとめ、一般意見公募を開始した。
　先行例として直轄市、省都をはじめとする都市を選び、２０２０年末までに強制分類を導入す
る方針。
　生活水準の向上や都市化にともない、中国では生活ごみの排出量が増加、意見募集稿では、多
くの地域で都市がごみに取り囲まれる状況を生み、都市化進展の阻害要因になっていると指摘。
北京市、上海市をはじめとする大都市では大半の生活ごみをひとまとめに捨てるのが一般的。
　意見募集稿は「減容化・資源化・無害化」を原則として政府が主導し、関係省庁が連携しつつ
一般大衆が参画する仕組みを目指すとしている。各地の気候や発展度合い、生活習慣などの違い



から排出される生活ごみも大きく異なる。このため分類項目や分類方法、回収方法などは各地の
実情に合わせた策定を促している。先行都市には１７年末までに、ごみ分別モデルを制定し、毎
年の重点業務・年間目標を策定するよう求めた。そのうえで、先行導入する都市では２０年末
までに生活ごみの分別回収率９０％以上、回収利用率３５％以上を目指す。更に３０年までに
全国で生活ごみの分別習慣を根付かせ、農村での分別率も上げていく。
　強制措置の対象となるのは政府・党機関、学校、病院、団体、駅、空港など公共施設、レスト
ラン、ショッピングセンター、市場、オフィスビル管理会社、食品加工企業など関連企業。
　市民には有害ごみの仕分けなど分別排出の徹底を、啓発活動や奨励措置などを通じて浸透させ
る方針。また食品包装、食器、発泡樹脂といった生活ごみ中の使用済みプラスチック、宅配業か
ラ排出される充填物やプラスチック袋など、資源ごみの回収利用を徹底する方策も追及していく。

6 富士経済　次世代自動車市場予測・・・ＰＨＶ　３５年に３２倍　欧州・中国で需要大幅拡大　
　富士経済は、ハイブリッド車（ＨＶ）、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）、電気自動車（
ＥＶ）の市場動向について調査結果をまとめた。
　２０３５年の世界市場はＨＶが１５年比２．９倍の４６８万台、ＰＨＶは３１．７倍の６６５
万台、ＥＶは１６．７倍の５６７万台になると予測した。ＨＶは日本を中心に市場は拡大するも、
欧州や中国では伸び悩むとみる。ＰＨＶは欧州・中国で２５年頃から大幅に需要増加が見込まれ、
ＥＶは中国が市場の伸びを牽引するとしている。
　地域別にみると、日本ではＨＶが次世代の主流になり３５年には２００万台を予想。ＰＨＶは
２０年頃からミドルクラス以上を中心に車種が増え需要増加が期待される。ＥＶは走行距離が
２００マイルを超える車種の発売で顧客層が広がり、自動運転や充電インフラの技術革新と連動
して２５年頃から市場が伸びると分析。（２００マイル=３２０キロメートル）
　北米では「ＺＥＶ（無公害車）規制」に合わせ、自動車メーカーのＰＨＶとＥＶの多車種展開
が進み、それに伴う市場の成長が予想される。次世代の需要は順調に増加するものの、さらなる
普及拡大には米国で需要が高いピックアップトラックの電動化などが課題となる。
　欧州は、購入時の補助・優遇策がＰＨＶやＥＶの販売を後押ししている。ＰＨＶは欧州メーカ
ーが多車種展開を計画しており、車種の拡充により市場が拡大するとした。ＥＶは急速充電器の
規格策定が普及を促し、３０年には１０９万台を予測した。
　中国は、政府計画で２０年までに新エネルギー車（ＥＶ・ＰＨＶ）の目標走行車数を５００万
台としており、１５年は購入補助・優遇策が貢献してＥＶの市場は大きく伸びた。
　東南アジア諸国連合・東アジアは購入補助・優遇策が市場を左右するもよう。外資系メーカー
の生産拠点として期待されるＡＳＥＡＮでは２０年頃から緩やかな拡大が見込めるとした。

　６月２４日（金）
12 原油価格　当面安定推移見込む・・・石連会長会見　４５～５０ドル水準で

　石油連盟の木村康会長は２３日、記者会見を開き、足元の原油価格動向などについて語った。
当面、同価格は、ドバイ原油で１バレル当たり「４５～５０ドルで安定して推移する」との見通
しを示した。木村会長は、まずここ１カ月ほどの価格推移について、先のＯＰＥＣ総会で「予定
通り生産数量については言及されず、英国のＥＵ離脱懸念で一時は弱含んだが、足元では回復傾
向にある」と説明。４５～５０ドル水準の狭いレンジで動き直近にドバイも同４７ドルほどとな
っている状況を振り返った。更に２０１６年後半から「原油需給はバランスし、１７年は需要過
多となる」との国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のレポートを紹介した。一方で、リグの稼働率向
上が予想される「米国のシェールの動向に注目していく必要がある」とも指摘した。


