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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）

　　　　２２２２月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（月月月月））））
1111 超短波超短波超短波超短波

◆・・・回復基調にあるとされる米国経済。丸善石油化学の藤井シュン社長は、その見方に対し、
「昨年の初めも順調に回復しているといわれたが、その後、株価が下落することになった。確かに
雇用統計をみると、実体経済の回復をうかがわれる。しかし、米国の抱えるバランスシート問題の
根は深いのではないか」と慎重な見方を崩さない。
◆・・・一方、日本については、「より輸出しやすい環境を政策的に整えるべき」というのが持論。
「海外での現地展開も重要だが、人口減で内需が縮小するなかで雇用を維持していくためには輸出
も大事。原子力発電所の売り込みやＴＰＰ参加など、政府もこの方向に向いているが、欧米が目に
見えない為替政策を行っているようなので、日本はもっと為替を気にかけてもいい」と、政府に
一段の取り組みを求める。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　　　　 　ビジネスパーソンが働く理由は「生活のため」が９０％で、「お金を稼ぐため」が７２％。

大きく離れて３位が「自分を成長させるため」で３４％。今の仕事に満足している人はほぼ半数―。
インターネット調査のインテージがまとめた結果である。▼時期はともかく転職のチャンスを窺う
人も半数近くいる。転職希望の理由は「給料が安いから」が５１％。すぐに転職しない理由は「辞
めて次の仕事を見つけるのが大変」が４９％。それでも男女とも２０才代の３分の１以上が３年
以内の転職を希望している▼仕事に対する価値観の持ち方で論評するか、雇用のミスマッチを示す
結果だと分析するか。あるいは社会全体を覆う閉そく感に展開するのが適切か。多様な論点が成り
立つが、生きがいを持てる仕事で生活の安定が確保されれば、それに越したことはない▼文部科学
厚生労働の両省によれば、今春の大学卒業予定者のうち、昨年１２月１日時点での就職内定者は
６９％。調査開始以来最低の水準だが、実際にはもっと深刻な数字だという指摘もある▼就活に
奔走する学生たちの目に、冒頭の数字はどう映るか。「生活のため」を優先させて就職を決める
ケースは増える。そして不本意ながらその仕事にとどまる若年層が多くなる。それが現実の厳しさ
だが、好ましからざる連鎖でもある。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ものづくりをものづくりをものづくりをものづくりを伝承伝承伝承伝承できるできるできるできるシステムシステムシステムシステムをををを
　稼働後４０年以上を経過している設備も残る日本の石油化学コンビナートは、ビンテージプラン
トの域に入っている。内需の成熟化を映し、国内における新工場の建設や設備投資計画が減少する
一方で、化学企業は海外事業強化による経営戦略で生き残りを賭けるところが多い。この結果、
ものづくりを支えた生産技術がはたして継承され、発展しうるかが大きな課題になっている。
　国内の生産基地をマザー工場と位置付け、世界への技術輸出を重視する企業は多い。しかし、
新規の生産設備への投資が減少する日本では、しっかりとした最新機器を導入することに限界があ
る。化学品輸送に不可欠なスチームドラムを生産するＪＦＥコンテイナーは、１９９０年代後半
に中国進出を果たした。現在３カ所目の工場を建設中だが、フル稼働している既存工場では日々改
良を進め、今年１月から静電塗装ラインを導入した。この成果に着目して日本からも技術者が見学
に訪れるという。日本の化学工業のものづくり力は競争力の源泉になっていたが、経済のグローバ
ル化が加速するなかで、いかにものづくりの強さを維持するか、そのシステム作りを急ぐ必要が
る。

3333 三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂・・・・・・・・・・・・食品包装用食品包装用食品包装用食品包装用フィルムフィルムフィルムフィルム値上値上値上値上げげげげ
　三菱樹脂は、基材フィルムとして主に食品包装用フィルムに使用されている各フィルムを、３月
１１日出荷分から値上げする。対象商品と値上げ幅は、２軸延伸ガスバリアナイロンフィルム「ス
ーパーニール」、２軸延伸ナイロンフィルム「サントニール」が１連当たり６００円、無延伸ナイ
ロンフィルム「ダイアミロンＣ」が同８００円。透明蒸着フィルム「テックバリア」ＰＥＴ系、　
ＯＮＹ系ともに同１０００円。

サンサンサンサン・・・・トックストックストックストックス・・・・・・・・・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰフィルムフィルムフィルムフィルム全製品値上全製品値上全製品値上全製品値上げげげげ
　サン・トックスは、２軸延伸ポリプロピレン（ＰＰ）フィルムおよび無延伸ポリプロピレン（Ｃ
ＰＰ）フィルムの全製品を、３月２２日出荷分から値上げする。上げ幅は、５００平方メートル（
厚み２０ミクロン相当）当たり３００円以上。

3333 共同印刷共同印刷共同印刷共同印刷・・・・・・・・・・・・超易開封超易開封超易開封超易開封パッケージパッケージパッケージパッケージ　　　　来月来月来月来月からからからから販促開始販促開始販促開始販促開始、、、、１２１２１２１２年売上高年売上高年売上高年売上高３３３３億円億円億円億円へへへへ
　共同印刷は２５日、１枚のフィルムから容器とフタを
作り出す超易開封フレキシブルパッケージ「バナナオー
プン」について、３月から販促活動を開始すると発表し
た。食品メーカーを中心に、菓子やおつまみ、健康食品
などのパッケージとして売り込む。１枚のフィルムから
フタと容器を作りそれと同時に内容物を充填できるため、
生産効率性に優れる。省スペース対応の包装のため駅売
店など小規模タイプの小売り店向けにも適する。

3333 三菱製紙三菱製紙三菱製紙三菱製紙・・・・・・・・・・・・興人興人興人興人のののの化学紙事業買収化学紙事業買収化学紙事業買収化学紙事業買収
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　三菱製紙は２５日、興人の化学紙事業を譲り受けることで両社が合意したと発表した。２０１０
年３月期の同事業の売上高は７８億５５００万円で、譲り受け期日は３月３１日（予定）。興人の
化学紙は化粧板原紙などに高いシェアを持つが、専業メーカーである三菱製紙への事業譲渡が事業
の更なる発展につながると判断した。
　三菱製紙が譲り受けるのは、興人の化学紙の製造拠点である富士工場（静岡県富士市）、子会社
の興人紙工、化学紙事業にかかわるその他資産、従業員および契約関係など。興人は、会社分割に
より設立する新会社「ＫＪ特殊紙」（資本金５０００万円）に化学紙事業を継承。三菱製紙がこの
新会社の発行株主すべてを興人から譲り受け、完全子会社とする。

10101010 リサイクルエナジーリサイクルエナジーリサイクルエナジーリサイクルエナジー・・・・・・・・・・・・廃廃廃廃プラプラプラプラ油化装置油化装置油化装置油化装置　　　　連続運転式連続運転式連続運転式連続運転式をををを本格販売本格販売本格販売本格販売、、、、軽質油収率軽質油収率軽質油収率軽質油収率９０９０９０９０％％％％訴求訴求訴求訴求
　環境ベンチャーのリサイクルエナジー（広島県福山市）は、軽質油分を高収率で得られる連続
運転式廃プラスチック油化装置の販売を開始した。早期に国内外で計２０機程度の販売を目指す。
　ポリオレフィンなど３種類の樹脂を触媒による接触分解で油化する装置で、軽質油（ナフサ・
灯軽油）を７０～９０％の高収率で得られるのが特徴。昨年、国内で初めて販売実績を上げた。
　ワックス分が副生しにくく、生産コストを抑制できる点などもアピールし、プラスチック成型メ
ーカーや産業廃棄物処理業者、自治体などに販売する。
　ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリスチレン（ＰＳ）を油化でき、ポリエチ
レンテレフタレート（ＰＥＴ）と塩ビ樹脂（ＰＶＣ）の混入を１０％程度まで許容する。
使用済み包装材料や農業用フィルムなどを投入原料に想定している。

10101010 バイオエナジーバイオエナジーバイオエナジーバイオエナジー・・・・・・・・・・・・メタンガスメタンガスメタンガスメタンガス　　　　生生生生ごみだけでごみだけでごみだけでごみだけで大規模生成大規模生成大規模生成大規模生成、、、、関東関東関東関東にににに第二工場検討第二工場検討第二工場検討第二工場検討
　　　　家庭家庭家庭家庭などからなどからなどからなどから受受受受けけけけ入入入入れへれへれへれへ、、、、自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの連携連携連携連携もももも模索模索模索模索

　国内で初めて、生ごみのみの発酵による大規模メタンガス生成事業を手掛けるバイオエナジー（
東京都中央区）。都内のリサイクル工場で、主に南関東で発生する事業系食品廃棄物を受け入れて
メタン菌で発酵させてメタンガスを生成。これを燃料に発電して売電している。
　これに加え、１月から都市ガス向けの供給も開始した。同社は食品リサイクル法の施行を契機に
発足。稼働から丸５年が経過し、工場稼働率も高水準で安定してきた。今後は家庭生ごみの受け入
れも見据えて自治体との協力関係構築を模索、関東圏での第２工場建設も視野に入れる。
　関東圏での焼却炉の更新を検討している自治体は多い。同社は地域の電力の一部を賄え、焼却
処理に比べＣＯ２排出量は削減できるといったメリットもアピール。自治体との連携する仕組みを
構築し、家庭生ごみを受け入れる第２工場の建設を実現させたい考えだ。

　　　　３３３３月月月月０１０１０１０１日日日日（（（（火火火火））））
1111 住友化学社長住友化学社長住友化学社長住友化学社長にににに十倉氏十倉氏十倉氏十倉氏

　住友化学は２８日、４月１日付けで十倉雅和代表取締役専務執行役員が社長に昇格する人事を
発表した。廣瀬博社長は副会長に就任する。十倉専務は米倉弘昌会長の下で経営企画を担当。情報
電子化学部門の統括としては、事業規模を６倍の３６００億円に拡大した。
　米倉会長は会見で、「十倉専務は明るい人柄で、緻密な思考ができ社内でも人望がある。円高、
資源高、などグローバル競争が進展し事業環境がますます厳しくなるなか、経営体制の強化と若返
りには最適な人物と判断した」と社長に選んだ理由を説明した。
　十倉専務は昨年１１月に打診を受けたことを明らかにし、「少しびっくりしたが、３７年間お世
話になった会社に恩返しができるならと思い、受けることを決めた。経営は総力戦。みんなで力を
合わせて頑張りたい」と抱負を語った。

2222 ジェイフィルムジェイフィルムジェイフィルムジェイフィルム・・・・・・・・・・・・ＴＴＴＴダイダイダイダイ多層多層多層多層フィルムフィルムフィルムフィルム　　　　成田成田成田成田にににに新鋭機導入新鋭機導入新鋭機導入新鋭機導入　　　　１２１２１２１２年末年末年末年末にもにもにもにも建屋増設建屋増設建屋増設建屋増設
　　　　機能品比率拡大機能品比率拡大機能品比率拡大機能品比率拡大

　三菱化学グループのジェイフィルムは、２０１２年末～１３年初頭の完工をめどに成田工場（千
葉県）建屋を増設し、Ｔダイベースの多層フィルムラインなどを導入する方針を固めた。三菱化学
ホールデイングスの新中計に連動した５カ年計画の投資戦略として推進する。
　これにより付加価値の高い機能製品の比率を一段と高め、新たな成長戦略につなげていく。
売上高に占める機能品の比率は、２０１０年度の約２７％から１０ポイント拡大させ、全体の４割
近くを機能品とする方針だ。
　海外での新拠点構築については、「単独での構築はリスクが高い」（島田社長）ことから、まず
は、輸出で対応していく方針。ただ、将来的には高機能フィルムの海外市場が大きく拡大する可能
性もあり、検討課題として取り組む考え。

3333 東東東東レレレレ、、、、フィルムフィルムフィルムフィルム製品製品製品製品１５１５１５１５％％％％値上値上値上値上げげげげ
　東レおよび東レフィルム加工は、フィルム製品を値上げする。対象はポリエステル（ＰＥＴ）
フィルム、２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルム、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）
フィルム、パラ系アミドフィルムおよびフィルム加工製品の全製品・品目・用途で、上げ幅は一律
１５％とし、４月１日出荷分（包装材料用途は先行して今年２月２１日出荷分から）から実施する。
　今回の値上げは原燃料高騰が続くなか、将来にわたり再投資可能な事業運営の維持を可能とする
ために行うものとしている。

4444 ＤＩＣＤＩＣＤＩＣＤＩＣグラフィックスグラフィックスグラフィックスグラフィックス・・・・・・・・・・・・グラビアインキグラビアインキグラビアインキグラビアインキ・・・・接着剤値上接着剤値上接着剤値上接着剤値上げげげげ
　ＤＩＣグラフィックスは、グラビアインキ製品および接着済を４月１日出荷分から値上げする。
値上げ幅は白インキ、メジューム、ニスが１キログラム当たり４０円、色インキが同７０円、接着
済が同４０円、硬化剤が同６０円、混合溶剤が同３０円。

5555 タブレットタブレットタブレットタブレットＰＣＰＣＰＣＰＣのののの世界出荷世界出荷世界出荷世界出荷・・・・・・・・・・・・１５１５１５１５年年年年、、、、１２１２１２１２倍倍倍倍のののの２２２２億億億億４２３０４２３０４２３０４２３０万台万台万台万台
　アイサプライ・ジャパンは、２０１５年にタブレットパソコン（ＰＣ）の世界出荷数が１０年の
１２倍になるとの見通しをまとめた。ⅰＰａｄなどモバイルタイプのＯＳを搭載したＰＣタブレッ



トに加え、ＰＣのＯＳを搭載したＰＣタブレットが増加し、１５年には２億４２３０万台の市場
規模になると予想。

9999 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２減減減減へへへへＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ全社導入全社導入全社導入全社導入、、、、削減貢献量削減貢献量削減貢献量削減貢献量などなどなどなど算出方法算出方法算出方法算出方法をををを標準化標準化標準化標準化、、、、製品開発等製品開発等製品開発等製品開発等にににに活用活用活用活用
　住友化学は、製品ライフサイクルにおける温室効果ガス（ＧＨＧ)排出量を定量化する。
算出方法の社内標準化を進めており、まず自社製品が使用される段階で発現される間接的なＣＯ２
削減量「温室効果ガス排出削減貢献量」を算出するガイドラインを策定した。
　自動車関連素材など９分野の評価を終えており、ＣＯ２削減に大きく貢献していることが分かっ
た。今年春には製品製造時の直接的な排出量のガイドラインも定める。自社の排出レベルの把握、
ＣＯ２削減に貢献する製品の開発促進など、気候変動対応を積極化するための基盤として活用する。

10101010 上海上海上海上海のののの日系企業日系企業日系企業日系企業１０１０１０１０年末年末年末年末でででで８１５５８１５５８１５５８１５５社社社社、、、、５５５５年年年年でででで６６６６割増割増割増割増
　上海の日本総領事館はこのほど、上海市の日系企業が２０１０年末時点で８１５５社あり、前年
末から７．５％増加したと発表した。市政府の登記情報に基づくデータで、０５年末の５０５８社
から５年間で６割あまり増加した。
　最近の推移は０６年５６５６社（前年末比１１．８％増）、０７年６８４４社（同２１．０％増）
０８年７２３１社（同５．７％増）０９年７５８９社（同５．０％増）。金融危機を背景に０８年
０９年と低下した増加ペースが１０年になって上向いている。

　　　　３３３３月月月月０２０２０２０２日日日日（（（（水水水水））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮ重視重視重視重視をををを再確認再確認再確認再確認したしたしたした経団連経団連経団連経団連

　日本経団連の米倉弘昌会長を団長とするＡＳＥＡＮミッションが、各国首脳との間で今後の経済
協力に向け踏みこんだ論議を重ねて帰国した。今回の訪問先はインドネシア、タイ、シンガポール
で、インフラ整備や人材育成、地域経済統合な日本との協力関係強化への期待が浮き彫りになった。
経団連のアジア重視の姿勢が受け入れられた形だ。
　同ミッションは、日本の技術・ノウハウを活用してアジアとともに成長を目指す経団連のアジア
成長戦略に沿ったものだが、「各論ともいうべき実行段階」を迎えて具体的な道筋に踏みこんだ
意見交換をするのが眼目だった。
　インドネシアではユドヨノ大統領など首脳と会談、資源開発やインフラ整備、環境など幅広い
分野が話題に上った。とりわけインフラ整備では６つの経済回廊構想や首都圏投資促進特別地域
構想（ＭＰＡ）への協力についての期待が強く、火力・地熱発電や上下水道、鉄道、都市交通など
日本の強みが生かせる分野が多い。経団連ではこうした大規模プロジェクトの推進に当たって、
ＣＯ２削減分をクレジットに変える２国間のオフセットメカニズムの導入やＯＤＡと民間投資を
組み合わせるパブリック・プライベート・パートナーシップ（ＰＰＰ)の活用を提案している。
　タイではアピシット首相など要人との会談で、日本タイ経済連携協定（ＪＴＥＰＡ）の高度化や
広域インフラ整備の一環としてのメコン開発での協力などが焦点となった。
　経済統合に関しては、タイに加えシンガポールのリー・シェロン首相などから日本のリーダーシ
ップへの強い期待が寄せられている。経団連側は、日本が提案者である東アジア包括的経済連携（
ＣＥＰＥＡ）を加速しながらアジア太平洋地域の経済統合に結び付けて行く方針を改めて強調して
いる。環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ)も含めて域内の経済連携・統合は日本経済の再活性化に向け
た触媒役として大きな役割を果たす。今後の人的交流を含めた協力関係の緊密化を期待したい。

2222 日本日本日本日本ポリプロポリプロポリプロポリプロ・・・・・・・・・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰ技術技術技術技術、、、、中国石化中国石化中国石化中国石化にににに供与供与供与供与　　　　広州広州広州広州２０２０２０２０万万万万トントントントン設備設備設備設備にににに採用採用採用採用
　　　　日系自動車日系自動車日系自動車日系自動車メーカーメーカーメーカーメーカーにににに高機能材提供可能高機能材提供可能高機能材提供可能高機能材提供可能

　日本ポリプロは中国石油化工（ＳＩＮＯＰＥＣ）と同社ポリプロピレン（ＰＰ）製造技術である
ホライゾンプロセスのライセンス供与に関して合意した。ＳＩＮＯＰＥＣは広州分公司の２０万ト
ンプラントに同プロセスを採用する。三菱化学の中国ＰＰコンパウンド拠点はＳＩＮＯＰＥＣから
数万トン程度購入する方針で、中国に進出している日系自動車メーカーに対して日本と同じ品質の
製品を供給することができる。
　同プロセスは、インパクトコポリマー（耐衝撃性共重合ＰＰ）の製造において、製品中にゴム成
分を多量に含む高性能リアクターＴＰＯ（熱可塑性ポリオレフィンアラストマー）の安定製造を
可能にする技術。同社の「ニューコン（製品名）」はバンパーやインスツルメントパネルなど自動
車向けコンパウンド材の原料に多く採用されている。またホモポリマー、ランダムコポリマーも
含め対応でき、設備もコンパクトなため建設費が安いという利点もある。

2222 三井化学三井化学三井化学三井化学とととと帝人化成帝人化成帝人化成帝人化成　　　　ボトルボトルボトルボトル用用用用ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ合弁合弁合弁合弁・・・・・・・・・・・・「ＭＣ「ＭＣ「ＭＣ「ＭＣペットレジンペットレジンペットレジンペットレジン」」」」４４４４月月月月スタートスタートスタートスタート
　三井化学と帝人化成は１日、ボトル用ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）の統合会社の
社名を「ＭＣペットレジン」とし、４月１日から営業を開始すると発表した。新会社は東京都港区
に本拠を置き、出資比率は三井化学８０％、帝人化成２０％。生産能力は年１４．５万トンで、
三井化学の岩国大竹工場に全量を生産委託する。帝人は新会社発足とともに生産を停止。２００９
年度の両社合算の売上高は約２５０億円。

3333 ＢＳ、ＢＳ、ＢＳ、ＢＳ、創立創立創立創立８０８０８０８０周年周年周年周年でででで新企業理念新企業理念新企業理念新企業理念・・・・・・・・「「「「誠実協調誠実協調誠実協調誠実協調」」」」などなどなどなど４４４４つのつのつのつの心構心構心構心構ええええ、、、、グループグループグループグループ一体感一体感一体感一体感　　　　強化強化強化強化へへへへ
　ブリジストンは１日、創立８０周年の会見を行い、企業理念のリファインを発表した。創業以来
の社是を「使命」とし、これを果たすべく４つの「心構え」を提示。
　グローバルに事業を進める上で、共通の価値基盤を設定しの一体感を強めることで「名実ともに
世界ナンバーワン企業の地位を確立」（荒川詔四社長）し、更なる事業拡大を目指す考え。
　社是である「最高の品質で社会に貢献」を達成すべく、「誠実協調」「進取独創」「現物現場」
「熟慮断行」の４つの心構えを制定した。

6666 経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・１１１１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、、、、生産生産生産生産・・・・出荷出荷出荷出荷・・・・在庫  石化全般在庫  石化全般在庫  石化全般在庫  石化全般にににに低下低下低下低下



【化学工業統計速報】（単位：トン、％）

10101010 旭化成旭化成旭化成旭化成・・・・・・・・・・・・次期中計次期中計次期中計次期中計でででで新環境目標新環境目標新環境目標新環境目標、ＬＣＡ、ＬＣＡ、ＬＣＡ、ＬＣＡベースベースベースベースＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２削減量削減量削減量削減量　　　　３３３３～～～～５５５５倍倍倍倍にににに拡大拡大拡大拡大へへへへ
　旭化成は、製品ライフサイクルを通じたＣＯ２排出削減効果を環境経営の新たな目標に掲げる。
　ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）をベースに製品・技術が使用される段階でのＣＯ２削減
量を算出し、来年度からの次期中計において拡大目標を打ち出す方針を固めた。すでに代表的な
製品については算出のための社内マニュアルを作成し、ＬＣＡ評価を終えている。現状のＣＯ２排
出量は同社が生産段階で排出するＣＯ２の約３倍。詳細は今春までに詰めるが、ＣＯ２削減量を
さらに３～５倍増やすことを目標にするとみられる。

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・・・・・・・・・・・・ＶＯＣＶＯＣＶＯＣＶＯＣ排出削減排出削減排出削減排出削減がががが進展進展進展進展　　　　０９０９０９０９年度年度年度年度はははは００００００００年度比年度比年度比年度比４２４２４２４２％％％％減少減少減少減少
　　　　回収装置回収装置回収装置回収装置などなどなどなど環境技術寄与環境技術寄与環境技術寄与環境技術寄与

　揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出削減が着実に進展している。環境省の専門検討会がまとめた
２００９年度のＶＯＣ排出量推計値（暫定値）は８２万６３４７トンと、基準年の００年度比４１．
７％の減少。大気汚染防止法で掲げた削減目標（１０年度に基準年比３０％削減）を大きく上回っ
た。ＶＯＣ排出規制や産業界の自主的取り組みにより、低ＶＯＣ製品やＶＯＣ回収装置など技術
開発・実用化が進んだことが排出削減に大きく寄与している。
　品目別にみると、発生量が最も多い塗料は２９万２２２４トン（００年度比４５．３５減）と大
幅に減少。燃料（蒸気ガス）１５万２０５トン（同１１．６％減）、印刷インキ６万８６５トン（
同５３．５％減）製造機器類洗浄用シンナー３万２９０７トン（同４６．６％減）など排出削減が
進んでいる。ＶＯＣ排出インベントリーで掲げられている品目の大半で基準年の排出量を大きく
下回った。検討会は０８年後半のリーマンショックによる生産活動停滞の影響は相対的に小さく、
環境技術の進歩の方が寄与が大きいと分析している。

12121212 エチレンエチレンエチレンエチレン・・・・・・・・・・・・アジアアジアアジアアジア需給需給需給需給タイトタイトタイトタイト化化化化、、、、シェルシェルシェルシェルのののの新新新新クラッカークラッカークラッカークラッカー停止停止停止停止などなどなどなど
　　　　合成樹脂合成樹脂合成樹脂合成樹脂　　　　採算悪化採算悪化採算悪化採算悪化でででで値上値上値上値上げげげげ必死必死必死必死

　シンガポールおよびタイの新規クラッカーが、技術的な課題から低調な稼働を余儀なくされてい
る。シンガポールで昨年春に稼働を開始したシェルのナフサクラッカーは課題解決のため、２月末
から全面的に稼働を停止し、約１カ月の点検・修理に入った。
　タイではＰＴＴポリエチレン（ＰＴＴＰＥ）の新エタンクラッカーの稼働が上がらず、誘導品の
ポリエチレン（ＰＥ）向けのエチレンはグループ内部や外部から調達でしのいでいる状況。
　このためエチレンのアジアの需給バランスがタイト化、ナフサ高騰もあってエチレン価格が上昇
し、年初に比べ３割近く高い１トン当たり１３００ドルを突破する勢いだ。ただＰＥなど合成樹脂
の需給は中国の内製化進展などから、これまでの需要増の勢いが鈍化傾向にあり、合成樹脂メーカ
ーは原料高騰と製品価格停滞の板挟みで苦境に立たされつつある。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０年年年年ののののエネエネエネエネ消費量消費量消費量消費量４４４４％％％％減減減減
　中国国家統計局はこのほど、２０１０年統計公報を発表し、昨年の国内総生産（ＧＤＰ）１単位
当たりのエネルギー消費量削減幅が４．０１％だったことを明らかにした。
中国政府は第１１次５カ年計画（０６～１０年）期間中に、同エネ消費量を２０％削減する目標を
設定している。しかし、温家宝首相は先月２７日の市民とのインタネット対話で、計画期間中の
削減幅が１９．１％にとどまり、目標を達成できなかったことを認めた。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・米抜米抜米抜米抜きききき世界最大世界最大世界最大世界最大ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費国消費国消費国消費国にににに
　中国エネルギー研究会はこのほど、昨年の中国の１次エネルギー消費量は標準石炭量（ＳＣＦ）
で前年比６％増の３２億５０００万トンと、米国を抜いて世界最大となったことを明らかにした。
現地紙・京華時報が伝えた。
　昨年の国内総生産（ＧＤＰ）１単位当たりのエネルギー消費量は４％減少したものの、米国の３
倍、日本の５倍に達したという。日本のエネルギー消費総量は６億６０００万トン、ドイツは４億
４０００万トンだった。

　　　　３３３３月月月月０３０３０３０３日日日日（（（（木木木木））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　先週発表された２０１０年の国勢調査。昨年１０月現在の日本の人口は１億２８０６万人と、
前回の５年前よりわずかに増えた。０７年から日本人の出生数は死亡数を下回っていることを考え
ると、意外な感じがするが、外国人が貢献したらしい▼やっぱりと思ったのは前回比４．８％増に
なった世帯数。一方で世帯規模は２．４６人と全都道府県で縮小、７５年の３．３２人をピークに
歯止めがかからない。単身や高齢者世帯の増加を示すデータである▼予想されたとはいえ、地方の
人口減も激しい。減少数の１位は北海道だが、減少率は秋田、青森、高知がトップ３。減少数の多
い市は北九州が１位で函館、いわき、青森、長崎クラスでも減り続ける▼地方の疲弊に歯止めをか
けたいという取り組みが続いている。その夢を乗せて全国に広がった新幹線。昨年１２月に全線開
通した東北新幹線には東京・新青森間を３時間１０分で結ぶ国内最速の「はやぶさ」を投入して５
日から運転を始める。そして１２日には九州新幹線が博多・鹿児島中央駅間で全面開業、鹿児島か
ら新大阪まで３時間４５分になる▼新幹線が人口流出を加速しているという見方も含めて、その
功罪に議論があるが、地域の活性化の起爆剤にしたいと地元は真剣。一時的話題に終わらない経済
効果の模索が続きそうだ。

品目 生産量 前年同月比 出荷量 前年同月比 在庫量 前年同月比

58,087 -4.7
複合肥料 85,489 7.7 53,305 -1.7 421,338 -7.2
エチレン

-1.8 542,728 -2.9 60,507
647,008 -3.4 461,308 -8.3

-8.7
ポリエチレン 269,802 -5.0 261,948 2.7 439,699 -11.5
プロピレン 558,810

2.9ポリプロピレン 243,548 -5.9 226,144 4.0 420,180



3333 ““““素材素材素材素材＊＊＊＊加工加工加工加工＝＝＝＝硬度部材硬度部材硬度部材硬度部材””””・・・・・・・・・・・・大手化学大手化学大手化学大手化学とととと中小加工中小加工中小加工中小加工のののの連携促進連携促進連携促進連携促進、、、、経産省経産省経産省経産省がががが１８１８１８１８日東京日東京日東京日東京ででででシンポシンポシンポシンポ
　経産省関東経済産業局は、３月１８日１４時から芝浦工業大学・芝浦キャンパス８階（東京都港
区）で大手化学メーカーと中小加工メーカーとの連携をテーマにした「“素材＊加工＝硬度部材”
シンポジウム」を開催する。参加費は無料で、店員は１７０人（定員になり次第締め切り、
Ｅメールでの申し込みは　　t-nakamura@kohken-net.co.jo　　まで）。
　プログラムは青木宏関東経済産業局地域経済部長による主催者あいさつ、斎藤友明東京理科大学
大学院教授による企業講演「これからのＲ＆Ｄマネジメント～中小加工メーカーとの連携～」など。
　パネルデイスカッションのコーデイネーターは斎藤教授で、パネラーはクラレの石浦一成経営企
画室主管、藤井製作所の藤井秀美代表取締役、柏市経済産業部の秦明生主査らを予定。

10101010 環境省検討会環境省検討会環境省検討会環境省検討会まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・ＧＨＧＧＨＧＧＨＧＧＨＧ排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制、、、、廃棄物処理部門廃棄物処理部門廃棄物処理部門廃棄物処理部門でででで指針指針指針指針　　　　設備運用方法設備運用方法設備運用方法設備運用方法などなどなどなど６９６９６９６９対策対策対策対策
　環境省の専門検討会は、廃棄物処理部門の温室効果ガス（ＧＨＧ)排出抑制指針をまとめた。
ＧＨＧ排出要請のために導入すべき運用方法など対策メニューを示したもので年度内に告示する。
一般廃棄物焼却設備についてはＣＯ２排出量の指針値案を策定、４月にもマニュアルを作成し公表
する。
　廃棄物処理部門の２００９年度ｎＣＯ２排出量は２５９０万トンで日本の排出量全体の約２％を
しめる。京都議定書の基準年（９０年）比では１４．１％増と増加傾向に歯止めがかかっていない
分野。同省では専門検討会で部門ごとのＧＨＧ排出抑制指針の策定を進めており、このほど廃棄物
処理部門の指針案をまとめた。
　廃棄物処理運搬車、廃棄物焼却施設、し尿処理施設、最終処分場の４項目でＧＨＧ抑制のために
導入すべき設備や運用方法を提示、計６９の対策を盛り込んだ。
　一般廃棄物焼却施設ではＣＯ２排出量の指針値案を策定した。①溶融処理を行い、溶融熱源に主
として燃料を用いるもの（シャフト炉式など）②それ以外の溶融処理を行う施設（流動床式、キル
ン式など）③溶融処理を行わない焼却施設―３つに分類。投入する燃料と廃プラスチック量、回収
する熱量からＣＯ２排出量を算出し、施設規模から大正施設の目指すべき排出量の水準を定めた。
　指針値を確定したうえで事業者が容易に対策に取り組めるようマニュアルを策定する。対策
メニューや指針値の内容などを施設のフロー図やグラフを用いて分り易く提示する。

12121212 サウジサウジサウジサウジ・・・・アラムコアラムコアラムコアラムコＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯ・・・・・・・・・・・・原油需要原油需要原油需要原油需要のののの増加分増加分増加分増加分にににに「「「「対応対応対応対応ずみずみずみずみ」」」」
　サウジアラビアの国営石油会社サウジ・アラムコのファリハ最高経営責任者（ＣＥＯ）は記者団
に対して、原油需要の増加分に全面的に対応したと述べた。
　同ＣＥＯは「流動的だ」として、正確な数値は示すことができないとしながらも、「あらゆる
ニーズの増加にはすべて直ちに対応し、顧客から確認できる」と語った。
　業界関係者は、サウジの産油量が日量９００万バレル超に増加したと指摘した。またあるコンサ
ルタントが語ったところによると、今年１月のサウジの産油量は日量８９０万バレルと、石油輸出
国気候（ＯＰＥＣ）が決めた生産目標の８０５万バレルを上回ったという。

　　　　３３３３月月月月０４０４０４０４日日日日（（（（金金金金））））
1111 ＮＥＤＯＮＥＤＯＮＥＤＯＮＥＤＯ・・・・・・・・・・・・高性能磁石向高性能磁石向高性能磁石向高性能磁石向けけけけ材料材料材料材料　　　　レアアースレアアースレアアースレアアース代替代替代替代替にににに道道道道

　新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は３日、レアアース(希土類）を使わずに高性
能磁石を実現するための強磁石性窒化鉄の合成技術を開発したと発表した。
　従来では不可能だった粉末の単相分離・生成を実現したもので、同技術を利用すればネオジウム・
鉄・ボロン磁石の性能を上回ることが可能。２０２３年をめどに実用化を目指す。

12121212 ペトロナスペトロナスペトロナスペトロナスがががが石化投資加速石化投資加速石化投資加速石化投資加速・・・・・・・・・・・・ナフサクラッカーナフサクラッカーナフサクラッカーナフサクラッカー建設建設建設建設へへへへ、、、、グループグループグループグループ初初初初ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン抽出抽出抽出抽出もももも検討検討検討検討
　マレーシアのペトロナス・ケミカルズ・グループ（ＰＣＧ）が、積極投資に乗り出す。サバ州で
は約１０億米ドルを投じて新たな尿素・アンモニア設備を建設するほか、製油所増設に連動して
ペトロナスグループとして初のナフサクラッカーを建設する事業化調査（ＦＳ）に入った。
ナフサクラッカーはエチレン年１００万トン規模を想定、プロピレンは流動接触分解（ＦＣＣ）プ
ロピレンと合わせ最大化するほか、ブタジエン抽出も検討する。ＰＣＧは２２の石化企業を傘下に
昨年１１月上場。合弁株式買収なども背景に、昨年業績は売上高純利益率が２割近くに達するなど
好業績を記録しており、余剰資金を大型投資に振り向け事業規模拡大につなげる考えだ。

12121212 人件費上昇続人件費上昇続人件費上昇続人件費上昇続くくくく中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金、、、、各地各地各地各地でででで改定改定改定改定、、、、労働集約型産業労働集約型産業労働集約型産業労働集約型産業、、、、コストコストコストコスト圧力一段圧力一段圧力一段圧力一段とととと
　中国の人件費上昇が続いている。上海市は４月１日付けで最低賃金を１カ月１１２０元から１２
８０元、約１４％引き上げる。併せて失業保険金の改定も行い、最高で１カ月当たり７３０元とす
る方針。２日の会見で上海市人力資源社会保障局長は「社会保険費と住宅積立金を加算した場合、
上海市の最低賃金は全国最高水準になる」と語った。装置産業としての化学品製造業への直接的
影響は比較的小さいものの、川下の部材組み立てや繊維など労働集約型産業では、コスト圧力が一
段と高まっている。
　広東省では３月１日に最低賃金を改定した。別途設定される深圳市を除くと省内で最も高い広州
市が１カ月１３００元で約１８％の上昇となっている。広州市では昨年５月の引き上げを含めると
５割強引き上げられたこになる。三東省や江蘇省では２月に引き上げられており全国で最低賃金の
改定が相次いでいる。
　中国では、国内総生産（ＧＤＰ）が２ケタ成長を遂げるなか、１月の消費者物価指数は４．９％
上昇しており、不動産価格はもとより食料品の値上がりも顕著で、市民生活を圧迫している。
　生産現場でも技能工が中心となる外資系化学関連企業では最低賃金での雇用は少ない。ただ用途
先、とりわけ中国系最終製品製造業では収益基盤への圧力が一段と高まることになる。内陸部でも
賃金は上昇しているものの、いぜん大きな開きがある。労働集約型産業では内陸への移転が加速す
ることも考えられる。


