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　日本ポリエチレン製品工業連合会

「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）

　　　　１０１０１０１０月月月月０４０４０４０４日日日日（（（（月月月月））））
1111 三井化学東三井化学東三井化学東三井化学東セロセロセロセロ　　　　新社長新社長新社長新社長　　　　宮脇良治宮脇良治宮脇良治宮脇良治　　　　氏氏氏氏にににに聞聞聞聞くくくく・・・・・・・・・・・・統合仕上統合仕上統合仕上統合仕上げげげげ激動期激動期激動期激動期にににに飛躍飛躍飛躍飛躍

▽新社長としての抱負は。
「当社は現在、事業統合の真っ最中、先ずはこの統合を早期に仕上げる。そのうえで２０１１年度
にスタートする中期経営計画を確定する。３事業を３本の矢とし、強固な企業基盤を作っていきた
い」
▽新生・三井化学東セロの強みは。
「強みの１つは事業構成にある。比較的需要の安定した食品包装分野と利益率の高い情報電子分野
をバランスよく展開してきたが、事業統合により長期的に需要伸長が見込まれる資源環境分野が加
らる。もう１つは三井化学と連携した樹脂からフィルム・シート加工までの一貫体制構築によるシ
ナジーだ」
▽目指す企業像は。
「『フィルム・シートを中心とする材料加工事業分野において、社会から信頼されるグローバル企
業』だ。まず、売上高１０００億円、営業利益１００億円を目指す」
▽中期の成長戦略は。
「包装フィルムは省資源・環境対応の観点から、樹脂及び加工技術の粋を集めてフィルムの薄肉化
に取り組む一方、今秋をメドに東南アジアを候補とする現地生産計画を取りまとめ、グローバル展
開に乗り出す」
▽三井化学ファブロから加わる事業の展開は。
「新設する機能シート事業部として運営する。主力製品は太陽電池封止材として使用される『ソー
ラーエバ』であり、需要の急激な伸びに対応し、既に４系列の増設を意思決定している」
▽激動期の社長就任となりました。
「激動期だからこそビジネススピードを上げる。大きな意思決定は小さな意思決定の塊と考えてい
る。皆の意見を良く聞き、良く議論した上で小刻みにスピーデイーな意思決定をしたい」

10101010 環境省中長期環境省中長期環境省中長期環境省中長期ロードマップロードマップロードマップロードマップ小委小委小委小委・・・・・・・・再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ導入見込導入見込導入見込導入見込みみみみ量量量量　　　　２０２０２０２０年度最大年度最大年度最大年度最大６３８３６３８３６３８３６３８３万万万万ＫＬＫＬＫＬＫＬにににに
　　　　太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電のののの拡大顕著拡大顕著拡大顕著拡大顕著、、、、買取制度買取制度買取制度買取制度によるによるによるによる追加的負担額追加的負担額追加的負担額追加的負担額　　　　世帯当世帯当世帯当世帯当たりたりたりたり月月月月２２４２２４２２４２２４～～～～４２２４２２４２２４２２円円円円
　　　　 　環境省は、３０日の中長期ロードマップ小委員会で再生可能エネルギーの導入見込み量を提示し

た。温室効果ガス（ＧＨＧ）を２０年度の９０年度比２５％削減する中長期目標に対して、排出ク
レジットの利用を伴わない対策のみで達成する場合の見込み量は、現在の２．２倍の６３８３万
キロリットル（原油換算）と試算した。
　２０年度に真水対策のみで１５％、２０％、２５％
を削減するシナリオを想定し、２０年度の導入見込み
量は、１５％削減では５３６９万キロリットル、２０
％削減では５８６３万キロリットルだった。
　電源別では太陽光発電の増加が著しく、０９年度の
６４万キロリットルに対し、１５％削減では８５５万
キロリットル、２０％削減では１０２６万キロリット
ル、２５％削減では１２２２万キロリットルだった。
　２０年度までの導入量に対する買取制度による世帯
当たりの追加的負担額は、２２４～４２２円／月だっ
た。
今後検討すべき課題として、再生可能エネのスピード
と量に関する整理、再生可能エネ関連のビジネスを普
及拡大するための方策などを挙げている。

10101010 イオンイオンイオンイオン・・・・・・・・・・・・ＭＳＣＭＳＣＭＳＣＭＳＣ認証商品認証商品認証商品認証商品をををを拡大拡大拡大拡大　　　　今回今回今回今回はははは「「「「油油油油カレイカレイカレイカレイみりんみりんみりんみりん」「」「」「」「サバサバサバサバ西京漬西京漬西京漬西京漬」」」」などなどなどなど４４４４品目品目品目品目
　イオンは１日、生物多様性条約第１０回締結国会議（ＣＯＰ１０）の開催を前に、海洋管理協議
会のＭＳＣ認証を受けた水産加工商品を１１品目に拡大すると発表した。２０日から１２００店舗
で販売する。
　同社は３月に生物多様性方針を策定し、そのなかで持続可能性に配慮した生物資源の認証を受け
た商品を積極的に取り扱うことにしている。ＭＳＣ認証は水産資源の保護を目的に、環境に配慮し
た漁業による水産物を認める仕組み。

（注）ＭＳＣ（Marine Stewardship Council）は漁業認証と水産物のエコラベルを通じ、持続可能な

漁業を推奨している。

10101010 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・温対法温対法温対法温対法のののの全国全国全国全国センターセンターセンターセンター　　　　地球温暖化防止全国地球温暖化防止全国地球温暖化防止全国地球温暖化防止全国ネットネットネットネット指定指定指定指定
　環境省は１日、地球温暖化防止推進法（温対法）に基づく地球温暖化防止活動推進センター（
全国センター）の指定法人として、一般財団法人・地球温暖化防止全国ネット（東京都千代田区、
長谷川公一理事長）を指定した。温対法では、地球温暖化対策の普及啓発活動を行う一般財団法人
又は一般社団法人を全国で１法人指定することができる。
　地球温暖化防止全国ネットが１日付けで指定を受けたことに伴い、従来指定法人だった日本環境
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協会への指定は廃止された。

12121212 中国中国中国中国のののの樹脂市場樹脂市場樹脂市場樹脂市場・・・・・・・・・・・・日系企業日系企業日系企業日系企業、、、、ミドルエンドミドルエンドミドルエンドミドルエンド対応必須対応必須対応必須対応必須にににに　　　　　　　　強強強強まるまるまるまるユーザーユーザーユーザーユーザーのののの現地調達志向現地調達志向現地調達志向現地調達志向
　中国での日系需要家向け樹脂ビジネスの潮目が変わりつつある。中国の原材料メーカーが力をつ
け、生産量が拡大するとともに品質が高まってきたことが背景。中国で生産活動を行う自動車、家
電など最終製品メーカーでは近年、原材料コストの削減を大きな狙いの１つとして現地調達比率の
向上を積極的に進めている。
　中国の原材料品質が向上しつつあるなか「ハイエンド向けでなければ現地メーカーの原材料で対
応」（日系商社）しようという動きが広がってきた。中国市場での拡販を日系企業が志向する中で
ターゲットはハイエンド市場だけでなく、より規模が大きいいボリュームゾーンにも及んでおり、
日系自動車メーカーが現地モデルの投入を目指すのもその一例だ。
　こうした動向に対し、日系樹脂メーカーでも中国市場向けグレードの投入で対抗する動きが出て
いる。「消費地での生産拡大は不可欠」（日系樹脂メーカー）との判断から、中国での生産基盤強
化も益々広がってきた。
　ここにきて技術サービスや研究開発での現地機能拡大の動きが強まってきた。需要家による原材
料調達の多様化志向で、日系商社にも流通面での対応はもとより、現地ソースの探索や開拓が一層
求められることになる。最終製品メーカーがボリュームゾーンの本格開拓に動き出す中、原材料供
給側でも本格的対応を進めることが今後の中国事業拡大の１つのカギとなりそうだ。

　　　　１０１０１０１０月月月月０５０５０５０５日日日日（（（（火火火火））））
1111 経団連米倉会長経団連米倉会長経団連米倉会長経団連米倉会長・・・・・・・・・・・・国内投資促進国内投資促進国内投資促進国内投資促進へへへへ経産相経産相経産相経産相にににに緊急提言緊急提言緊急提言緊急提言

　日本経団連の米倉昌弘会長は４日午後、経産省を訪れ、大畠章宏大臣に国内投資円卓会議の民間
委員の緊急提言を手渡した。
　２０１１年度から中小法人の軽減税率を含む法人税減税、国内制度改革と一体になった主要国と
の質の高い経済連携の推進、政府・日銀一体となった円高対策等に加え、①新成長戦略の前倒し実
施②レアアース対策③地域・中小企業・雇用対策④規制・制度改革―の早急な実施を求める内容。
　規制緩和については、公正取引委員会の審判制度廃止、工場立地手続きの簡素化等を示した。

2222 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工・・・・・・・・・・・・光学光学光学光学フィルムフィルムフィルムフィルム量産量産量産量産へへへへ　　　　大分大分大分大分にににに試験設備試験設備試験設備試験設備　　　　１２１２１２１２年年年年にもにもにもにも高耐熱透明品高耐熱透明品高耐熱透明品高耐熱透明品
　昭和電工は、光学分野向け機能性シート・フィルム事業を本格展開する。高耐熱性透明フィルム
の量産を２０１２年に大分コンビナート（大分県）で始める。幅６５センチメートルでの出荷で、
能力は年数十万平方メートルの計画。投資額は数億円を見込む。製品はアリルエステル等から作り
だした熱硬化性樹脂をベースとしたフィルム。複数の硬化方法を取り入れることで耐熱性と透明性
を両立させた。耐熱性は２５０℃とアクリルやポリカーボネートより高い。光線透過率が９２％を
示すほか、表面は鉛筆硬度で３Ｈ以上と傷つきにくい。溶剤や酸、アルカリなど耐薬品性もある。
半年の屋外暴露後も透明性を維持するなど耐候性にも優れている。
　ガラス代替材料として展開を狙い市場開拓に取り組む。また高い耐久性を誇ることから太陽電池
用部材としての可能性も探っていく。

3333 エフピコエフピコエフピコエフピコ・・・・・・・・透明容器透明容器透明容器透明容器リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル加速加速加速加速　ＰＥＴ　ＰＥＴ　ＰＥＴ　ＰＥＴ用設備用設備用設備用設備がががが１１１１１１１１月稼働月稼働月稼働月稼働、、、、回収回収回収回収ＯＰＳＯＰＳＯＰＳＯＰＳををををトレートレートレートレー原料原料原料原料
　エフピコは、食品包装用透明容器のリサイクルを加速する。中部リサイクルセンター（岐阜県）
でポリエステル（ＰＥＴ）樹脂のメカニカル（マテリアル）リサイクルプラントを稼働させるのと
並行し、２軸延伸ポリスチレン（ＯＰＳ）シートについては、発泡ポリスチレンシート（ＰＳＰ）
製トレーの原料の一部に活用していく。
　まず、近赤外線を利用して瞬時且つ自動的に素材を分別するシステムを開発。ＰＳＰトレーに続
き全国で回収、選別の体制整備を進めてきた。２０１０年３月末現在で、透明容器の回収拠点は約
１５００か所に設置しており、選別能力は今年度中に年間１２００トン規模まで拡大させる予定。
　これに続きＡ－ＰＥＴシートについては、リサイクル樹脂（Ｒ）とバージン樹脂（Ｖ）の２種３
層構造によるシートを製造し、再び透明容器にリサイクルする計画。
　一方、需要拡大が続くＯＰＳについては、エコトレーの原料として活用していく。
ＰＳＰ製トレーの回収・リサイクル量を拡大させるとともに、回収したＯＰＳからのリサイクル樹
脂の高機能化は、川下製品の競争力を引き上げる潜在力が高く、日本の樹脂メーカーの新たな開発
に期待が集まりそうだ。

3333 汎用樹脂製品汎用樹脂製品汎用樹脂製品汎用樹脂製品　　　　新新新新グレードグレードグレードグレード・・・・材料開発材料開発材料開発材料開発がががが活発化活発化活発化活発化　　　　
低低低低コストコストコストコスト・・・・薄肉薄肉薄肉薄肉・・・・透明透明透明透明・・・・耐熱耐熱耐熱耐熱などなどなどなど高度高度高度高度なななな市場市場市場市場ニーズニーズニーズニーズ対応対応対応対応
ＰＥ、ＰＳといった汎用樹脂とその加工品で、市場の高度なニーズに応える新グレード、新材料の
開発が活発化している。ＰＥ系では三井化学とその子会社である三井化学東セロが、世界初の、２
軸延伸ＰＥフィルムを開発、市場開発に乗り出した、ＰＳでは東洋スチレンとＰＳジャパンが、そ
れぞれ発光ダイオード（ＬＥＤ）テレビ向けの導光板グレードなどの開発に本腰を入れている。石
油化学産業の斜陽化が懸念される一方で、川下産業を支える日本の汎用樹脂の技術開発が見直され
そうだ。

10101010 環境省環境省環境省環境省、、、、経団連経団連経団連経団連とととと懇談懇談懇談懇談・・・・・・・・・・・・ＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰ１０１０１０１０へのへのへのへの協力要請協力要請協力要請協力要請
　松本龍環境大臣は４日、経団連と懇談し、地球温暖化対策や生物多様性条約第１０回締結国会議
（ＣＯＰ１０）などについて意見交換した。経団連の米倉会長は「円高や株安による不透明な経済
情勢のなか、持続可能な社会の構築に向け、産業界は低炭素化、３Ｒ、自然共生に取り組んでいる。
新成長戦略では環境分野を重点の１つとしているが、日本の強みを発揮できる政策をお願いしたい」
と要望した。松本大臣は「地球温暖化対策、自然共生等の対策は待ったなしの状況。解決には産業
界の知恵が不可欠。ＣＯＰ１０は日本が議長国ということもあり成功に導きたい。産業界にもご協
力頂きたい」と語った。



12121212 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・アジアアジアアジアアジア次世代次世代次世代次世代コアコアコアコア人材育成人材育成人材育成人材育成へへへへ、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールにににに新施設新施設新施設新施設　　　　来年来年来年来年にににに研修研修研修研修スタートスタートスタートスタート
　住友化学は、アジア太平洋地域の次世代のコアとなる人材を育成する施設をシンガポールに新設
する。２０１２年度には同社グループの海外売上高比率は５割以上に達し、それに合わせ海外従業
員比率も４割以上に高まる見込みで、日本国籍以外の従業員が大幅に増加する。既に東京本社を中
心に現地法人の社長クラスや部長・課長クラスといった経営幹部・管理職の育成プログラムはスタ
ートしている。これらに加え、同地域を手始めに来年１月にはリージョナルマネジャー研修をスタ
ートさせる予定で、シンガポールに新設する研修施設を軸に、将来の核となるローカル人材の求心
力・意識向上を図っていく。

　　　　１０１０１０１０月月月月０６０６０６０６日日日日（（（（水水水水））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・容器包装容器包装容器包装容器包装プラプラプラプラのののの再商品化手法再商品化手法再商品化手法再商品化手法にににに疑問疑問疑問疑問

　２０００年に全面施行された容器包装リサイクル法（容リ法）のプラスチック製容器包装の再商
品化手法に関しては、多くの議論を呼んできた。そして材料リサイクル優先の矛盾が露呈している
にもかかわらず、環境省と経産相は次期容リ法改正まで、この原則を継続することを決めた。
一方で、容リ法対象ケミカルリサイクル設備である宇部興産のガス化設備、北海道プラスチックの
油化設備が、相次いで創業中止に追い込まれた。産業界の期待は裏切られた。
　容リ法の施行により分別回収する市町村は７０％を超え、分別収集量も増加し０８年は６７万
トンになった。このうち６０万トンが特定事業者が引き取り再商品化されている。アルミ缶や
ＰＥＴボトル等の使用済容器は有価物として販売されるが、容器包装プラは委託費を払って再商品
化されている。材料リサイクル事業への参入が急増し委託単価は低下しているものの、特定事業者
は年間４００億円程度を負担している。
　一方で、容リ法による分別収集量の伸びが鈍化するなかで、多くのケミカルリサイクル事業者は
将来の事業性に疑問を持ち始めている。とくに人口の少ない地方では容器包装プラが集まらず、
規模の大きいケミカルリサイクルは立ち行かなくなっている。事業撤退は今後も起こる可能性が
ある。国は明確な方向を示し、循環システムを支援すべきだ。

2222 東東東東ソーソーソーソー・・・・・・・・・・・・ＥＶＡＥＶＡＥＶＡＥＶＡ新系列新系列新系列新系列をををを検討検討検討検討、、、、７７７７万万万万トントントントン、、、、１３１３１３１３年稼働目指年稼働目指年稼働目指年稼働目指すすすす　　　　太陽電池封止材向太陽電池封止材向太陽電池封止材向太陽電池封止材向けけけけ急伸急伸急伸急伸
　東ソーはエチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）設備増強の検討に入った。四日市事業所に
年産７万トン規模の低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）／ＥＶＡ併産プラントを想定しており、投資
金額は百数十億円規模で、２０１３年稼働を目指すことで、年内に判断する方針。
　同社は同事業所に計１５万トンのＬＤＰＥ／ＥＶＡ併産プラントを稼働させており、太陽電池封
止材向けに需要好調のＥＶＡにシフトした生産を行っている。しかし、ＬＤＰＥにも安定した顧客
がおり、ＥＶＡ需要の伸びに応え、シェアを高めるには新系列が必要と判断している。

6666 ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年８８８８月月月月のののの化学工業統計速報化学工業統計速報化学工業統計速報化学工業統計速報　　　　　　　　　　　　
【化学工業統計速報　２０１０年８月】　経済産業省まとめ （単位：トン、％）

複合肥料
エチレン
プロピレン
ポリエチレン
ポリプロピレン
印刷インキ

9999 ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年８８８８月度容月度容月度容月度容リリリリ実績実績実績実績・・・・・・・・・・・・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のののの再商品化販売量再商品化販売量再商品化販売量再商品化販売量がががが１１１１．．．．１１１１％％％％増増増増
　日本容器包装リサイクル協会（容リ協）は、２０１０年８月度の容器包装リサイクル法対象４
製品の市町村からの分別基準適合物の引き取り及び再商品化事業者による再商品化製品販売量を発
表した。
　市町村から引き取りは、年間契約量に対する実績量の割合を示す進捗率でＰＥＴボトルが４割を
超え、ガラスびんとプラスチック容器包装がほぼ４割のレベル。再商品化製品販売量では、ＰＥＴ
ボトルが前年同月比３．７％減だったが、それ以外の３製品は増加した。

【２０１０年７月度の再商品化実績】　　（日本容器包装リサイクル協会資料）
◆市町村からの分別基準適合物引き取り実績　（単位：トン）

◆再商品化製品量実績　（単位：トン、前年同月比増減％）

10101010 国内国内国内国内クレジットクレジットクレジットクレジット・・・・Ｊ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲＪ－ＶＥＲ制度統合制度統合制度統合制度統合へへへへ検討開始検討開始検討開始検討開始・・・・・・・・経産経産経産経産・・・・農水農水農水農水・・・・環境環境環境環境３３３３省類似点多省類似点多省類似点多省類似点多くくくく現場混乱現場混乱現場混乱現場混乱
　政府は経済産業、農林水産、環境の３省で進める国内クレジット制度と、環境省が独自に進める
オフセットクレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度について、制度統合に向けた検討を開始する。
　２つの制度は目的や内容に類似点が多い。承認されている排出削減の方法論が重複していること

紙製容器包装 2,169 3.7 11,078
プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装 34,23534,23534,23534,235 3.23.23.23.2 178,470178,470178,470178,470

673,100673,100673,100673,100

ＰＥＴボトル 13,605 -3.7 62,180
ガラスびん 28,361 6.3 132,828

86,689 201,300

39.6%39.6%39.6%39.6%

８月度 前年同月比 年間累計

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装 53,21253,21253,21253,212 266,646266,646266,646266,646

累計 年間引取予定量

43.1%43.1%43.1%43.1%
紙製容器包装 2,350 11,427 32,300 35.3%35.3%35.3%35.3%
ＰＥＴボトル 22,245

34,679 1.5

進捗率進捗率進捗率進捗率
ガラスびん 30,293 142,165 356,600 39.9%39.9%39.9%39.9%

８月度

15,545 -10.7
259,806 19.6 219,087 16.9 376,532 6.1
29,583 -0.7

246,695 -4.0 230,306 1.3

58,439 -10.5
523,281 0.6 499,318 -0.5

449,075 6.0
56,829 -12.8

407,442 -7.8
600,691 -4.4
64,154 7.2 74,091 19.7

441,873 -7.7

主な品目 生産量生産量生産量生産量 前年同月比 出荷量 前年同月比 在庫量 前年同月比



など、利用者にわかりにくい問題も指摘されてきた。財布が導入の検討を進めている国内排出量
取引制度が実施された場合には、クレジットを利用する現場で混乱が生じる可能性もある。３省で
調整を進め、政府としての考え方をまとめる。
　１日に開催された国内クレジット認証委員会では、経産・農水両省は両制度の統合を前提に、エ
ネルギー起源ＣＯ２以外のＧＨＧを国内クレジットで認証することや、地方自治体の国内クレジッ
ト取得を認める考えを示した。これに対し、環境省は排出量取引制度が検討中であることなどから
制度統合に同意せず、伸長に議論する時間が必要とコメントするに止まった。

12121212 台湾台湾台湾台湾プラグループプラグループプラグループプラグループ・・・・・・・・・・・・麦寮麦寮麦寮麦寮のののの再稼働延期再稼働延期再稼働延期再稼働延期もももも　　　　傘下工場傘下工場傘下工場傘下工場でででで３３３３件目件目件目件目のののの火災火災火災火災
　アジアにおける石化市況が大きく動く可能性が浮上している。３日に台湾プラスチックグループ
（ＦＰＧ）の傘下、南亜プラスチックが嘉義県太保に有する合成紙工場で大規模な火災が発生した。
この影響で今月中旬にも再稼働を予定していた麦寮コンプレックスの第１ナフサクラッカー
（エチレン年産７０万トン）に対する政府の審査が長引く懸念が浮上している。
　また、同コンプレックスでは第２ナフサクラッカー（同１０３万５０００トン）が定修に入って
おり、同コンプレックスのエチレン生産が約６０％減の状況に突入する。ＦＰＧでは第１ナフサク
ラッカーの再稼働を１０月中旬から下旬に想定して原料確保を行っているが、再稼働時期が先延ば
しになる場合、各誘導品メーカーが減産を強いられる可能性が高まっている。

　　　　１０１０１０１０月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（木木木木））））
2222 三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・生産生産生産生産コストコストコストコスト削減削減削減削減、、、、着実着実着実着実にににに進展進展進展進展　　　　主要主要主要主要６６６６工場工場工場工場でででで省省省省エネエネエネエネ、、、、省力化推進省力化推進省力化推進省力化推進
　　　　損益分岐点操業率損益分岐点操業率損益分岐点操業率損益分岐点操業率「「「「７０７０７０７０％％％％以下以下以下以下」」」」射程射程射程射程にににに、、、、サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーン全体全体全体全体にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ拡大拡大拡大拡大

　三井化学が２００９年度から着手しているコスト競争力強化が着実に進展している。
対象としたのは、鹿島、市原、名古屋、大阪、岩国大竹、大牟田の本体６工場。全社ベースで０８
年度５０億円、０９年度３８０億円の総コスト削減を実現し、その間に市原のエチレングリコール
（ＥＧ）、大阪のポリスチレン（ＰＳ）、名古屋のビスフェノールＡ（ＢＰＡ）等の不採算プラン
トを閉鎖している。１０年度もプロセス合理化や原料原単位改善などで６０億円を計画しており、
「１１年度以降に更に４０億円の削減を上乗せすると稼働率７０％以下」が見えてくる。
　しかし既にやれることは相当やっており、これ以上やれる手段は限られている。そのため物流・
購買・営業などサプライチェーン全体にまでコストダウンを広げて、１１年度スタートの中期経営
計画期間中に損益分岐点操業率７０％以下を確実なものとしたい考えだ。

3333 プラプラプラプラ製品出荷製品出荷製品出荷製品出荷　　　　８８８８月月月月はははは９９９９％％％％増増増増　　　　１０１０１０１０ヵヵヵヵ月連続前年同月比上回月連続前年同月比上回月連続前年同月比上回月連続前年同月比上回るるるる　　　　
　プラスチック工業連盟が経済産業省の統計をもとにまとめたプラスチック製品統計速報によると
２０１０年８月の出荷量は前年同月比９．０％増の４６万９５６９トン、生産量が同９．０％増の
４３万８６８５トンとなり、１０ヵ月連続で前年同月を上回った。
環境対応車両向け補助金の終了前の駆け込み需要や、猛暑を背景とする容器類の好調さなどが出荷
量を押し上げたと見られている。

【８月の主なプラスチック製品生産速報】　（単位：トン、％）

８月数量

８月数量

８月数量

８月数量

８月数量

(日本プラスチック工業連盟）
10101010 スチールスチールスチールスチール缶缶缶缶リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル・・・・・・・・・・・・０９０９０９０９年度年度年度年度、、、、過去最高過去最高過去最高過去最高のののの８９８９８９８９．．．．１１１１％％％％にににに、、、、リデユースリデユースリデユースリデユース率率率率もももも前倒前倒前倒前倒しししし達成達成達成達成

　スチール缶リサイクル協会は６日、２００９年度実績を発表した。０９年度のスチール缶リサイ
クル率は８９．１％と過去最高を達成した。レデユース率は基準年の０４年度に比べ、１缶当たり
３．４１％と１．２１グラムの軽量化を達成した。これは、３Ｒ推進団体連絡会の自主行動計画で
掲げる２％削減目標を２年連続で前倒し達成したことになる。
最近は厚さ０．０７ミリメートルのかんも開発されている。缶型構成比の変化を考慮した場合のレ
デユース率は４．１４％、１．４７グラムとなった。
　同協会の内田耕造会長（新日本製鉄副社長）は「リサイクル率向上の取り組みは、調査のコスト
などを考えてもそろそろ限界に近い。自己ベストの更新には取り組むが、現時点で新たな目標設定
は考えていない」と語った。

10101010 凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷・・・・・・・・・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル主原料主原料主原料主原料　　　　高耐久高耐久高耐久高耐久ＩＣＩＣＩＣＩＣカードカードカードカード開発開発開発開発
　凸版印刷は６日、リサイクルＰＥＴボトルを主原料としたＩＣカード「ＰＥＴボトルリサイクル
カード」を開発したと発表した。既存のＩＣカードと同等の耐久性を持ち、価格帯も同水準。
　今後国際クレジットブランドの認定を取得し、２０１１年春からクレジットカードやキャッシュ
カード向けに販売する計画。カード類の中で最も耐久性が求められる金融系ＩＣカードに必要な
ＩＳＯ基準の耐久性を付与することが可能。ＩＣカードの加工に必要な接触ＩＣチップの実装、表
裏磁気テープ、ホログラム、サインパネル、ＵＧ印刷等の加工適性にも優れる。

12121212 変変変変わるわるわるわる中国中国中国中国のののの食関連市場食関連市場食関連市場食関連市場・・・・・・・・・・・・包装材料包装材料包装材料包装材料　ＰＶＤＣ　ＰＶＤＣ　ＰＶＤＣ　ＰＶＤＣ製製製製ラップラップラップラップ浸透浸透浸透浸透へへへへ　　　　機械化促進機械化促進機械化促進機械化促進でででで農薬農薬農薬農薬にもにもにもにも商機商機商機商機
　少子化・核家族化や生活水準の向上、食文化の変化、更には流通網の整備、冷蔵庫や電子レンジ
の普及―これらは加工食品や作り置きといったかたちで食卓に変化をもたらしている。

20,580

24,103
前年同月比 109.4 118.7 69.5

384,145
前年同月比 109.0 109.0109.0109.0109.0 97.9

計計計計
438,685 469,569469,569469,569469,569

8,197
前年同月比 112.4 113.3 105.3

容器（その他）
19,374

容器（中空成型）
57,438 59,615

18,854
前年同月比 108.3 106.5 107.0

日用品・雑貨
21,531 22,263

在庫

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
193,543 205,929

前年同月比 108.6 107.5 100.9

生産 出荷出荷出荷出荷
208516



これらに必須なのが、包装材料としての化学製品だ。今後の需要拡大を見込んで市場開拓が進む。
　冷蔵庫での保存や電子レンジでの調理の際に日本では普通に用いられるラップフィルム。
クレハは２００９年、台湾系メーカーへのＯＥＭ供給へと戦略転換を図り、「妙潔」ブランドの１
アイテムとして浸透させている。一方、旭化成ホームプロダクツでは、華北、華東に加え、広州（
広東省）、深圳（同）、を含む華南での展開にも力を注ぎ全国展開を視野に入れる。
「フィルムカット性、密着力、酸素や水分バリア性、耐熱性といったＰＶＤＣ製ラップの優位性」
を訴求するとともに、店頭での販売活動も含めた「ラップを使う文化・習慣」の拡大にも拍車をか
けていく。
　農村では土地を１管理者に集中して耕作する試みが進んでいる。これにより農業の機械化が進み
農薬消費増につながると見られている。今後、安全・健康をはじめとする機能面の優位性から中国
での拡販を志向する日系農薬メーカーも出てきた。

　　　　１０１０１０１０月月月月０８０８０８０８日日日日（（（（金金金金））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本のののの化学化学化学化学がががが自信自信自信自信をををを得得得得たたたたノーベルノーベルノーベルノーベル賞賞賞賞

　２０１０年のノーベル化学賞は、北海道大学の鈴木章名誉教授と米パデユー大学の根岸英一特別
教授に決まった。８６年の福井謙一博士に始まった日本人の化学賞受賞は７人になり、物理学賞と
肩を並べた。受賞対象になった「クロスカップリング反応」は、医薬品原料や液晶材料の製造に幅
広く使用されている有機合成反応で、優れた基礎研究の成果が我々の生活で重要な役割を果たして
いることを示した。広く化学関係者に自信を与えたことになり、心から祝福するとともに、これか
らも受賞者誕生を期待したい。
　今回受賞した根岸博士は、研究活動の大半を米国で過ごした。これまで南部陽一郎博士や下村修
博士ら自然科学受賞者の三分の一は、米国における研究成果で受賞した。フェアな競争が繰り広げ
られている研究土壌とともに資金も豊富だ。日本の大学は上下関係が強い上、博士課程を修了した
ポスドク研究者は就職さえ難しい環境にある。国家として科学技術戦略の再構築が急がれる。
　今回のクロスカップリング反応の研究は７０年代に行われたもので、受賞まで３０年以降要した。
研究の評価が定着するには時間が必要。若い研究者の受賞対象者を増やすことで、次の世代
の研究者を直接指導することになり、新たな独創的研究につながるのではないか。

2222 ノーベルノーベルノーベルノーベル化学賞化学賞化学賞化学賞　　　　クロスカップリングクロスカップリングクロスカップリングクロスカップリング反応反応反応反応・・・・・・・・・・・・チッソチッソチッソチッソ液晶事業液晶事業液晶事業液晶事業のののの中枢技術中枢技術中枢技術中枢技術にににに
　今回、ノーベル化学賞の対象となったクロスカップリング反応は、裾野の広い技術で、普段は意
識することさえないものの、液晶テレビをはじめ身の回りにはその恩恵にあずかっているものは少
なくない。
　世界の液晶市場をメルクと二分するチッソは、同社が手掛ける液晶成分１５成分のうち「鈴木名
誉教授の技術が利用されているのは１０成分」という。また、根岸英一教授の技術も同社の液晶製
造プロセスには反映されている。
　同社が鈴木教授と関わりを持つようになったのは１９９５年１月。「鈴木・宮浦カップリング」
を開発した北大の宮浦憲夫教授に指導を仰いだのがきっかけだ。以後、鈴木名誉教授らと交流を重
ね実用化を達成した。今ではＴＦＴ（薄膜トランジスタ）向け液晶化合物（シングルコンパウンド）
を製造する上で「欠かせない存在となっている」。鈴木・宮浦カップリングの最大のメリットは、
高い選択率で、目的の化合物を得られることに尽きる。副反応を抑えられ、優れた液晶材料の提供
が可能になった。２０００年以降、液晶材料に対する要求が厳しくなってくるにともない、その実
力を大いに発揮。純度の高いポリフェノール誘導品などが造れるようになり「液晶事業は大きく飛
躍した」という。

6666 三甲三甲三甲三甲・・・・・・・・・・・・プラプラプラプラ製製製製ＩＢＣ　ＩＢＣ　ＩＢＣ　ＩＢＣ　リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル体制整備体制整備体制整備体制整備　　　　関西関西関西関西ににににメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス拠点拠点拠点拠点
　三甲はプラスチック製ＩＢＣ（中型容器）のリサイクル体制を整えた。要望に応じ使用済みの
ＩＢＣを回収、鉄枠やﾊﾟﾚｯﾄ等を再利用し、新品の容器本体をセットしてリユースＩＢＣとして販売
する。関西地区にメンテナンス拠点を確保し、既に月間数百基の実績を持つ。東日本地区にも拠点
を模索している。
　同社は独マウザー社からライセンスを受けてプラスチック製ＩＢＣ「サンバルク」（商品名）を
製造販売している。使用済みＩＢＣ回収・リサイクルはマウザーグループが世界展開するシステム
と連動する形で海外で回収を希望する顧客に対し、システムの概要や各国・地域の拠点連絡先など
が記されたステッカーを添付したサンバルクを販売する。
　三甲は国内の運送業者や処理業者と手を組み、容器に残液がなく汚染や破損がないものを条件に
回収・リサイクルを行う。回収しているのは海外からの輸入に使用された高密度ポリエチレン製
ブロー成形タイプと繰り返し用いられるステンレスタイプなどがある。使用済みプラスチックＩＢ
Ｃについては、これまで主に産業廃棄物として処理されてきた。

10101010 生物多様性条約生物多様性条約生物多様性条約生物多様性条約・・・・・・・・・・・・ＡＢＳＡＢＳＡＢＳＡＢＳ交渉正念場交渉正念場交渉正念場交渉正念場　　　　先進国先進国先進国先進国・・・・途上国途上国途上国途上国いぜんいぜんいぜんいぜん対立対立対立対立　　　　来週来週来週来週、、、、緊急追加会合緊急追加会合緊急追加会合緊急追加会合
　ＣＯＰ　ＣＯＰ　ＣＯＰ　ＣＯＰ１０１０１０１０移行移行移行移行もももも議論継続議論継続議論継続議論継続かかかか

　生物多様性条約の遺伝資源のアクセスと利益配分（ＡＢＳ）に関する国際交渉が正念場を迎えて
いる。当初は、１８日から名古屋市で開催されるＣＯＰ１０で、法的拘束力をもつ議定書の採択が
見込まれてきた。しかし、派生物の取り扱いや遡及適用など主要な論点で先進国と途上国の対立が
いぜん解消せず、交渉は膠着状態。９月にカナダ・モントリオールで行われた地域間交渉でも議定
書案はまとまらず、急遽、ＣＯＰ１０の直前１３～１５日に地域間交渉、１６日に作業部会を開き
打開策を探ることが決まった。ＡＢＳの検討作業は、ＣＯＰ１０で完了する予定だったが、ＣＯＰ
１０移行に持ち越される可能性も強まっている。


