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「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）

　　　　１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（火火火火））））
1111 石化製品石化製品石化製品石化製品・・・・・・・・・・・・　　　　アジアアジアアジアアジア市況上昇続市況上昇続市況上昇続市況上昇続くくくく、、、、原料高原料高原料高原料高　　　　需給需給需給需給もももも後押後押後押後押しししし

　アジアの石化製品市況が上昇を続けている。原油・ナフサ価格高騰が最大の要因だが、パラキシ
レン（ＰＸ）やベンゼンなど一部製品は需給バランスのタイト化も市況上昇を後押ししている。
　ただ、プロピレンやフェノールなど、この間の高騰が響いて下落に転じる製品も出始めており、
一部製品を除いてアジアの石化市況は全体的に上値が重い展開へ向かいそうだ。
　米国の金融緩和により余剰資金が原油先物に流入、原油価格を押し上げているとの見方が大勢。
ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミデイエート)原油は１バレル当たり９０ドル前後と昨年来
の最高値を更新し現在も高止まりしている。この為ナフサ価格は１トン当たり８８０ドル前後と
ジリ高を続けており石化市況高騰を後押ししている。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　産業分野での“韓国モデル”は、すっかり定着したように見える。戦略産業の絞り込みと果敢な
グローバル化を、国の持続的成長戦略に重ね合わせる▼サムスングループがこのほど発表した
投資計画は、４３兆ウオン強（約３兆円）。新規採用規模は２万５０００人。いずれも過去最大で
ある。同社幹部は、この投資・採用計画について「国の発展とサムスンの主力事業の競争力強化の
ため」と歯切れがいい▼ＬＧグループも強気だ。こちらも過去最大規模の２１兆ウオン（１兆６０
００億円）を投資する▼サムスンの躍進を主導する李健熙サムスン電子会長は新年祝賀会の席上で、
「次の１０年は、１００年をにらむ挑戦の時期」と檄を飛ばしたようだ。今サムスンを支えている
多くの事業と製品は１０年以内に消え、その空白を新しい事業で埋める必要があるとして、この
１０年をその準備のための“創造経営”にギアを切り替えるという▼この危機意識について、関係
者は成功モデルの賞味期限が短くなることを肌で感じ取っている、と読む。日本もこれまで蓄積し
てきた“財”を未来に生かす危機意識が不可欠だろう。

1111 超短波超短波超短波超短波
　◆・・・「今の経営ビジョンが木の根っこなら、次のビジョンはフルーツに相当する」と語るの
はトヨタ自動車の豊田章男社長。２０２０年の経営ビジョンは「次のトヨタのありたい姿」を表現
するという。リコール問題などで揺れた米国事業だが、「販売店とお客様のコミュニケーションを
強化した結果、信頼関係の低下を食い止める事が出来た」とひと安心。
　◆・・・今後は米国に限らず、各販売拠点で顧客との強力な信頼関係を構築する。新たな経営ビ
ジョンは今春公表する見通し。国内景気の行方については、「今は曇りだが、後半に向けて晴れる」
と断言。株価も「年後半に１万３０００円」と期待を込めて語る。ただ、為替相場は「日本のモノ
づくりが生き残るためには、１ドル９０円が最低限のライン」と現状の厳しさをにじませる。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・改正化審法改正化審法改正化審法改正化審法でででで重要性重要性重要性重要性をををを増増増増すすすす産官協力産官協力産官協力産官協力
　２００９年に改正された化学物質審査規制法（化審法）は、今年４月の本格施行に向け最終局面
を迎えている。改正化審法は世界の化学物質規制の潮流になっているリスクベースの規制に転換、
新規化学物質のみならず７３年の化審法施行前から製造・輸入されている既存化学物質も対象に広
げた。改正化審法のスムーズな施行には行政の適切な情報発信に加えて、化学物質を取扱う産業界
のサプライチエーンにおける情報共有がより重要になっている。
　本格施行を前に政府は約３万と想定される一般化学物質のスクリーニング評価を行い、環境中の
残留の程度からリスクが低いと言えない化学物質を優先評価物質に指定する作業が必要になる。
このスクリーニング評価の対象から外れるのは試験研究用、製造輸入量が年１トン以下の化学物質
のほか、評価が必要ないとして国が指定した現行法の「白公示物質」、他の法律で規制されている
ガソリンなど石油製品が想定される。焦点になっているのは高分子化合物の取り扱いで、政府は近
く届け出に関する最終的な判断基準を示す。
　リスク評価は国の責任で進められるが、そのための情報提供は事業者が行う。スクリーニング
評価に必要な情報は、製造・輸入数量、用途別出荷量のみだが、優先評価化学物質を対象にした
リスク評価（１次）では新たに都道府県ごとの用途別出荷量が必要になり、さらに有害性などの
追加情報も要求される。リスク評価は２段階で行うが、２次評価では長期毒性に関する情報も追加
して製造・輸入数量の届け出や事業者間の情報伝達義務などが課せられる第２種特定化学物質が
決まる。
　この際、化学物質の取り扱いを熟知している産業界の提案も汲み上げ、産官協力による的確な
運用をすすめるべきである。

10101010 経産相来年度予算経産相来年度予算経産相来年度予算経産相来年度予算・・・・・・・・・・・・省省省省エネエネエネエネ対策対策対策対策にににに７００７００７００７００億円億円億円億円、、、、設備設備設備設備・・・・機器導入機器導入機器導入機器導入をををを重点支援重点支援重点支援重点支援
　　　　次世代次世代次世代次世代ヒートポンプヒートポンプヒートポンプヒートポンプなどなどなどなど革新技術革新技術革新技術革新技術かいはつもかいはつもかいはつもかいはつも推進推進推進推進

　経済産業省は、来年度予算で省エネルギー対策を拡充する。今年度当初予算に比べ２２０億円を
増額し６９４．５億円を振り向ける。中小企業やエネルギー多消費企業を中心に産業部門の省エネ
投資を重点支援するとともに、エネルギー消費の増加が続く民生部門や運輸部門では省エネ設備・
機器の導入を促進する。次世代ヒートポンプシステム実用化など革新的な省エネ技術の開発に取り
組む。

平成23年1月14日



　　　　１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（水水水水））））
1111 使用量低減使用量低減使用量低減使用量低減ややややリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、レアアースレアアースレアアースレアアース利用産業利用産業利用産業利用産業をををを支援支援支援支援・・・・・・・・経産省経産省経産省経産省　　　　設備投資設備投資設備投資設備投資にににに補助金補助金補助金補助金４２０４２０４２０４２０億円億円億円億円

　経産省は、自動車要排ガス触媒材料やハードデイスク用ガラス基板研磨剤などレアアース（希土
類）を利用する産業の設備投資を支援する。今年度補正予算で実施するレアアース総合対策の一環
だが、レアメタル３１鉱種を対象とする。レアアースなどの使用量低減やリサイクルにつながる
設備の導入に対し、３分の１～２分の１を補助し有効活用を促す。材料メーカーや部品メーカー等
１次・２次ユーザーを支援する初の取り組みで、補助金の総額は４２０億円。今月末まで公募し、
来月末に交付先を決定する。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・世界世界世界世界のののの低所得市場開拓低所得市場開拓低所得市場開拓低所得市場開拓にににに積極挑戦積極挑戦積極挑戦積極挑戦をををを
　国内市場に大きな成長が見込めない以上、日本企業の成長戦略は海外を強化することになる。
中国はグローバル展開で最重視されるが、尖閣諸島問題などを契機に「中国リスク」も認識されて
いる。このため、ＡＳＥＡＮ諸国並びにインドを視野に入れた海外展開が検討されるなかで、「ネ
クスト・ボリュームゾーン」と呼ばれる発展途上国の低所得層市場を開拓する取り組みが動き出し
ている。
　１人当たりの年間所得が３０００ドルを超えると、有力なマーケットとして販売競争も激化する。
現在、世界の有力企業が注目しているのは３０００ドル未満の層で、世界人口の７２％を占め、約
４０億人が該当する。ピラミッドの底辺部門と見立てて「ＢＯＰ」と呼ばれており、ＢＲＩＣSの
中核を占める中国やインドのほか、インドネシアなどＡＳＥＡＮ、南アジア、アフリカなどに広が
っている。ＢＯＰビジネスは食品、トイレタリー製品などの消費財のほか、携帯電話など情報通信
機器も成長している。住友化学のマラリア予防殺虫剤を練り込んだ蚊帳「オリセットネット」は、
代表的な成功例になっている。現地の事情を知らずトップダウン型の事業戦略による失敗例も多い。
　各国政府や国際機関は、企業とのパートナーシップを生かすＰＰＰ(官民連携）型で途上国支援に
軸足を移している。現地事情を熟知したＮＰＯも増えている。また、貧困層に短期・小口・無担保
ローンで起業資金を提供するマイクロファイナンスも普及してきた。日本のＢＯＰビジネスが、欧
米の後塵を拝しているのは、政府支援の遅れが一因になっており、政策の見直しも並行して進める
必要がある。

6666 住化住化住化住化ロジステイクス フレキシブルコンテナバッグロジステイクス フレキシブルコンテナバッグロジステイクス フレキシブルコンテナバッグロジステイクス フレキシブルコンテナバッグ住化住化住化住化・・・・千葉千葉千葉千葉でででで洗浄能力洗浄能力洗浄能力洗浄能力５５５５割増集中処理割増集中処理割増集中処理割増集中処理でででで効率化効率化効率化効率化
　住化ロジステイクス(本社/千葉県市原市、小林晃社長）は、住友化学/千葉工場内にフレキシブル
コンテナバッグの洗浄ラインを新たに構築、従来装置に比べ処理能力を５割増とする。 昨年末に
着工、今年１１月には寛政させる予定。これまで使用済フレキシブルコンテナバッグは千葉工場内
の設備で洗浄、更に近隣の事業者に委託し、再利用してきた。しかし、同工場内の扱い量の拡大や
旧来設備の老朽化などを考え合わせ、リプレースによる能力増強を決めた。同社では物流の効率化
を最大のテーマにしており、この洗浄工程でも総トータルのコスト低減を図っていく。
　計画によると、新設備の洗浄能力は１時間当たり１８０袋で、実際の処理数では月間３万袋程度
が可能と見込んでいる。今年からサウジアラビアからの製品輸入も本格化する見通しとなっている。

10101010 環境省首脳環境省首脳環境省首脳環境省首脳にににに聞聞聞聞くくくく・・・・・・・・南川南川南川南川　　　　秀樹秀樹秀樹秀樹　　　　事務次官事務次官事務次官事務次官、、、、内外内外内外内外でででで情報発信強化情報発信強化情報発信強化情報発信強化、、、、低炭素社会等低炭素社会等低炭素社会等低炭素社会等３３３３本柱本柱本柱本柱はははは不変不変不変不変
　今月７日付けで環境省首脳人事が発令された。地球温暖化対策をめぐる国際交渉の進展、循環型
社会の構築など同省が牽引すべき課題は多い。新首脳に今後の重点課題、抱負を聞いた。
　名古屋のＣＯＰ１０とカンクンでのＣＯＰ１６は所期の成果を収められた。交渉に当たり、国内
の議論を各省縦割りにしないことを念頭に置き、そのためのミーテイングも重ね、オールジャパン
として１つになったことがよかった。これからも国際的な折衝はもとより、国内でも一体感を持っ
て仕事をしていきたい。　
　環境省が２～３年前から打ち出している低炭素社会、自然共生社会、循環型社会の３つの社会作
りをしながら持続可能な開発を進めていこうという政策については、変えることは全く考えていな
い。よほどの情勢変化がない限り、２０５０年まで日本の環境行政はこの３本柱で進めていく。
そのことを明確にしたうえで、個別の施策はその時代の技術レベルや経済社会状況を踏まえて臨機
応変に動かしていくことが大事だ。
　環境省は国民・企業の皆様に規制や誘導など様々な形での協力をお願いしているが、その内容を
国内的にも国際的にも、もっと情報発信する必要性を痛感している。
　カンクンや名古屋の会議前にもアフリカ、カリブ海の島などで各国関係者と議論したが、日本の
ことがよく知られていない。ただ、ＣＯＰ１６で日本の主張に耳を傾けてもらえたのは、ＣＯＰ
１０をまとめ上げたことが評価された結果でもある。今後も日本が行っていることを説明し、相手
国、特に発展途上国が日本に何を期待しているのかをしっかり把握したい。国内的には今年２月か
ら３月にかけて、ＣＯＰ１０、ＣＯＰ１６の会議内容とこれからの環境政策の方針について、広く
全国行脚をし、国民の方々と意見交換する機会を持とうと考えている。
　私の性格はサッカーでいうと典型的なフォワード。勿論、静と動の使い分けはするが、じっくり
座って指示を出すタイプではないので、必要な時は自分がどんどん出ていってニーズを把握する。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０年貿易額年貿易額年貿易額年貿易額３５３５３５３５％％％％増増増増にににに、、、、プラプラプラプラ製品輸出製品輸出製品輸出製品輸出はははは１３１３１３１３％％％％伸長伸長伸長伸長
　２０１０年の中国の貿易額は前年比３４．７％増の２兆９７２８億ドルとなった。中国海関のま
とめによると、輸出額は同３８．７％増の１兆３９４８億ドル、輸入額は同３１．３％増の１兆
５７７９億ドルで、貿易黒字は同６．４％減小し、１８３１億ドルだった。
　日本との貿易額は２９７８億ドルで、前年比３０％増、ＡＳＥＡＮとは同３７％増の２９２８億
ドルで、日中貿易に迫る勢い。インド、ブラジル、ロシアとの貿易額は、いずれも４０％を超える
伸びを示している。
　輸入では、原油が前年比１７．５％増の２億３９３１万トン、合成樹脂が同０．４％増の２３９
１万トン。輸出は、プラスチック製品が同１３．２％増の７４２万７０００トン、ＩＣが同４６．
９％増の８３１万５０００個となっている。また、輸出額では衣類が同２０．９％増、靴類が同
２７．１％増、家具およびぶひんが同３３．７％増などと高い伸びを示した。



　　　　１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（木木木木））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　昨年末、化学業界を震撼させたナフサ課税問題。▼業界は防衛に奔走して、どうにか課税を免れ
た。免税恒久化に向けた税制改正は、２０１２年度に再挑戦ということに先送りされた▼ところが、
経産省は税制改正大綱に「恒久化や本則化の取り扱いは１２年度改正において引き続き検討する」
という文言を盛り込んだことで“一歩前進”と評価する。確かに大綱最終原案にはなかった表現で、
省を挙げての巻き返しの成果であることは間違いないが、業界との温度差は大きい▼恒久化には、
財務省の壁に加えて、混乱を続ける民主党政権が不安材料になりそう。１１年度予算は何とか成立
しても、年末の税制改正まで政権は果たして持つのかという疑問がもたげる。

2222 住商総研住商総研住商総研住商総研がががが１１１１１１１１年見通年見通年見通年見通しししし・・・・・・・・・・・・世界経済世界経済世界経済世界経済、、、、踊踊踊踊りりりり場脱場脱場脱場脱しししし再加速再加速再加速再加速、、、、日本日本日本日本はははは輸出輸出輸出輸出がががが増勢増勢増勢増勢にににに
　住商総研が２０１１年の経済見通しをまとめた。世界経済は踊り場を脱し再加速する。また日本
経済は前年度１．２％増と２年連続で実質実質ＧＤＰが成長。特に輸出は、中国向けの持ち直しや
アジアでのＩＴ関連の在庫調整一巡で、足元の弱含みから増勢に転じる。
　世界経済は１０年後半の一次的な踊り場を脱し４％台で自立的な成長力を増していく。しかし、
先進国で緊縮財政が景気加速を阻害し、低成長に悩む先進国と景気過熱を警戒する新興国という
構図がそのまま残る。リスク要因は先進国での金融緩和の副作用として金利上昇、新興国における
引き締めの行き過ぎが懸念される。各国の為替介入競争の動きなどもリスクであり続ける。
　一方、日本経済は年の後半に向けて自立的回復に向けた動きを強めていく。１０年度の１．２％
増からは鈍化するが、１．２％実質ＧＤＰが成長する。個人消費の増勢は鈍るが、住宅投資は７年
ぶりに増加、設備投資も企業業績の回復を背景に幅広い業種で持ち直して、自律回復を下支えする。
　日本経済のリスクでは、新興国経済の失速、先進国の金融緩和の長期化による資源価格の上昇加
速、円高のさらなる進行、財政再建の停滞を要因とした長期金利の上昇などを上げている。

3333 １１１１１１１１月出荷月出荷月出荷月出荷、ＯＰＰ、ＯＰＰ、ＯＰＰ、ＯＰＰ・・・・ＣＰＰＣＰＰＣＰＰＣＰＰともともともともプラスプラスプラスプラス
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた２０１０年１１月の出荷実績は、２軸延伸ポリプ
ロピレン（ＯＰＰ）フィルムの合計出荷が前年同月比３．４％増の２万１２６８トン、無延伸ポリ
プロピレン（ＣＰＰ）フィルムの合計出荷が同４．２％増の１万４６５４トンといずれもプラスに
転じた。年央から漸増傾向にあった主力の食品向けが増加したことが背景。

【１１月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

10101010 環境省首脳環境省首脳環境省首脳環境省首脳にににに聞聞聞聞くくくく・・・・・・・・・・・・寺田寺田寺田寺田　　　　達志達志達志達志　　　　地球環境審議官地球環境審議官地球環境審議官地球環境審議官、ＣＯＰ、ＣＯＰ、ＣＯＰ、ＣＯＰ１７１７１７１７へへへへ詳細詰詳細詰詳細詰詳細詰めめめめ
　　　　国際社会国際社会国際社会国際社会がががが納得納得納得納得するするするする提案提案提案提案をををを

　昨年のＣＯＰ１６は、公平で実効的な枠組みを目指すことが合意され、多くの人の期待値よりも
はるかに前進が得られた。その意味では成功だったが、ＣＯＰ１７はそう甘くはない。
　ＣＯＰ１７では日本が目指す「すべての主要排出国が参加する公平で実効的な新たな枠組み」を
求めていく。交渉そのものが難しいことに加え、２０１２年には米国、ロシア、中国など多くの主
要排出国で首脳交代が予定されている。こうした状況の中ではインターナショナルなマインドより
もナショナリステイックなマインドが強くなり、交渉はどうしても自国利益を頭に入れたものにな
りがちだ。日本の立場を主張し、日本が不利にならない状況を作り出すには、相当の努力が要る。
　先進国はもとより、途上国とも議論をしながら練り上げていく作業を、今年の前半までに終えな
いとＣＯＰ１７は非常に厳しいものになる。次の枠組みとの間にギャップを生じさせないためには、
今年が最後の年だ。最大限の努力が求められる。
　生物多様性条約に於いては、ＣＯＰ１１までの約２年間、日本が議長国である。日本の立場を超
え「地球全体の議長」であらねばと思っている。
　また、これから力を入れたいのが情報発信。日本の立場や意見を外に向かって発信していくこと
も重要だが、国際的な流れや常識・論理などを国民にわかってもらうことも同じように大事なこと
だ。

10101010 近藤環境省副大臣近藤環境省副大臣近藤環境省副大臣近藤環境省副大臣・・・・・・・・・・・・ＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰ１７１７１７１７へへへへ中国中国中国中国とととと協力確認協力確認協力確認協力確認
　訪中している環境省の近藤昭一副大臣は１１日夜、中国で気候変動問題を担当する解振華・国家
発展改革委員会副主任（閣僚級）と会談し、南アフリカで今年開かれるＣＯＰ１７に向けて日中が
意思疎通を保ち、協力していくことを確認した。
　会談では日中双方の温暖化対策についても意見交換。解副主任は、今年から始まる第１２次５カ
年計画で、省エネや排出削減の目標を掲げ取り組んでいく方針を示した。

10101010 世界初世界初世界初世界初ののののスコープスコープスコープスコープ３３３３向向向向けけけけ・・・・・・・・・・・・トーマツトーマツトーマツトーマツ審査評価機構審査評価機構審査評価機構審査評価機構、、、、格付格付格付格付けけけけサービスサービスサービスサービス開始開始開始開始
　トーマツ審査評価機構は、１２日から世界初となるスコープ３格付けサービスを開始した。
企業の依頼を受け、サプライチェーンにおけるＣＯ２排出と削減の取り組みを格付けするもの。
格付けの家庭や結果の透明性を確保するため、同社ウエブサイトに格付け規準などを公開した。
格付けの結果はスコープ３第三者格付け報告書として発行。企業のＣＯ２排出状況の確認や環境
報告書などの情報開示に活用できる。
　スコープ３は、ＧＨＧプロトコルイニシアチブの定めた事業者排出量算定報告基準のうち、自社
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の活動（スコープ１）と電力などのエネルギー（スコープ２）を除いた川上、川下のサプライチェ
ーンが対象。今春にも新たなスコープ３スタンダードが発行される。

10101010 三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル・・・・事業別環境負荷評価事業別環境負荷評価事業別環境負荷評価事業別環境負荷評価、ＫＡＩＴＥＫＩ、ＫＡＩＴＥＫＩ、ＫＡＩＴＥＫＩ、ＫＡＩＴＥＫＩ指標達成指標達成指標達成指標達成へへへへＬＩＭＥＬＩＭＥＬＩＭＥＬＩＭＥ導入導入導入導入、、、、年年年年２２２２回回回回チェックチェックチェックチェック
　三菱ケミカルホールデイングス（ＭＣＨＣ）は、事業ごとの環境負荷を定量化する。“ＫＡＩＴ
ＥＫＩ経営”の一環として取り組むもので、「被害算定型環境影響評価手法」（ＬＩＭＥ）を導入
して評価する。すでに事業会社単位での評価を行っている。評価に基づき、来年度から始まる中期
経営計画における個別の環境負荷低減テーマを定める。環境負荷は年２回チェックし、新中計の
経営指標「ＫＡＩＴＥＫＩ指標」で掲げる環境負荷低減目標の達成を図る。

10101010 エコマークアワードエコマークアワードエコマークアワードエコマークアワード、、、、金賞金賞金賞金賞ににににエフピコエフピコエフピコエフピコ・・・・・・・・・・・・環境協会環境協会環境協会環境協会「「「「トレートレートレートレーｔｏｔｏｔｏｔｏトレートレートレートレー」」」」
　財団法人・日本環境協会（森嶌昭夫理事長）は、エコマークとして初の表彰制度となる「エコマ
ークアワード２０１０」の受賞者を決定、エフピコの「トレーｔｏトレーのリサイクル」が金賞を
受賞した。
　エコマークアワードは、エコマーク商品をはじめとする環境配慮型商品の製造・販売、普及啓発
を通じて、消費者の環境を意識した商品選択や持続可能な社会形成に向けて積極的に活動している
企業や団体の特に優れた取り組みを表彰する制度。

12121212 ０９０９０９０９年年年年のののの中国中国中国中国ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ９９９９．．．．２２２２％％％％増増増増にににに上方修正上方修正上方修正上方修正、、、、日本日本日本日本はははは辛辛辛辛うじてうじてうじてうじて世界世界世界世界２２２２位位位位
　中国国家統計局はこのほど、２００９年の国内総生産（ＧＤＰ）統計（確報値）を発表し、物価
変動の影響を除いた実質ＧＤＰ伸び率を前年比９．２％と、改定値の９．１％から０．１ポイント
上方修正した。
　国際比較に用いられる名目ＧＤＰは３４兆９０３億元（約４兆９９０５億ドル）と、改定値から
３９６億元上方修正された。
　０９年の日本の名目ＧＤＰは４７０兆９３６７億円（約５兆３３０億ドル）。日本が辛うじて
世界２位の地位を保ったものの、差は一段と縮まった。日本の内閣府によると、１０年１～９月の
ＧＤＰは、日本が３兆９５９４億ドルと、中国の３兆９４６８億ドルを僅かに上回っている。

　　　　１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（金金金金））））
2222 出光興産出光興産出光興産出光興産・・・・・・・・石油製品石油製品石油製品石油製品トレーデイングトレーデイングトレーデイングトレーデイング強化強化強化強化　　　　需給需給需給需給ギャップギャップギャップギャップ対応対応対応対応、、、、環太平洋域軸環太平洋域軸環太平洋域軸環太平洋域軸にににに展開展開展開展開

　出光興産は、石油製品のトレーデイング機能を強化する。石油業界が本格的な過剰能力削減に
向かうなか、将来的な石油製品ごとの需給ギャップに対応できる体制を整えていく。
　従来、製油所の稼働調整の一環として輸出が中心だったトレーデイングを独立した事業に発展さ
せる構想で、環太平洋地域を舞台に展開していく。

11111111 世銀見通世銀見通世銀見通世銀見通しししし・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本のののの１１１１１１１１年成長率年成長率年成長率年成長率１１１１．．．．８８８８％、％、％、％、世界世界世界世界はははは３３３３．．．．３３３３％％％％
　世界銀行は１２日、最新の「世界経済展望」を発表し、２０１１年の日本経済の成長率見通しを
１．８％とした。昨年６月の前回予想から０．３ポイント下方修正した。１０年は４．４％と前回
予想（２．５％）から大幅に上方改定されたが、第４四半期（１０－１２月期）に鈍化。１１年
第１四半期（１－３月期）には輸出主導で息を吹き返すものの、総じて「緩慢な伸びにとどまる」
とされている。１２年についても２．０％と０．２ポイント下方修正された。
　世界経済全体の成長率見通しについては、１１年は３．３％と前回予想を据え置き。１２年は
３．６％と０．１ポイント上方修正された。中国やインドを含めた開発途上国が牽引し「世界経済
は危機後の立ち直り段階から、緩やかだが確かな成長に移行しつつある」と分析。途上国の大半は
危機前の水準を回復するとしている。一方、欧米など高所得国の金融部門は引き続きリスクを抱え
ていると指摘。また、懸念される世界的な食料価格の上昇に関し「ドル安により、多くの国で実質
的価格はドル建ての国際価格ほどには上昇していない」とする一方、最近の急激な上昇が貧困国を
中心に家計を圧迫していると警告した。

12121212 ベトナムベトナムベトナムベトナム　　　　ズンクアットズンクアットズンクアットズンクアット製油所製油所製油所製油所がががが落成式落成式落成式落成式・・・・・・・・・・・・能力増強能力増強能力増強能力増強へへへへ株式株式株式株式４９４９４９４９％％％％売却売却売却売却もももも
　ベトナム初の製油所であるズンクアット製油所はグエン・タン・ズン首相を招き、稼働開始から
約２年を経てこのほど落成式を開催した。国営石油ガス会社ペトロベトナムのデイン・ラ・タン
会長などによると、日量２０万バレルへの増強資金獲得のため株式の４９％を売却する計画で、
ＪＸ日鉱日石エネルギーやベネズエラ国営石油会社などが候補に挙がっている。
　今年の売上高は７７兆ドン（約３０００億円）、純利益５５００億ドン（約２０億円）を見込む
など、安定した稼働をテコに収益基盤を強固にしていく戦略だ。


