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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）

　　　　１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（月月月月））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴのののの国内国内国内国内リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルにににに努力努力努力努力をををを

　ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会によると、２００９年度のＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレ
ート）ボトル回収率は７７．５％に達し、世界最高水準にある。しかし、国内でリサイクルされる
のは半分以下で、過半は輸出に向けられている。国内のリサイクル事業者はＰＥＴボトルの入札で
競り負けて必要量を確保できない。この結果、リサイクル事業から撤退に追い込まれるケースが相
次いだ。
　協議会では０９年ＰＥＴボトル販売量を５６．４万トンとして、市町村収集で２８．７万トン、
事業系ルートで１５万トン回収したと推計した。２年連続の７７％台になる。本来、市町村ルート
のＰＥＴボトルは容器包装リサイクル法（容リ法）によってリサイクルすることを想定していた。
しかし、経済成長が続く対中輸出が急増、０６年からは国内リサイクル業者は有償で落札して、
ＰＥＴボトルを確保せざるを得ない状況が続いた。ところが０８年秋の世界同時不況によって、
中国の生産活動に急ブレーキがかかり、国内にＰＥＴボトルが溢れることになった。０９年になる
と中国経済が回復してＰＥＴボトル輸出も大幅に伸びた。
　更に、中国でのベール状での輸入解禁が始まるとＰＥＴボトルの破砕が不要となり圧縮するだけ
で輸出が可能になり、対中輸出が加速することが予想される。
国内のリサイクル基盤に打撃を与えるという懸念が強い。一方でアルミ缶やスチール缶と同様に、
容リ法に基づくリサイクル義務の見直しを求める意見もある。
　ただ、０８年秋に発生した混乱を考えると、容リ法からの離脱には慎重であるべきだろう。
業界はこれまで以上に付加価値の高い再生品開発に取り組み、有償でも採算を確保できるリサイク
ル事業に向けた取り組みが重要になる。消費者のリサイクル商品を積極的に購入したいという要望
に応えて、安定した品質確保の努力に加え、リサイクル材を証明できるトレーサビリテイーなど、
行政も参画した制度設計も必要になろう。

2222 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・ＰＥ、ＰＰＰＥ、ＰＰＰＥ、ＰＰＰＥ、ＰＰをををを１５１５１５１５円以上値上円以上値上円以上値上円以上値上げげげげ
　住友化学は、２０１１年１月４日出荷分から、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）
を値上げする。上げ幅はともに、１キログラム当たり１５円以上。
　主原料のナフサ価格が上昇しており、足元の輸入品価格は１キロリットル当たり５万円を超える
水準となっている。

12121212 印印印印リライアンスリライアンスリライアンスリライアンス・・・・・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン１３６１３６１３６１３６万万万万トントントントン生産生産生産生産、、、、ジャムナガールジャムナガールジャムナガールジャムナガール酢酸酢酸酢酸酢酸などなどなどなど大型投資大型投資大型投資大型投資もももも
　印リライアンス・インダストリーは、グジャラート州ジャムナガール製油所の川下出計画する
石化コンプレックスの詳細計画をまとめた。製油所からオフガスを原料にエチレン年１３６万５０
００トン、プロピレン１５万トンを生産するほか誘導品ではモノエチレングリコール（ＭＥＧ）、
ポリエチレン（ＰＥ）、パラキシレン（ＰＸ）、ベンゼン、酢酸、酢酸誘導体などの大型設備を
計画しており、総投資額は３０億ドル程度に上る見通しで、２０１３年～１４年の稼働を目指し、
詳細計画を詰めていく。
　製油所からのオフガスを原料に合計１５０万トン以上のオレフィンを生産するケースは世界的に
も初めてとみられる。インドの石化市場は経済成長に沿って年率８％前後の高い成長が期待される
ため、数年後には需給バランスがタイト化し、国内生産の拡大が日強いうになるのは必至で、少な
くとも向こう１０年間は供給不足を輸入で補う構図が続きそうだ。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・自動車生産自動車生産自動車生産自動車生産、、、、年年年年１８００１８００１８００１８００万台万台万台万台へへへへ　　　　　　　　新新新新エネエネエネエネ車普及車普及車普及車普及にもにもにもにも注目注目注目注目
　中国の自動車生産が年間１８００万台を突破する見通しが強まっている。中国自動車工業協会が
まとめた１１月の生産・販売統計によると、１１月までの累計は生産台数が１６４０万台、販売
台数が１６３９万５０００台となった。いずれも前年同期比で約３４％増加した。１２月も堅調に
推移するとして、年間での１８００万台突破を確実視している。日本の生産台数は１０月までの
累計で約８００万台。中国の自動車産業は日本の２倍を超える勢いで拡大が続く。
　一方、北京市では２０１２年までに個人所有の新エネルギ―自動車を３万台に増やす計画。これ
に向け充電基盤の整備を図っていく。軽量化に貢献できる各種樹脂や、２次電池関連材料などの
需要にも広がりが見込まれる。

　　　　１２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（火火火火））））
1111 石油開発石油開発石油開発石油開発・・・・・・・・・・・・「「「「非在来型非在来型非在来型非在来型」」」」シフトシフトシフトシフトでででで研究開発投資研究開発投資研究開発投資研究開発投資がががが増大増大増大増大、、、、原油価格上昇原油価格上昇原油価格上昇原油価格上昇でででで採算性採算性採算性採算性をををを確保確保確保確保
　　　　国営系国営系国営系国営系がががが台頭台頭台頭台頭、、、、メジャーメジャーメジャーメジャー刺激刺激刺激刺激

　イージーオイルと呼ばれる在来型油田の減退にともなって、石油開発対象が大水深など非在来型
で開発が難しい油田へと急速に移行している。そうしたなか、石油開発における研究開発投資が
世界的に増大する傾向にあることが石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）の調査で
分かった。その裏には、ブラジルのペトロブラスや中国のペトロチャイナといった国営石油会社（
ＮＯＣ）の台頭と、それに対抗する石油メジャー（ＩＯＣ）の競争の激化もあるようだ。
　ＢＰ、シェブロン、エクソンモービル、シェル、トタルのＩＯＣ売上高トップ５の研究開発投資
の伸びは、２００３年から０９年の間で年平均９．８％に至った。開発対象は非在来型へのシフト
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である。イージーオイルが減少するとともに、油価が１バレル当たり７０～９０ドルという高水準
で推移し、深海から採掘した場合でも採算が取れる状況になっている。
　加えてＮＯＣが研究開発投資を大幅に増やしていることもＩＯＣを刺激している。ペトロチャイ
ナの０３年以降の研究開発投資は年３１％増やし、０９年にはＩＯＣ投資額トップのシェルを抜き
去り世界で最も研究開発投資額の大きい企業となった。今や単位生産量当たりの研究開発投資でも
トップにたっている。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・新新新新たなたなたなたな枠組枠組枠組枠組みみみみ構築主導権発揮構築主導権発揮構築主導権発揮構築主導権発揮をををを
　メキシコで開催されていた機構変動枠組み条約締結国会議（ＣＯＰ１６）は、開催地名を冠した
「カンクン合意」を採択して閉幕した。
　２０１３年以降の新たな国際枠組みの構築には至らなかったが、京都議定書の延長という日本に
とって最悪のシナリオは回避された。米中を含めた主要排出国が目標を掲げたコペンハーゲン合意
をベースとして次期枠組みを検討することが合意され、１年後に南アフリカ・ヨハネスブルクで
開催されるＣＯＰ１７に道をつなげた。
　日本政府は、会議冒頭で京都議定書の延長にはいかなる条件の下でも与しない姿勢を明確に示し
一貫してぶれなく正論を主張し続けた。今後の国際交渉ではさらなるリーダーシップを発揮するこ
とが求められる。
　わが国の中期目標については、国際的な公平性、実現可能性、国民負担の妥当性などの観点から
改めて国民的議論を行う必要があることも指摘しておきたい。

2222 プライムポリマープライムポリマープライムポリマープライムポリマー・・・・・・・・・・・・ＰＥ、ＰＰＰＥ、ＰＰＰＥ、ＰＰＰＥ、ＰＰ値上値上値上値上げげげげ
　プライムポリマーはポリオレフィン各製品の値上げを実施する。対象製品は高密度ポリエチレン
（ＨＤＰＥ）、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）の全製品。
値上げ幅は現行価格比で１キログラム当たり１５円で、１月２１日納入分から実施する。

3333 プライムポリマープライムポリマープライムポリマープライムポリマー・・・・・・・・・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰ産包材産包材産包材産包材、、、、アジアアジアアジアアジアでででで差別化品拡販差別化品拡販差別化品拡販差別化品拡販　　　　　　　　
　　　　電材電材電材電材・・・・医薬用医薬用医薬用医薬用などなどなどなど照準照準照準照準　　　　１５１５１５１５年度年度年度年度２０２０２０２０万万万万トントントントン目指目指目指目指すすすす

　プライムポリマーは、アジアでポリプロピレン（ＰＰ）の拡販戦略を推進する。既にグローバル
展開する自動車材料分野に続き、電子材料分野及び包装材料分野（産包材分野）でも、高付加化値
分野をターゲットにアジア市場の獲得を目指す。国内トップシェアの地位を生かし、国内ビジネス
モデルを水平展開して開発テーマを獲得する。メタロセンＰＰや高性能クリーンＰＰ等の開発商品
も投入し、２０１５年度にはアジア市場の産包材分野で年間２０万トン規模の市場獲得を目指す。

3333 東洋紡東洋紡東洋紡東洋紡・・・・・・・・・・・・植物由来植物由来植物由来植物由来ののののＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴフィルムフィルムフィルムフィルム開発開発開発開発、、、、石油系石油系石油系石油系とととと物性同等物性同等物性同等物性同等　　　　熱収縮品熱収縮品熱収縮品熱収縮品とととと２２２２軸延伸品軸延伸品軸延伸品軸延伸品
　東洋紡は植物由来のエチレングリコール（ＥＧ）を原料としたポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）フィルムを開発した。植物度は約３０％。熱収縮フィルムと２軸延伸フィルムをラインアッ
プ。品質・物性は石油系ＰＥＴフィルムと同等としている。バイオＰＥＴをフィルム用途で展開す
るのは国内初。既存市場代替を進めるほか、新たな用途開発も目指す。また原料の非可食化も積極
的に進めていく方針。

6666 ポリオレフィンアジアポリオレフィンアジアポリオレフィンアジアポリオレフィンアジアでででで軟化軟化軟化軟化・・・・・・・・・・・・ＬＬＤＰＥ　ＬＬＤＰＥ　ＬＬＤＰＥ　ＬＬＤＰＥ　１３００１３００１３００１３００ドルドルドルドル圏圏圏圏　ＬＤＰＥ　ＬＤＰＥ　ＬＤＰＥ　ＬＤＰＥははははタイトタイトタイトタイト感感感感
　ポリオレフィンのアジア市況は、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）を除く各樹脂が１１月下旬
から下げに転じた。中国の金融引き締めを警戒した買い控えや年末を迎えての在庫売りなどが影響
しており、１１月初旬に１トン当たり１４５０ドル（中国ＣＦＲ）を付けていた直鎖状低密度ポリ
エチレン（ＬＬＤＰＥ）は１３００ドル半ばまで下げた。タイト感の強いＬＤＰＥは１６５０ドル
前後まで上がった。
　尚、足元では国際原油市況は１バレル９０ドル前後で推移し、オレフィン（エチレン、プロピレ
ン）市況も上昇。また中国では１１月下旬から大手ポリオレフィンメーカーの定修が集中している
ほか、イラン制裁や一部プラントトラブルなどで中東品の流入も減っている。
　このため、ポリオレフィン市況は「下げ止まり感はある。まだ様子見段階だが、年明けにかけて
上げる可能性はある」（商社）との見方も出てきた。

10101010 イオンイオンイオンイオン　ＣＦＰ　ＣＦＰ　ＣＦＰ　ＣＦＰ付付付付ききききピーマンピーマンピーマンピーマン発売発売発売発売
　イオンは国内初のカーボンフットプリント（ＣＦＰ)付き野菜「トップバリュ　グリーンアイ　
宮崎県産ピーマン」の販売を開始した。イオンでは２００１年から「みやざきブランド推進本部」
（宮崎県とＪＡ宮崎経済連で構成）と協力し、環境保全に配慮して栽培したプライベートブランド
「トップバリューグリーンアイ」の生産を行ってきた。その一環として、宮崎県産ピーマンにＣＦ
Ｐを表示する取り組みを進め、野菜では国内では初めて表示が認められた。

11111111 ＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣ総会総会総会総会・・・・・・・・・・・・原油生産据原油生産据原油生産据原油生産据ええええ置置置置きききき



　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は１１日、エクアドルの首都キトで総会を開き、原油生産目標を
現行の日量２４８５万バレル（イラクを除く１１カ国）に据え置くことで合意した。
　米原油先物相場は今月に入り１バレル９０ドル近くまで上昇しているが、ＯＰＥＣは「来年の
石油需要の伸びが今年の水準を下回る公算が大きい」との予測等を踏まえ、需給バランスが取れて
いる現段階では生産目標を調整する必要はないと判断した。

12121212 中国石油大手中国石油大手中国石油大手中国石油大手・・・・・・・・・・・・海外権益確保海外権益確保海外権益確保海外権益確保にににに照準照準照準照準　　　　　　　　南米南米南米南米やややや豪州豪州豪州豪州でででで取取取取りりりり組組組組みみみみ
　中国の大手石油メーカーが海外資源の確保に向けた取り組みを加速している。中国石化（ＳＩＮ
ＯＰＥＣ）は米オキシデンタル・ペトロリアムから同社のアルゼンチン子会社を２４億５０００万
ドルで買収したほか、中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）は、オーストラリア・エクソマ・エナジーから
５０００万豪州ドルで同国の炭層メタン権益の５０％を取得する。

　　　　１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　世界の石油生産はいつ下降に向かうのか。今世紀に入ってからオイルピーク論が絶えない。国際
エネルギー機関（ＩＥＡ）はこのほど、在来型石油の生産量が「０６年にピークを迎えた可能性が
高い」との見方を示した▼ＩＥＡは「世界エネルギーアウトルック・２０１０年版」のなかで、
石油生産量は、１日６８００万～６９００万バレル前後で停滞する可能性が最も高く「０６年に
記録した史上最高の７０００万バレルに再び並ぶことはない」と今後２５年の見通しを明らかにし
ている▼もっとも、天然ガス液（ＮＧＬ）やオイルサンドなど含めた石油系燃料の総生産量につい
ては、３５年までに同約９９００万バレルに達する可能性が高いとしている▼さて現在、エネルギ
ー産業のホットな話題はシェールガス。地下約３０００メートルに眠る頁岩層の中にある天然ガス
のこと。かつてはコストと採掘難易度の問題から眠っていた資源だが、高圧水を注入するなどの新
技術が開発されたおかげで、最大の天然ガス輸入国になるとみられていた米国が、逆に１００年分
の国内需要を賄えるガス資源を獲得してしまうとう有様▼シェールガスが大量に埋蔵されているの
は、採掘で先行している米国、そして中国。エネルギー爆食型の両大国が自給国に転じれば、世界
で起こる摩擦も幾分か小さくなる。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１月月月月はははは６２６２６２６２万万万万５５００５５００５５００５５００トントントントン　　　　　　　　通年通年通年通年ではではではでは３３３３年年年年ぶりぶりぶりぶり７００７００７００７００万万万万トントントントン台台台台もももも
　経産省・化学課がまとめた１１月のエチレン生産速報は、前年同月比１．４％減、前月比２．６
％減の６２万５５００トンとなった。これにより１～１１月の累計生産量は６３６万６１００トン
となり、前年同月比１．９％上回った。１２月の生産量が３年振りに７００万トン台に回復する
可能性が出てきた。
　０９年が前半の稼働が低水準だったのに比べ、１０年は年を通じて高稼働を維持。定期修理の当
たり年で前年比約２０万トンほど実能力が低下したにもかかわらず、昨年よりも生産量が拡大する
のが確実となっている。国内経済が穏やかな回復をみせたのに加え、中国を中心としたアジア市場
がリーマンショック以前の需要水準に回復したためだ。

2222 東東東東ソーソーソーソー・・・・・・・・・・・・ＰＥＰＥＰＥＰＥをををを値上値上値上値上げげげげ　　　　来月来月来月来月２１２１２１２１日日日日からからからから
　東ソーは、ポリエチレン（ＰＥ）樹脂を来年１月２１日出荷分から値上げする。対象は低密度
ポリエチレン（ＬＤＰＥ）直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、エチレン酢酸ビニルコポリ
マー（ＥＶＡ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）など全製品で、値上げ幅は１キログラム当たり
１５円以上。原料ナフサ価格の高騰が理由。

10101010 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・ＶＯＣＶＯＣＶＯＣＶＯＣ排出排出排出排出インベントリーインベントリーインベントリーインベントリー、、、、化粧品化粧品化粧品化粧品などなどなどなど民生品民生品民生品民生品もももも対象対象対象対象にににに　　　　事業者事業者事業者事業者はははは新新新新たなたなたなたな対応必要対応必要対応必要対応必要にににに
　環境省は、化粧品や防虫剤、芳香・消臭剤等民生品から排出される揮発性有機化合物（ＶＯＣ）
を［ＶＯＣ排出インベントリー」の推計対象とする方針を固めた。
東京都が今年６月に行った民生品からのＶＯＣ排出推計値をもとに試算した結果、現在のインベン
トリーで推計対象としていない商品の使用による排出量が、全国で年間４万トンにもなることが
判明。このうち排出量が多いものをリストアップした。インベントリーはＶＯＣの発生源と排出量
を公表することで使用者を含めた自主的排出削減の取り組みを促すというもの。調節削減義務を課
すものではないが、事業者には新たな対応が求められることになる。

　　　　１２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（木木木木））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　コペンハーゲンのＣＯＰ１５に比べると、カンクンのＣＯＰ１６の報道は少なかった。このとこ
ろ温暖化問題への関心も低下しているようにみえるが、危機は着実に迫っていることも認識すべき
だ▼ところが、正確な情報は意外と少ない。民生分野から排出されるＣＯ２は増え続けており、
住宅も例外ではない。住宅で使う用途別エネルギー消費量は給湯で４０％、照明・家電で２５％
程度占めているが居住者は冷暖房に最も大量に使用していると思っている。▼集合住宅の共有部門
のデータは少ない。最近の調査で照明に６割、エレベーター、給水ポンプが続き、高層化するに
従い増加することが分かった▼民生では業務部門からのＣＯ２排出量も無視できなくなっている。
こちらはエネルギー消費原単位で比較することが合理的だが、トップ３は稼働時間の長い飲食店、
コンビニ、電算・情報センターが圧倒している。２４時間営業が当たり前のコンビニに対して、
食品スーパーは閉店時に冷凍・冷蔵ショーケースの冷気漏れカバーを使った省エネ対策が奏功して
いる▼各国首脳が参加するＣＯＰでは国益をバックにした議論が先行しがち。時には政治決断は
必要だが、精度の高いデータと科学的知見に基づく実効あるＣＯ２削減対策。これを忘れたら、
未来の地球への背信行為になる。

11111111 政府税調政府税調政府税調政府税調・・・・・・・・・・・・石化石化石化石化ナフサナフサナフサナフサ免税継続免税継続免税継続免税継続、、、、恒久化恒久化恒久化恒久化はははは見送見送見送見送りりりり　　　　　　　　環境税導入環境税導入環境税導入環境税導入もももも決定決定決定決定
　政府税制調査会は１５日の会合で、石油化学原料用ナフサの免税措置を２０１１年度も継続する



ことを正式に決定した。ただ、産業界が要求してきた免税措置の本則による恒久化は見送り、１２
年度税制改正のなかで改めて議論することになった。
　また、現行の石油石炭税にＣＯ２排出量に応じた税率を上乗せする「地球温暖化対策税（仮称）」
は１１年１０月から導入する。税率は原油および石油製品に１キロリットル当たり７６０円（現行
２０４０円）、ＬＮＧおよびＬＰＧ１トン７８０円（同１０８０円）、石炭１トン６７０円（同
７００円）。１５年３月までに経過措置を講じ、１５年４月に新税率に完全移行する。

11111111 京葉京葉京葉京葉エチレンエチレンエチレンエチレン　　　　きょうきょうきょうきょう再稼働再稼働再稼働再稼働
　京葉エチレンのスチームクラッカーが１３日から緊急停止していたことが分かった。原料コンプ
レッサーが油圧機構の不調にともない自動停止していたもので、調整を終え、きょう１６日から
再稼働する見込み。クラッカー停止に連動して生産を止めていたポリエチレン（ＰＥ）、芳香族、
石油樹脂設備も稼働を再開する。

　　　　１２１２１２１２月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金））））
1111 １１１１１１１１年度税制大綱閣議決定年度税制大綱閣議決定年度税制大綱閣議決定年度税制大綱閣議決定・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ免税恒久化継続検討免税恒久化継続検討免税恒久化継続検討免税恒久化継続検討

　政府は１６日午後の臨時閣議で２０１１年度税制大綱を決定した。法人税の実行税率を５％引き
下げるほか、中小企業の軽減税率を１８％から１５％に引き下げる。１０月から導入する「地球
温暖化対策税」（環境税）は石油石炭税を５年かけて３段階で引き上げ、上乗せ分を環境税と位置
づける。化石燃料の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量に応じて課税する。初年度は３５０億円、最終年
度で約２４００億円の税収を見込む。ソーダ業界の自家発電用石炭は、上乗せ税率の免税・還付措
置を創設する。ナフサなど原料用途免税の本則恒久化は、当初案には記載がなかったが、「１２年
度改正において引き続き検討する」との文言が盛り込まれた。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン稼働率稼働率稼働率稼働率９５９５９５９５％％％％・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１月主要石化製品生産実績月主要石化製品生産実績月主要石化製品生産実績月主要石化製品生産実績
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた２０１０年１１月の主要石油化学製品生産実績によると、
エチレン生産は前年同月比１．５％減の６２万５５００トンとなった。
稼働率試算は９４．８％と高水準を維持した。
これにより１～１１月の累計生産量は、前年同月比２．０％増の６３７万２６００トンとなった。

【１１月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【１１月の４大樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

2222 化学製品値上化学製品値上化学製品値上化学製品値上げげげげ
旭化成旭化成旭化成旭化成ケミカルズケミカルズケミカルズケミカルズ・・・・・・・・・・・・ＰＥ、ＰＯＭ　ＰＥ、ＰＯＭ　ＰＥ、ＰＯＭ　ＰＥ、ＰＯＭ　

ＰＥの対象商品は「サンテック－ＬＤ」「サンテック－ＨＤ」「サンテック－ＥＶＡ」「クレ
オレックス」で、値上げ幅は１５円以上、１月５日出荷分から実施する。
ＰＯＭ樹脂は「テナック」「テナック－Ｃ」の全グレードが対象で、値上げ幅は国内が２０円、
海外が１トン当たり２５０ドル、１２月２０日出荷分から実施する。

ダウダウダウダウ・・・・ケミカルズケミカルズケミカルズケミカルズ・・・・・・・・・・・・ＰＥＰＥＰＥＰＥをををを１５１５１５１５円円円円、、、、１１１１月月月月２０２０２０２０日納入分日納入分日納入分日納入分からからからから実施実施実施実施
サンアロマーサンアロマーサンアロマーサンアロマー・・・・・・・・・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰをををを１５１５１５１５円以上円以上円以上円以上、、、、１１１１月月月月１７１７１７１７日以降出荷分日以降出荷分日以降出荷分日以降出荷分からからからから実施実施実施実施

10101010 経団連経団連経団連経団連、、、、１５１５１５１５年度産業廃最終処分量年度産業廃最終処分量年度産業廃最終処分量年度産業廃最終処分量　　　　循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成へへへへ自主行動計画自主行動計画自主行動計画自主行動計画　　　　００００００００年度比年度比年度比年度比６５６５６５６５％％％％削減削減削減削減へへへへ
　日本経団連は、循環型社会形成に関する２０１１年度以降の環境自主行動計画を策定した。
産業界全体の目標と業種別独自目標により、積極的に３Ｒ（リデユース・リユース・リサイクル）
を推進する。産業界全体の目標としては、産業廃棄物の最終処分量を２０１５年度に００年度実績
の６５％程度削減する。政府目標（同６０％減）よりも高い水準を掲げた。新目標達成には政策的
支援が必要な為、政府に対して廃棄物処理法の見直しや運用改善を引き続き求めていく。
　これまで既に相当程度、最終処分量の削減を実現（０８年度＝９０年度比８９％減、００年度比
６５％減）しているため、現行の循環技術・法制度ではさらなる削減余地は少なく、限界に近付い
ている企業も多い。新目標達成には政策的支援が不可欠。今秋公表した「循環型社会のさらなる
進展に向けた提言」などでは、税制優遇や助成制度による技術開発、設備投資の促進、副産物の再
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資源化を促すための用途開発、受け入れ産業の支援、「自ら利用」を促進するための廃掃法におけ
る再生利用認定制度の拡充―などを求めている。
　産廃最終処分量の削減目標以外に、各業種の特性や事情等を踏まえた適切な目標がある場合は、
１５年度を目標年度（基準年度００年度）とする業種別独自目標を設定し、３Ｒの推進に取り組む。
　併せて、目標設定にあたっては定義などを分かりやすく説明することに努め、自主行動計画の
信頼性をこれまで以上に高める。

11111111 ナフサナフサナフサナフサ非課税恒久化求非課税恒久化求非課税恒久化求非課税恒久化求めたいめたいめたいめたい・・・・・・・・・・・・税制大綱税制大綱税制大綱税制大綱でででで石化協会長石化協会長石化協会長石化協会長コメントコメントコメントコメント
　石油化学工業協会の高橋恭平会長（昭和電工社長）は１６日、政府が来年度の税制大綱を閣議決
定したことについて、「当協会が要望していたナフサ等原料の非課税恒久化が認められず大変残念
だが、来年度に再度検討することが明記された為、２０１２年度税制改正での実施を強く求めたい。
法人税実効税率５％引き下げについては一部に不満があるが、石化産業の国際競争力確保の第一歩
として評価している。環境税導入は産業界として新たな負担となるが、他の温暖化対策施策との整
合性が確保されるようお願いしたい」とのコメントを発表した。


