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松井

「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）

　　　　２２２２月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（月月月月））））
1111 化学企業化学企業化学企業化学企業　　　　業績改善急業績改善急業績改善急業績改善急ピッチピッチピッチピッチ・・・・・・・・・・・・総合大手総合大手総合大手総合大手、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益がががが大幅増大幅増大幅増大幅増　　　　４４４４－－－－１２１２１２１２月期月期月期月期

　総合化学大手の業績回復が急ピッチで進んできた。このほど出そろった２０１１年１－１２月期
決算では、いずれも前年同期比で大幅な営業増益を実現した。通期業績見込みに対する進捗率も総
じて高い水準になっており、現時点では業績予想の修正は旭化成１社のみだが、さらに数社が予想
を上回る通期業績を上げる可能性が大きい。汎用分野の活況に加え電子材料や医薬品分野の好調が
業績を押し上げる要因となっている。原料動向をはじめとして不透明観が高まる中、このまま来期
以降も右肩上がりの成長を確保できるかが次の焦点となりそうだ。

【化学総合大手の１１年３月期業績予想】（単位：億円、上段は１１年３月期予想　下段は１０年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月期実績）
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＊昭和電工は１２月期決算

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　新日本製鉄と住友金属工業が経営統合で合意した。かねてより提携関係にあった両社の合併に違
和感はない。２０１０年の粗鋼生産実績ベースでは、アルセロール・ミッタルに次ぎ世界第２位に
なる。順調に進めばそれが来年１０月に誕生する▼鉄鋼業界では、０２年に川崎製鉄とＮＫＫが
統合してＪＦＥホールデイングスが発足して以来の大型再編だ。当時、このＪＦＥと新日鉄、韓国
ポスコがアジア３強を形成した。いまは世界のベスト１０の半数が中国勢。世界生産量は９億トン
から１４億トンに膨れた▼新日鉄と住金は、世界的な市場動向を意識して決断した。３日の会見で
も宗岡、友野両社長が異口同音にその点を強調していた。公正取引委員会の判断が注目されるが、
世界的な競争状況を考慮するのが最近の流れ。認めない事にはなるまい▼経産省が昨年まとめた
産業構造ビジョンは、同業種に企業数が多すぎることが日本企業の競争力低下の要因と分析、業界
再編の必要性を指摘している。「国内予選で疲弊するから世界大会で勝てない」構図である▼海江
田万里経産相は、両社の統合合意を「先駆的事例になるものと高く評価」し、同様の動きが広がる
ことへの期待感をにじませた。プレイヤーが多すぎるにはいずこも同じ。化学業界でも言われ続け
ていることだ。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・実効性実効性実効性実効性がががが必要必要必要必要なななな中国中国中国中国のののの模倣品対策模倣品対策模倣品対策模倣品対策
　中国における模倣品や海賊版の横行による被害が問題になって久しい。日本政府は官民で構成す
る「日中知的財産権ワーキンググループ（ＷＧ）を設置、中国側に被害実態の把握や拡大防止策に
向けた取り組みを要請している。特許庁幹部によると「中国政府は意識や制度の改善に前向きに
取り組んでいるが、なかなか地方まで浸透していない」と、現状を指摘している。模倣品問題は
日本でも発生しているが、中国では知的財産権に関する認識が浅く、深刻な被害も起こっている。
化粧品や医薬品などで比較的高価格の最終消費財では、パッケージを本物そっくりに作って、中身
の成分は全く違う商品も売られ、消費者の安全を損なうような危険も指摘されている。
模倣品対策を求める圧力は米国などからも受けており、商務部、国家工商行政管理総局など政府
機関は改善に向けた取り組みを進めている。ただ、中国は著作権や商標権などを扱う機関が各地に
部局を抱え、罰を与える行政規制を担当する一方、公安および税関が刑事罰による規制を行う二層
構造になっている。
　このため、悪質な模倣品を発見しても、営業停止や軽い罰金刑になるケースも多く、再犯防止に
つながらない。日本政府は模倣業者の再犯行為、商標の不正出願防止に加えて、このところ被害の
増えているネット上の模倣品・海賊版の取り締まり強化も指摘している。
　世界から信頼される大国としての責任を果たすためには国際ルールに基づく法令順守の徹底が
必要だ。

2222 ４４４４－－－－１２１２１２１２月期決算月期決算月期決算月期決算
　　　　三井化学三井化学三井化学三井化学、、、、営業益営業益営業益営業益をををを４１８４１８４１８４１８億円改善億円改善億円改善億円改善

-3806,782
320

-50
8,250

昭和電工
-223

140

101 69
285 170
189 82

-131 -280
260 110

570
564 253
290 240

1,140

1,960 750
590 128
620 100
350 147

275
400

290
130
360

1,200
576
350
-95

旭化成

三井化学

東ソー

宇部興産
5,495

16,209
16,030
14,336
14,000
12,077
6,800
6,287
6,130

平成23年2月10日

売上高① 営業利益 経常利益② 純利益 ②/①％
2,030

663

住友化学
19,500

三菱ケミカル
31,900
25,151

720
515



　三井化学の２０１０年４－１２月期決算は、石化・基礎化学品のスプレッド改善などにより、
営業利益２６９億円（前年同期は１４９億円の赤字）を確保した。売上高は１兆２０５億円
（１８．１％増）、経常利益２４４億円（同１８４億円の赤字）、純利益２１０億円（同３２５億
円の赤字）。通期業績予想は、原料価格上昇にともなう製品価格改定により売上高を６００億円
上方修正した。

　　　　旭化成旭化成旭化成旭化成、、、、化学化学化学化学、、、、住宅等伸長住宅等伸長住宅等伸長住宅等伸長しししし増収増益増収増益増収増益増収増益
　旭化成の２０１０年４－１２月期決算は、ケミカル、住宅、エレクトロニクス事業の好調により
最終利益を２．４倍に増やして５０３億円を確保した。
売上高は１兆１５８７億円で１３．３％増。通期業績予想は売上高、純利益を下方修正、営業利益、
経常利益を情報修正した。

10101010 環境省環境省環境省環境省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・京都議定書達成計画京都議定書達成計画京都議定書達成計画京都議定書達成計画、、、、１１１１１１１１年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案５５５５．．．．８８８８％％％％減減減減
　　　　京都京都京都京都メカニズムクレジットメカニズムクレジットメカニズムクレジットメカニズムクレジット　　　　取得費減額取得費減額取得費減額取得費減額などでなどでなどでなどで

　２０１１年度政府予算案の内、京都議定書目標達成計画関係予算は、関係１１府省で総額１兆
６３７億円、今年度当初予算比で５．８％の減額となった。京都メカニズムクレジットの取得が順
調に進み、取得額が約２６５億円減額されたこと、公共事業関係予算の削減などが要因。環境省が
集計した。

　　　　２２２２月月月月８８８８日日日日（（（（火火火火））））
6666 特集特集特集特集『『『『食食食食とととと化学化学化学化学』　』　』　』　健康健康健康健康でででで豊豊豊豊かなかなかなかな食生活食生活食生活食生活　　　　化学化学化学化学がががが支支支支えるえるえるえる・・・・・・・・・・・・食品添加物食品添加物食品添加物食品添加物・・・・包装材料包装材料包装材料包装材料・・・・農業資材農業資材農業資材農業資材
　　　　安全性安全性安全性安全性をををを第一第一第一第一にににに　　　　安定供給安定供給安定供給安定供給にににに大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割

　化学は、衣食住あらゆる生活場面に深くかかわっている。食生活を支える役割では、農薬、肥料
による安定的な食料生産、添加物、包装資材による加工・流通・保存上の品質確保、食生活の多彩
な演出など今後も変わることはない。加えて消費者の健康志向の高まりを背景に、機能性食品、
保健機能食品も国内で普及している。これら食に関わる化学製品については、安全性を第一条件に
品質や機能を追求する動きが、ますます高まってきた。
　そのなかで関連する国内化学メーカーでは、短期的には近隣アジア地域の生活水準向上、中期的
には国内人口減少や高齢化の流れを見据えた事業展開も求められている。

　生活場面におけるあらゆる化学物質は、何らかのリスクや不便を回避するために使われている。
ただ近年、加工食品に絡む偽装や有害物の混入が相次ぎ発覚したことや、食育のブーム化等を契機
に食を支えている化学製品に対する偏った見方もいまだ多くなされている。
　このため①これら化学製品を排除することによって生じるコスト②同じく多様なリスクとのトレ
ードオフ③流通・技術の進捗や政策転換に伴う「安全性」そのものの変質―などを勘案したうえで
安全性および本来の役割を改めて情報発信し、適切な使用への理解をえることが重要となってきた。
　食品添加物には、香料、酸味料、調味料のほか腐敗を防ぐ保存料、油脂成分の劣化を抑える酸化
防止剤などがある。こうした化学製品を使用することで加工食品が大量生産でき、手頃な価格で遠
方までの流通が可能になってきた。消費者の求める利便性、より豊かな生活に応えたわけである。
　塩は古い時代から保存料の役割を果たしてきたが、健康志向のなかでいまや「塩分控えめ」が売
り文句。何でも過剰摂取すれば有害なのは言うまでもない。しかし食品添加物を安全性評価で行わ
れるような動物実験並みに大量摂取するのは非現実的な話。むしろ現実に社会が憂慮すべきはフー
ドファデイズム（食品の効果や健康影響に関する情報のうち根拠の偏った情報への過大な信仰）で
はないか。

　食品包装材料についても食品添加物と同様のことが言える。材料の安全性が科学的に検証され、
厳しい衛生管理下で製造・使用されている。流通時の形状保持、食品の鮮度保持、消費・賞味期限
の延長だけでなく、多様なデザインの容器・包装によって商品アピール、食の場面に彩りを添える。
加えてＰＥＴボトルなど容器の薄肉・軽量化をその強度と両立させる技術開発が進展し、省資源・
輸送時の省エネに貢献するなど、地球環境問題への対応にも知恵を絞っている。
　
　日本の食料自給率は、油脂・穀物類が大きくカウントされるカロリーベースでは４０％レベルだ
が、生産額ベースでは７０％と世界五指に入る規模にあり、欧米の農業大国に引けを取らない。
これも農薬・肥料を含め、安全で高収益な農業技術が確立しているからこそだ。いぜん無農薬・有
機栽培作物を求める声は強いようだが、害虫・雑草防止などに人手を使うのは高コスト。
担い手不足など日本の農業全体の問題として考えていく必要がある。

7777 プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック包装材料包装材料包装材料包装材料・・・・・・・・環境対応環境対応環境対応環境対応・・・・長期保存性長期保存性長期保存性長期保存性・・・・バイオバイオバイオバイオ系素材系素材系素材系素材などなどなどなど、、、、ニーズニーズニーズニーズ応応応応ええええ高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化
　　　　軽量軽量軽量軽量・・・・薄肉化薄肉化薄肉化薄肉化さらにさらにさらにさらに　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ２２２２排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減などなどなどなど背景背景背景背景

　プラスチック包装材料は、食品を衛生的に保護し、軽量性、加工性、バリア性などにより食品の
効率的な輸送に貢献し、美麗な印刷によりデイスプレイ効果を高める等の機能をもつ。さらに近年
は　①ＣＯ２削減など環境対応ニーズの高まりを背景に更なる薄肉・軽量化ニーズ　②保存性、レ
トルト・ボイル対応、食品廃棄物ロスの削減などを目的にした長期保存性能（バリア性能）の向上
ニーズ　③バイオプラスチックなど非化石原料由来の包装材料に対するニーズ―が高まりをみせて
いる。国内市場は成熟化から漸減傾向の時代に突入し、末端の食料品のデフレ化傾向もいぜん続く
なかで、包装材料メーカーはこうしたニーズに応えるべき、新たな製品開発に力を入れている。

　現在、包装材料に対する最大のニーズは、更なる軽量・薄肉化といえる。環境対応ニーズがます
ます高まるなかで、使用後に廃棄される包装材料の廃棄量や製造・輸送段階を含めたＣＯ２排出量
を削減することが求められるからだ。本格導入期間への移行が予想されるカーボンフットプリント
制度への対応の必要性も大きな背景となっている。さらに包装材料のコストダウンニーズも軽量化
薄肉化をエスカレートさせている要因だ。カップめんや納豆容器などに付属している小袋類につい



ては、使用そのものを省略することでコストダウンを図る動きも強まってきた。
　さらに、プラスチック包装材料を、紙包装など他の素材に置き換える動きも進んでいる。紙素材
がカーボンフリーとみなされ、その包装材料に対する環境イメージが良好なことが背景だ。
紙単体ではバリア性能や保水性に限界があるため、紙とプラスチックの複合材料を容器等に採用す
る例が増えている。
　こうした動きから重量ベースでみたプラスチック包装材料の国内需要は漸減傾向を続けている。
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムの場合、２０１０年における食品向け内需は約１７万
４０００トンで、ピークだった２００４年の１８万４０００トンから１万トン減少している。

10101010 対中国対中国対中国対中国のののの特恵関税見直特恵関税見直特恵関税見直特恵関税見直しししし・・・・・・・・・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ繊維繊維繊維繊維などなどなどなど４４４４月引月引月引月引きききき上上上上げげげげ
　中国に対して適用している特恵関税が見直されることになった。４月から化合繊関連ではポリエ
ステル（ＰＥＴ）長、短両繊維、ＰＥＴ紡績糸などの関税が引き上げられるとともに、ＰＥＴ両繊
維などで特恵対象枠が廃止される。２００９年の対象品目合計による同国からの輸入３５００億円
を規準にすると、改正後に１０００億円まで下がると試算されている。

12121212 インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・・・・・石化品石化品石化品石化品、、、、５５５５％％％％関税関税関税関税でででで混乱混乱混乱混乱
　　　　事前告知事前告知事前告知事前告知・・・・猶予期間猶予期間猶予期間猶予期間なしなしなしなし、、、、業界業界業界業界はははは見直見直見直見直しししし要請要請要請要請

　インドネシアで新たな関税改定が混乱を呼んでいる。とくに石油化学品はこれまでの０％から５
％と設定されたものが少なくなく、業界は直ちに見直しが必要等として政府に見直しを求めている。
事前に告知がなく、また輸入業者にとって関税実施の猶予期間も設定されておらず、昨年１２月
２２日から即日施行されており、化学品業界のみならず食品など他業界も含め猛反発している。
　今年の同国の製造業成長率は５．２～６．１％の高成長維持を予測しているが、「見直しが長引
けば原則は必至」（日系化学大手）など批判の声が高まっている。

　　　　２２２２月月月月９９９９日日日日（（（（水水水水））））
1111 ソニーソニーソニーソニー・・・・・・・・・・・・再生再生再生再生プラプラプラプラ使用比率使用比率使用比率使用比率９９９９９９９９％、％、％、％、液晶液晶液晶液晶ＴＶＴＶＴＶＴＶ用用用用ベゼルベゼルベゼルベゼル　　　　硫黄系難燃剤硫黄系難燃剤硫黄系難燃剤硫黄系難燃剤をををを配合配合配合配合

　ソニーは８日、液晶テレビ「ブラビア」の画面フレーム（ベゼル）に新開発の再生プラスチック
「ＳｏＲＰｌａS（ソープラス）」を採用したと発表した。廃光学シートと廃ＤＶＤを利用した再生
ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂に独自の硫黄系難燃剤を配合したもので、世界最高の再生材料使用
率９９％を達成した。
　３月に発売するブラビアの新商品３機種の画面フレーム②採用。原料にソニーグループの工場で
排出された廃光学シートと、グループ内外の光デイスク工場で排出された廃ＤＶＤを利用した。

2222 １２１２１２１２月月月月のののの燃料油内需燃料油内需燃料油内需燃料油内需・・・・・・・・・・・・灯油低調灯油低調灯油低調灯油低調でででで微減微減微減微減
　資源エネルギ―庁がまとめた２０１０年１２月分の石油統計速報によると、燃料油の国内販売は、
１９０５万キロリットルと前年同月比０．３％減となった。ガソリンは微増になったものの、前年
同月に比べ気温が高めに推移した影響で灯油が低調だった。

【１２月の主な石油製品需給】（単位：千キロリットル、中段は前月比％、下段は前年同月比％）

3333 プラプラプラプラ製製製製シートシートシートシート・・・・フィルムフィルムフィルムフィルム類類類類、、、、１０１０１０１０年輸出年輸出年輸出年輸出１１１１兆円突破兆円突破兆円突破兆円突破・・・・・・・・・・・・薄型薄型薄型薄型テレビテレビテレビテレビ向向向向けなどけなどけなどけなど牽引牽引牽引牽引
　プラスチック製シート・フィルム類の輸出
が拡大している。財務省貿易統計によるプラ
スチック製板・シート・フィルム・箔・テー
プなどの２０１０年の輸出金額は前年比
２９．６％増の１兆９４８億円だった。過去
最大だった０８年の９５４６億円も上回り、
初めて１兆円の大台を突破した。
　とくに薄型テレビ向けの光学系シート・
フィルム類の輸出が活況だったほか、スマー
トフォン向けや半導体製造用の高機能フィル
ムも大きく伸びたとみられる。日本メーカー
が高機能フィルムで世界をリードする構図が
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あらためて浮き彫りになった。
　１０年のプラスチック製品の総輸出金額は１兆３８２３億円で、その８割がシート・フィルム類
だった計算。

3333 大倉工業大倉工業大倉工業大倉工業　　　　高濱高濱高濱高濱　　　　和則和則和則和則　　　　社長社長社長社長・・・・・・・・・・・・３３３３ＤＤＤＤ向向向向けなどけなどけなどけなど新規事業強化新規事業強化新規事業強化新規事業強化
▼・・・中期経営計画１年目はどうですか。
　２年目の営業利益目標１７億円を上回る二十億円など大幅増益で最終黒字化を果たす予定だが、
内容は不満。合成樹脂事業やスマートフォンなど中小型光学フィルムの新規材料事業は健闘したが、
テレビ向け大型フィルムやタッチパネルなどコーテイングは需要を読み切れず想定を下回った。
建材事業も健闘したが、１年遅れる結果となりそうだ。
▼・・・２年目の２０１１年度は。
　合成樹脂事業はほとんどが内需向けだが、プロダクトアウトからマーケットインへ見直すことで
まだ量は取れる。足元は原材料高で厳しいが、拡販で売上高、営業利益ともプラスを狙う。
新規事業は大型フィルムで３Ｄ向けに力を入れるほか、タッチパネルも静電容量方式の流れに乗り
営業利益は１２年計画に肉迫できる。建材は新設住宅着工件数が底を打ちつつあり、マンションも
リノベーション需要が期待できる。
▼・・・新エネルギー関連は目玉です。
　ラミネート技術を生かしたリチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）の外包材や太陽電池のバックシー
トなどがターゲットで、昨夏に合成樹脂事業部内に推進組織を設置した。今年中に新エネルギー
マテリアル事業部として独立する。寄与するのは来期以降だが、最終１２年度で追いつきクリアで
きる。
▼・・・将来的に売上高１０００億円を目指すのか。
　１０００億円を目指すとなれば、成長する海外市場抜きには不可能だ。その場合、現在の国内拠
点だけでは難しく、海外立地は不可避だろう。単独ではなくアライアンスが最善とみる。一方で、
これまで香川・丸亀にあってピカイチのものを作り世界で勝負してきた。この力は持ち続けなけれ
ばいけない。

10101010 環境省環境省環境省環境省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・１１１１１１１１年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案　　　　環境保全経費環境保全経費環境保全経費環境保全経費１１１１．．．．２２２２兆円兆円兆円兆円、、、、４４４４％％％％減減減減、、、、化学物質対策化学物質対策化学物質対策化学物質対策はははは６６６６割増割増割増割増
　環境省は、関係不調の２０１１年度予算案のうち環境保全経費をまとめた。総額は１０年度当初
予算比４．０％減の約１兆２０９０億円。約５０５億円の縮小だが、その約９割が公共工事関連予
算の減少分。

10101010 ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出取引排出取引排出取引排出取引・・・・・・・・・・・・消費者向消費者向消費者向消費者向けのけのけのけの実証開始実証開始実証開始実証開始、、、、国立情報学研国立情報学研国立情報学研国立情報学研などがなどがなどがなどが世界初世界初世界初世界初
　国立情報学研究所と凸版印刷、セブン＆アイ・ホールデイングス、日本ユニシス、三菱ＵＦＪリ
ースは８日、ＪＣＴ技術を用いた二酸化炭素（ＣＯ２）排出量取引の新手法について実証実験を開
始すると発表した。
　消費者向け排出量取引の実証は世界初。９日から２２日まで東京都江東区のイトヨーカドー北砂
店で実施する。商品に排出権を表示したシール（排出権シール）を添付し、これを集めることで
消費者自身のＣＯ２排出オフセットだけでなく、地域や学校、ＮＰＯのオフセットにも協力できる。
　総務省の地球温暖化対策ＩＣＴイノベーション推進事業（ＰＲＥＤＩＣＴ）として、林野庁の
後援を受けて実施する。メーカーや流通企業による環境貢献を、商品を介して排出権として消費者
に渡し、消費者が社会に還元させる新たな環境貢献手法となる。
　実験は、環境省のＪ－ＶＥＲなど３つの排出権を小口化して排出権シールを割り当て、商品であ
る紙製飲料容器（カートン）に貼り付けて行う。消費者は商品の購入であつめたシールを事務局へ
返送。個人向けの排出権口座に排出権が振り込まれる。実験終了後に自治体や学校、ＮＰＯにカー
ボンオフセット証明書を発行する。

10101010 日中共同日中共同日中共同日中共同プロプロプロプロ始動始動始動始動へへへへ・・・・・・・・・・・・省省省省エネエネエネエネ・・・・環境保全環境保全環境保全環境保全・・・・ＧＨＧＧＨＧＧＨＧＧＨＧ削減削減削減削減、、、、法体系整備法体系整備法体系整備法体系整備やややや技術協力推進技術協力推進技術協力推進技術協力推進
　省エネ、環境保全、温室効果ガス（ＧＨＧ）削減に向けた日中共同プロジェクトがスタートする。
省エネに関する法体系整備、石炭火力発電所や製油所、油田における省エネ・環境保全、バイオエ
ネルギーなどに関する技術協力を行う。第一段階として先月、北京でワークショップが開催され、
日中双方の取り組みが紹介された。日本からは、地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）、出光
興産、石油資源開発（ＪＡＰＥＸ）、トヨタ自動車などが参加した。今後、中国石油（ＣＮＰＣ）
との間で、具体的なプロジェクト内容が詰められる。

　　　　２２２２月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（木木木木））））
1111 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工、、、、純利益純利益純利益純利益１２７１２７１２７１２７億円億円億円億円　　　　１２１２１２１２月期月期月期月期

　昭和電工が９日発表した２０１０年１２月期決算は、純利益が１２７億円（前期３８０億円損失）
となった。情報・電子、アルミニウム部門が黒字転換し、化学品も増益となった。ただ、円高が大
きく影響し、当初予想数値をやや下回った。
　売上高は７９７２億円（前期６７８２億円）、営業利益３８７億円（同５０億円損失）、経常
利益３０５億円（同２２３億円損失）と改善した。
　今季業績予想は売上高が１０年１２月期比９．１％増の８７００億円、営業利益が同１６．２％
増の４５０億円、経常利益が同６５。３％増の２１０億円。情報・電子部門がけん引役を果たす見
通し。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・米国米国米国米国でででで進進進進むむむむ既存化学物質既存化学物質既存化学物質既存化学物質リスクリスクリスクリスク管理管理管理管理
　世界の化学物質規制に大きな影響を持っている米国有害物質規制法（ＴＳＣＡ）改正は、民主党
の中間選挙敗北により、仕切り直しが迫られているが、環境保護庁（ＥＰＡ）は現行のＴＳＣＡを
最大限活用して化学物質のリスク管理を強化している。ヒトの健康や環境に対するリスクが懸念さ
れる臭素系難燃剤など８種類の化学物質を対象に、それぞれのアクションプランの策定を行うほか、



化学物質に関する透明性を高めるため必要な情報を産業界に求める。
　１９７６年に制定されたＴＳＣＡの歴史の中で、トラウマになっているのは９１年実施のアス
ベスト規制だ。第６条の使用禁止または制限措置を発動したが、裁判所の判断で否定された。
　その後、ＥＰＡは６条発動に慎重にならざるを得なくなったが、米国でも化学物質に対する不安
が広がり、迅速かつ適切なリスク対応が迫られている。
　リスク管理は、それぞれの物質にラベル表示、制限もしくは禁止など規制措置を導入する。また、
リスク決定に必要な追加データの提出を要求する。この対象になったのは、①フタル酸エステル類
②ペンタ・デカのプロモジフェニルエーテル　③有機フッ素化合物　④短鎖塩化パラフィン　⑤ビ
スフェノール　⑥ベンジジン染料　⑦ヘキサブロモシクロドデカン　⑧ノリルフェノール・ノリル
フェノールエトキシレート類の８種類。更にジイソシアネートとシロキサンの２物質を検討中だ。
　発がん性が懸念されるベンジン染料のケースでは、ＴＳＣＡの定めるＳＮＵＲ（重要新規利用
規則）追加を検討するとともに、繊維製品や消費者向け製品に含まれリスクが懸念される場合は
６条に基づく規制措置を講じると明記した。
　既存化学物質を対象にしたリスク評価には、産業界の一部からは風評被害を懸念する声もあり、
引き続きＥＰＡの取り組みを見守る必要がある。ただ、世界の化学物質規制がリスクベースに移行
するなか、ＴＳＣＡの抜本改正が先送りされているＥＰＡでは必要な施策としている。

3333 フィルムフィルムフィルムフィルム１１１１１１１１年内需年内需年内需年内需・・・・・・・・薄肉化薄肉化薄肉化薄肉化とととと食品生産海外食品生産海外食品生産海外食品生産海外シフトシフトシフトシフトでででで、Ｌ－Ｌ、Ｌ－Ｌ、Ｌ－Ｌ、Ｌ－Ｌはははは横横横横ばいばいばいばい予測予測予測予測
　ポリオレフィンフィルムの２０１１年需要は、ポリプロピレン（ＰＰ）系フィルムが前年比数％
減少すると予想される一方、直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）フィルムは前年並みで推
移する見通しだ。主力の食品包装用フィルムの内需減少がそのまま表面化するＰＰ系フィルムに対
し、Ｌ－ＬＤＰＥフィルムは液体洗剤用パウチ向けといった非食品分野での需要拡大が見込めるた
め。
　一方、中長期的にはＬ－ＬＤＰＥフィルムを含めた内需減少は避けられない情勢で、メーカーは
海外市場の取り込みを含めた対応策が必要となっている。
食品包装材料は、廃棄物削減やコストダウンなどの観点から薄肉化ニーズが高まり、重量ベースで
みた内需の減少要因となっている。加えて末端需要家である食品メーカーが生産拠点の海外シフト
や増産計画を進めている。大手食品メーカーは、成長市場である中国、ＡＳＥＡＮ市場の取り込み
だけでなく、日本への逆輸入を前提とした生産拠点の海外シフト戦略に乗り出している。１１年は
こうした食品産業の空洞化の影響が包装材料にも影響を及ぼしそうだ。
　一方、洗剤、トイレタリーといった非食品分野では、容器包装からスタンディングパウチへのシ
フトなど軟包装化が進んでおり、ポリオレフィンフィルムにとっての新規需要となっている。とく
にＬＬフィルムは、こうした新規需要が食品用の減少を補うことから、１１年内需は横這いから若
干のプラス成長で推移すると予想される。

5555 中国化学産業特集中国化学産業特集中国化学産業特集中国化学産業特集・・・・・・・・・・・・一段一段一段一段とととと競争激化競争激化競争激化競争激化するするするする““““世界世界世界世界のののの市場市場市場市場””””
　　　　化学品生産化学品生産化学品生産化学品生産　　　　拡大拡大拡大拡大のののの一途一途一途一途　　　　エチレンエチレンエチレンエチレン、、、、１１１１－－－－１１１１１１１１月月月月はははは３５３５３５３５％％％％増増増増
　　　　中台中台中台中台ＥＣＦＡＥＣＦＡＥＣＦＡＥＣＦＡ始動始動始動始動、、、、欧米各社欧米各社欧米各社欧米各社もももも相次相次相次相次ぎぎぎぎ増強増強増強増強へへへへ

　第１四半期の１１．９％をピークに、通年でも１０．３％成長を遂げた２０１０年の中国経済。
四半期別では第２、第３四半期と若干スローダウンしたものの、第４四半期は再び上向きに転じて
おり１１年に関しても、大きなマイナス材料は見当たらない。中国で事業展開する日系化学関連
企業の間でも「ＧＮＰ並みの業績拡大は、ある意味で当たり前。目標は２０％増で、ほぼそれに沿
って推移」「波に乗れた面もあり、０９年の落ち込みをカバーして０８年比でもプラス」といった
好調を裏付ける声が大勢を占める。最重要市場としての中国では欧米化学企業も取り組みを再び
強化しており、、競争は一段と厳しさを増しつつある。

　国家統計局のまとめによる１１月までのエチレン累計生産量は、前年同期比３５．５％増の１２
９５万６０００トンと大きく伸びた。
　１０年の中国ポリオレフィン輸入量は、軒並み前年比５割を超えた０９年と一転した。低密度
ポリエチレン（ＬＤＰＥ）は前年比２．５％増の約１３８万４０００トン、高密度ポリエチレン（
ＨＤＰＥ）は同９．５％減の約３４９万５０００トン、直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）
は同１２．９％増の２４８万１０００トン（海関統計ベース）

　１０年初めに発行したＡＳＥＡＮとの自由貿易協定（ＦＴＡ）に続き中国は、昨年半ばに対湾と
両岸経済協力枠組み協定（ＥＣＦＡ）を締結。ＥＣＦＡは今年１月１日から始動しており、寧波（
浙江省）をはじめとする中国各港でアーリーハーベスト収載品の通関が始まっている。

6666 　　　　内陸部内陸部内陸部内陸部へへへへ拠点網拡充拠点網拡充拠点網拡充拠点網拡充
　これまでは沿岸地域が経済を牽引してきたため、日系企業の拠点も上海を中心にした華東や広州
（広東省）を中心とする華南がメインになっている。ただ、西部大開発や東北振興策の進展もあり
近年は、内陸部への拠点網拡充を志向する企業が少なくない。「顧客の中国企業が、沿岸部から総



人口の多い内陸部に販売の軸足をシフトした」（香料メーカー）など顧客の内陸志向に合わせた動
きも求められる。

【２０１０年１－１１月の中国の主要製品生産量】（単位：前年比％）

10101010 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物、、、、３３３３ＲＲＲＲ高度化高度化高度化高度化へへへへ施策検討施策検討施策検討施策検討、、、、１２１２１２１２年度年度年度年度めどめどめどめどＧＬＧＬＧＬＧＬ改正改正改正改正
　環境省は、一般廃棄物の３Ｒの高度化に向けた制度設計に着手する。２０１１年度に一般廃棄物
処理に関する全国調査を実施し、有料事例や課題を抽出して３Ｒを次のステップに進める施策を検
討する。その結果を踏まえ、一般廃棄物の会計基準など廃棄物処理清掃法（廃掃法）の基本方針に
基づく３つのガイドライン（ＧＬ）を改正する。ＧＬには温室効果ガス（ＧＨＧ）削減の指標も
取り入れる。
　環境省は０７年６月に、市区町村の一般廃棄物処理事業を円滑化する支援ツールとして費用分析
の標準的な手法を示す「一般廃棄物会計基準」、有料化の進め方を示した、ごみの減量・リサイ
クルを支援する「一般廃棄物処理有料化の手引き」、標準的な分別収集区分や再資源化・処理の
考え方を示す「一般廃棄物処理システムの指針」　―の３つのガイドラインを策定。
　粗大ごみを除く生活系ごみ処理を有料化している市町村は現在、全体の６割程度、人口比では４
割程度。熱回収も欧米諸国と比べて小規模施設が多く、効率が低いのが現状。国内の一般廃棄物処
理量は年間４８１１万トンで、リサイクル率は２０．３％にとどまる（０８年度実績）。環境省は
こうした状況を改善するため、一般廃棄物の３Ｒ高度化を図ることとし、制度設計に着手する。
　一般廃棄物の３Ｒ推進はＧＨＧ排出量削減にも大きく寄与することからＧＨＧ排出削減の指標も
取り入れる。
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