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　日本ポリエチレン製品工業連合会
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）

　　　　３３３３月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（月月月月））））
1111 ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴフィルムフィルムフィルムフィルム　　　　帝人帝人帝人帝人デユポンデユポンデユポンデユポン・・・・・・・・・・・・グループグループグループグループ挙挙挙挙げげげげ安定供給安定供給安定供給安定供給、、、、
　　　　岐阜岐阜岐阜岐阜のののの休止休止休止休止ラインラインラインライン稼働稼働稼働稼働、、、、海外工場海外工場海外工場海外工場でででで増産体制増産体制増産体制増産体制もももも

帝人デユポンフィルムは、東日本大震災を受けてポリエステル（ＰＥＴ）フィルムの緊急供給体制
を構築する。停止中だった茨城事業所（茨城県行方市）の生産を２５日に再開、宇都宮事業所（
栃木県宇都宮市）の生産を４月下旬から順次再開すると発表したが、これに加えて岐阜事業所（
岐阜県安八郡）の休止ラインを再稼働させるなど増産対応を開始した。海外の自社工場からの生産
支援にも着手し、一部品目は中国、インドネシア、米国で増産体制を整えていることを明らかにし
た。

1111 計画停電計画停電計画停電計画停電・・・・・・・・・・・・化粧品生産化粧品生産化粧品生産化粧品生産にもにもにもにも影響影響影響影響、、、、外部委託外部委託外部委託外部委託などなどなどなど対応模索対応模索対応模索対応模索
　資生堂など化粧品各社が、計画停電により生産面で打撃を受けている。各社とも主力工場が神奈
川県や静岡県など計画停電の対象地域で供給見通しが不透明になっている。とくに需要が旺盛な
中国などでは、東日本大震災後に各工場の操業停止が報じられたことを受けて、現地消費者が品薄
状態になることを懸念している。今夏・冬にも計画停電が実施される見込みとなっていることから、
安定供給に向けて対応策の検討に入った。

1111 過水過水過水過水、、、、ひっひっひっひっ迫深刻迫深刻迫深刻迫深刻・・・・・・・・・・・・設備能力設備能力設備能力設備能力のののの７５７５７５７５％％％％停止停止停止停止
　過酸化水素の需給ひっ迫が深刻になってきた。東日本大震災と関東地域における計画停電の影響
で、国内５社・７工場の設備能力の７５％が停止を余儀なくされている。国内の過酸化水素市場は
２１万トン（自家消費３万トン強）となっており、需給は均衡していたが、一転して需要業界では
手当て難が表面化しつつある。

1111 カカカカ性性性性ソーダソーダソーダソーダ、、、、樹脂管樹脂管樹脂管樹脂管・・・・継手継手継手継手・・・・・・・・・・・・経産省経産省経産省経産省がががが安定供給要請安定供給要請安定供給要請安定供給要請
　経産省は２５日、カ性ソーダと土木建設工事用硬質プラスチック管・継手の業界に対し、製品の
安定供給確保を要請した。これらの製品は、東日本大震災で生産・加工メーカーや流通企業の事業
拠点が被害を受け、一時的に需給がひっ迫状態にある。既に官民挙げて安定供給の確保に努めてい
るが、被災者支援や被災地の復旧が本格化するのに伴い、今後も需給がタイトに推移すると予想さ
れるため、製造産業局長名で要請を行った。

1111 夏場夏場夏場夏場のののの電力不足電力不足電力不足電力不足にににに対応対応対応対応・・・・・・・・・・・・需要構造需要構造需要構造需要構造、、、、供給見合供給見合供給見合供給見合いいいい　　　　操業短縮操業短縮操業短縮操業短縮などなどなどなど対策検討対策検討対策検討対策検討
　経産省は、東京電力管内で懸念される夏場の需給ギャップ対策の検討に着手し、基本的な考え方
をまとめた。最大１０００万キロワットの供給不足の恐れがあることから、供給に見合った需要構
造に転換を図る。８カ所の火力発電所の復旧や自家発電の活用などにより供給力の回復を進める
一方、産業界に操業・営業時間の短縮や使用電力の上限設定といった協力を求め、家庭にも広く
節電を呼び掛ける。政府の電力緊急対策本部が検討を進める、４月末をめどに具体的な政策パッケ
ージをまとめる。

8888 容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル８８８８団体団体団体団体３３３３ＲＲＲＲ推進推進推進推進へへへへ行動計画行動計画行動計画行動計画・・・・・・・・素材毎素材毎素材毎素材毎にににに１５１５１５１５年度目標年度目標年度目標年度目標、、、、消費者消費者消費者消費者らとらとらとらと連携強化連携強化連携強化連携強化
　容器包装にかかわるリサイクル８団体で構成される３Ｒ推進団体連絡会はこのほど、３Ｒ推進の
為の第２次自主行動計画を策定した。１１年度以降の取り組み目標をさだめたもの。事業者自身の
３Ｒ推進では素材ごとに１５年度目標を定めた。今日２８日、中央環境審議会廃棄物・リサイクル
部会容器包装の３Ｒ推進、消費者や自治体、学識経験者など様々な主体との連携推進をさらに強化
する。
【事業者自ら実施する３Ｒ推進計画の１５年度目標】（基準年度：０４年度）
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5555 消費者庁消費者庁消費者庁消費者庁・・・・・・・・・・・・食品表示義務食品表示義務食品表示義務食品表示義務でででで、、、、被災地取締被災地取締被災地取締被災地取締まりはまりはまりはまりは当面除外当面除外当面除外当面除外
　消費者庁は、被災地への食料の供給を円滑に進めるため、食品衛生法に基づき義務づけられてい
る食品表示基準について、震災地域で販売・授与する食品の取り締まりを当分の間、行わないこと
を明きらかにした。日本農林規格（ＪＡＳ）法に適応した食品表示も同様に取り締まらない。
　また、４月から食品添加物扱いとなるセチル化リン酸架橋デンプンなど１１品目は、３月３１日
で、食品素材扱いの移行期間が終了となるが、これらについても当面、既存表示できることとした。

8888 プラプラプラプラ工連工連工連工連・・・・・・・・・・・・海洋海洋海洋海洋ごみごみごみごみ問題解決問題解決問題解決問題解決へへへへ、、、、業界団体宣言業界団体宣言業界団体宣言業界団体宣言にににに署名署名署名署名
　日本プラスチック工業連盟は、「海洋ごみ問題解決のための世界プラスチック業界団体による
宣言」の趣旨に賛同し、署名した。同宣言は今月２２日からハワイで開催される第５回国際海洋
ごみ会議において、世界各国のプラスチック業界団体が発表したもの。
　効率的な廃棄物管理システムの普及、リサイクルやエネルギー回収の為のプラスチック製品の
回収、サプライチェーン全体を通じた漏出管理など、問題解決に向けた取り組みを産学官が連携し
手推進することを宣言した。

10101010 滝川化学滝川化学滝川化学滝川化学、、、、ベトナムベトナムベトナムベトナム進出進出進出進出・・・・・・・・・・・・包装材工場包装材工場包装材工場包装材工場がががが来春稼働来春稼働来春稼働来春稼働へへへへ
　パッケージ大手の滝川化学工業（本社・千葉県船橋市）はベトナムに生産進出する。食品向け
などのフィルム製造から製袋・印刷まで一貫で手掛ける体制を整えるもの。投資総額は約１５億円。
当初は欧米など先進国向けを中心に輸出するが、将来はベトナムに進出している日系企業などにも
販売する。現在、現地法人「タキガワ・コーポレーション・ベトナム」の設立申請を準備している。
来年４月稼働を見込んでいる。従業員数は８０～９０人体制で始動する。
　現在本社工場は、フル生産が続いておりかねて新工場建設を検討してきたが、ベトナムを選択し
た理由について同社では「若く豊富な労働力があり、親日的であること」等を挙げている。
　ベトナムは昨年経済成長率６．７８％を確保し、１人当たりＧＤＰは１１６８米ドルとなった。
物価上昇率が前年比２ケタ増とインフレ加速の懸念はあるものの、中間層の拡大が消費をけん引す
る構図が鮮明になりつつあり、食品包装など内需は今後急速に拡大しそうだ。

　　　　３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火））））
1111 印刷印刷印刷印刷インキインキインキインキ原料調達困難原料調達困難原料調達困難原料調達困難・・・・・・・・・・・・業界団体業界団体業界団体業界団体、、、、使用抑制使用抑制使用抑制使用抑制をををを要請要請要請要請　ＤＩＣ　ＤＩＣ　ＤＩＣ　ＤＩＣ代替品代替品代替品代替品などなどなどなど対応急対応急対応急対応急ぐぐぐぐ

　東日本大震災の影響で印刷インキの需給にも及んできた。震災後、化学関連企業の生産関連企業
の生産活動に支障をきたす事態が相次ぎ発生したことで、印刷インキの主原料調達が困難になって
いるためだ。とくに新聞インキは、この状態が続くと、４月末には製品および原料在庫が途切れる
可能性も否定できないという。これを受け印刷インキ工業連合では「かつて経験したことのない
厳しい事態」との認識を示し、印刷・新聞業界などにインキ使用量の抑制を要請。一方、インキ最
大手のＤＩＣは代替原料の調達や海外品購入の検討を進めるなど対策を急いでおり、製品供給の維
持に全力を挙げる構えだ。

1111 ＯＰＰ、ＯＰＰ、ＯＰＰ、ＯＰＰ、一部一部一部一部でででで再開再開再開再開・・・・・・・・・・・・供給懸念払払拭供給懸念払払拭供給懸念払払拭供給懸念払払拭にはにはにはには時間時間時間時間もももも
　代表的な食品包装材料で、東日本大震災の影響により供給不足が懸念されている二軸延伸ポリプ
ロピレン（ＯＰＰ）フィルムは、一部の設備で再開の動きが始まった。三井化学東セロが茨城工場
のほぼすべての系列で生産を再開させたほか、フタムラ化学も今週中に茨城の土浦工場の再稼働に
入る計画だ。ただ、サントックスの関東工場(茨城県）、グンゼの福島工場がいぜん停止している
ほか、設備同様に被害を受けた倉庫の再稼働にも手間取っていることから需給はなお予断を許さな
い状況だ。

1111 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・有害物質含有害物質含有害物質含有害物質含むむむむ災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物　　　　　　　　健康被害防止健康被害防止健康被害防止健康被害防止へへへへ対策対策対策対策
　環境省は東日本大震災で発生した災害廃棄物への対応で、有害物質による健康被害を防ぐための
対策を進める。アスベストやポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ）が混入した災害廃棄物の取り扱いや
処理方法を関係都道府県に通知した。アスべストでは含有廃棄物の処理ルートを確保するとともに
建築物の解体・除去現場や避難所の周辺において大気モニタリングを実施する。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・原発事故原発事故原発事故原発事故でででで迫迫迫迫られるられるられるられる新新新新エネエネエネエネ導入拡大導入拡大導入拡大導入拡大
　東日本大震災はエネルギー政策の重要性を改めて思い知らせた。地球温暖化と化石燃料枯渇への
対策という観点に加え、安定供給の面からも電源の多様化が必須と思える。改めて新エネルギーの
導入拡大を急ぐべきだ。　
　既存の火力発電と比べ電力単価安いうえ、ＣＯ２排出量が極めて少ない原子力発電は世界的に再
評価が進み建設ラッシュが始まっている。ところが福島での原発事故は電力源に対する見方を一変
させた。日本経済をけん引してきた自動車産業など製造業は復興に向けて必死に取り組んでいるが
計画停電が足を引っ張っている。こうした中で注目すべきは太陽光や風力、地熱など新エネルギー
の役割。電力各社は築きあげた系統網に「品質の劣る」新たな電力ソースが入り込むことに消極的
である。しかし系統が麻痺した場合、頼れるのは自家発電施設や太陽光発電装置など「独立型の
発電所」である。シャープと新神戸電機は、被災地向け太陽光発電装置を急きょ準備し避難所に
提供を始めたが、こうした利便性はエネルギー砂漠といわれる途上国や僻地でも求められている。
　この為には、太陽光発電装置の性能をより高める必要がある。幸いにも再生可能エネルギーの
買取制度によってソーラーセルやパワーコンデイショナーなどの高効率化は進んでいる。蓄電側で
はナトリウム硫黄電池、リチウム２次電池などの低コスト化と長期信頼性の確保を急ぐ必要がある。
より電気を効率的に使うために、交流への変換が不要な直流家電製品なども検討する必要があろう。
課題は残しているものの、新エネルギーの果たす重要性は実に大きい。

3333 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・郡山工場郡山工場郡山工場郡山工場のののの農薬一部農薬一部農薬一部農薬一部でででで生産再開生産再開生産再開生産再開
　住友化学はこのほど、東日本大震災による農薬・肥料の生産・供給対応状況を明らかにした。
農薬では郡山工場（福島県郡山市）が一部被災したが、ライフラインはほぼ回復し、一部の工場で



生産を再開した。郡山倉庫（同）は倉庫自体は被災しなかったが、一部荷崩れ等がある為製品状況
を確認している。東北地方の物流事情は厳しいものの、出荷再開に向けた準備を進めている。
　肥料では、石巻工場・倉庫（宮城県石巻市）は津波の被害が激しく、復旧の見込みが立っていな
い。船橋倉庫（千葉県船橋市）は、倉庫自体は荷崩れ等を確認し、今週から出荷を再開する見込み。
　ただ出荷再開後しばらくは、１日当たりの出荷可能数量が制限される見込み。

8888 家庭家庭家庭家庭ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量排出量排出量排出量「「「「見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」ツールツールツールツール
　　　　 　環境省は、一般家庭を対象に、日常の生活や消費にともなうＣＯ２排出量をパソコンや携帯電話

で確認できる情報提供ツール「ＣＯ２みえ～るツール」の運用を２５日に開始した。簡単な情報入
力だけで日常生活のＣＯ２排出量を「見える化」できる。
　ツールは①光熱費、食費など支出と収入を入力し、ＣＯ２排出量をグラフ形式で表示する「家計
のみえ～る」②暮らしの改善を行った場合のＣＯ２排出量変化と節約金額が分る「くらしのみえ～
る」③エアコンなど保有する機器の購入年、型番など入力して機器ごとのＣＯ２排出量や電気代が
確認できる「家電のみえ～る」④計測機器で家電機器１日当たりの消費電力量を図る「家電実測値
のみえ～る」⑤日常生活トータルのＣＯ２排出量変化と節約金額が確認できる「トータルでみえ～
る」―　の５つの機能がある。アクセスはhttp://mieeeru.go.jp/

　　　　３３３３月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（水水水水））））
1111 夏場夏場夏場夏場のののの電力不足電力不足電力不足電力不足でででで緊急提言緊急提言緊急提言緊急提言・・・・・・・・・・・・時空間的時空間的時空間的時空間的シフトシフトシフトシフト効果的効果的効果的効果的　　　　　　　　化学工業会化学工業会化学工業会化学工業会

　化学工業会（会長・中尾真一工学院大学教授）は、東日本大震災にともなう今夏の首都圏では、
ピーク持間帯の午後１時～４時に約１０００万キロワットの供給能力不足が懸念されている。
化学工業会では大規模な計画停電を回避する施策を検討した結果、電力供給の増強や省エネなどに
よる電力需要の削減に加えて、休日・勤務時間の変更、サーバー類の移設など時空間的シフトが
効果的としている。
　東京電力の試算によると、今夏までに準備するとされる最大電力供給量は４６００万キロワット。
これに対し夏のピーク時需要は５５００～６０００万キロワットが見込まれ、１０００万キロワッ
ト前後の不足を埋めるメドが立っていないのが実情。
　化学工業会の試算では、電力供給の増加ポテンシャルが３６５万キロワット、需要削減ポテン
シャルが２８０万キロワット。これらでは不足分を補うことは難しいが、電力需要を時間的・空間
的にシフトすれば、更に７６５万キロワットの効果が期待できるとする。
　時間的シフトの１つが休日の変更。週末は平日に比べ電力供給能力に余裕があることから、各業
界の協力の下で夏季期間に休日を月・火曜日、水・木曜日にシフトすることで２７０～３２０万
キロワットの削減効果が期待できる。勤務時間の変更では、２００万人規模で工場や研究所など
夜間運転や夜勤に切り替えることによって、３００万キロワットの削減が可能とみている。

【電力不足対策の効果の内訳】（万キロワット）
電力供給力の増強 電力需要の時空間シフト

太陽光発電 時間的シフト
蓄電技術 　休日シフト
エネファーム・その他分散電源 　勤務時間シフト
防災用自家発電装置 　シエスタ・在宅勤務

電力需要の削減 空間的シフト
機器による削減 　サーバー類の移設
　旧式冷蔵庫の買い替え促進 　単身赴任でない居住地変更
　高効率照明への買い替え促進 　高等教育における国内外留学
　旧式エアコンの買い替え促進 　他地域への観光誘導
　電気ヒートポンプのガス化
ライフスタイルの変化
　自動販売機の停止
　パソコン利用の工夫
　電車の間引き運転
　待機電力の削減
　テレビ視聴の停止

2222 ＥＯ／ＥＧＥＯ／ＥＧＥＯ／ＥＧＥＯ／ＥＧ国内生産国内生産国内生産国内生産７７７７割減割減割減割減・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル、、、、液体洗剤液体洗剤液体洗剤液体洗剤などなどなどなど供給懸念供給懸念供給懸念供給懸念　　　　大阪大阪大阪大阪ではではではでは定修定修定修定修、、、、製品輸入製品輸入製品輸入製品輸入もももも
　酸化エチレン（ＥＯ）・エチレングリコール（ＥＧ）の需給がひっ迫している。東日本大震災に
より三菱化学、丸善石油化学千葉工場のＥＯ／ＥＧプラントが停止している、日本触媒も低稼働を
余儀なくされている。これらのトラブルの為、国内生産能力約７０万トンに対し、３割程度の設備
しか稼働していない。三井化学大阪工場も６月には定修を予定しており、東日本の設備の早期復旧
が求められている。この状況が長引けば、ＰＥＴボトル、液体洗剤など最終製品の供給不安につな
がっていく。

10101010 ＶＯＣＶＯＣＶＯＣＶＯＣ排出抑制排出抑制排出抑制排出抑制・・・・・・・・・・・・法規制法規制法規制法規制とととと産業界産業界産業界産業界のののの自主行動継続自主行動継続自主行動継続自主行動継続がががが適当適当適当適当　　　　経産省経産省経産省経産省
　経済産業省は、２０１１年度以降のＶＯＣ（揮発性有機化合物）排出抑制の取組み内容について
考えを示した。排出量が順調に減少していることを踏まえ、法規制と産業界による自主的取り組み
を組み合わせた排出抑制制度を継続するのが適当としている。
　経産省所管の業界が取り組むＶＯＣ排出削減の現行自主行動計画は、１０年度が最終年度。
環境省の中央環境審議会は今年６月をめどに１１年度以降のＶＯＣ排出対策について答申をまとめ
るが、４月から答申公表まで空白期間が生じるため、経産省として今後の取り組みについての考え
方を企業に示した。１１年度以降はＶＯＣ排出削減の数値目標は設定しないが、大気汚染防止法
などの法規制と、自主行動計画に代表される自主的取り組みを組み合わせた排出抑制制度を継続す
るのが適当としている。
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10101010 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災・・・・・・・・・・・・災害廃棄物処理災害廃棄物処理災害廃棄物処理災害廃棄物処理　　　　全額国庫負担全額国庫負担全額国庫負担全額国庫負担でででで、、、、政府政府政府政府がががが特別措置決定特別措置決定特別措置決定特別措置決定
　政府は２９日、東日本大震災で大量に発生した災害廃棄物処理を地方自治体が処理する費用につ
いて、全額国庫負担とする特別措置を決めた。同日の閣議後会見で松本龍環境大臣（防災担当大臣）
が発表した。国庫補助率引き上げと地方交付税措置の拡充で財政支援を手厚くすることにした。

10101010 エコポイントエコポイントエコポイントエコポイントでででで震災義援金震災義援金震災義援金震災義援金・・・・・・・・・・・・政府政府政府政府、、、、交換商品交換商品交換商品交換商品にににに追加追加追加追加
　政府は、家電エコポイントと住宅エコポイントの交換商品に東日本大震災の被災地支援寄付(義援
金）を追加した。２９日から受付を開始している。寄付に交換されたポイントは１点＝１円で、換
算。ポイントの相当額をそれぞれのエコポイント事務局が義援金として日本赤十字社に全額寄付す
る。

　　　　３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（木木木木））））
1111 新化学技術推進協会新化学技術推進協会新化学技術推進協会新化学技術推進協会　　　　４４４４月発足月発足月発足月発足・・・・・・・・・・・・ＧＳＣＧＳＣＧＳＣＧＳＣをををを活動活動活動活動のののの中核中核中核中核にににに

　新化学発展協会が化学技術戦略推進機構の戦略推進部と事業統合、４月に「新化学技術推進協会」
を発足させる。これに先立ち、米倉弘昌会長（住友化学会長）が２９日会見し、設立の目的などを
語った。ユーザーなど幅広い分野の参加を得て、ＧＳＣ（グリーン・サステイナブル・ケミストリ
ー）を軸とした活動を行っていくとのこと。

1111 エチレンエチレンエチレンエチレン・・・・・・・・・・・・ＪＸＪＸＪＸＪＸ・・・・川崎川崎川崎川崎がががが再稼働再稼働再稼働再稼働、、、、丸善丸善丸善丸善・・・・千葉千葉千葉千葉もももも復旧復旧復旧復旧へへへへ前進前進前進前進
　東日本大震災の影響で操業を停止していたエチレン製造装置が立ち上がり始めた。２９日にＪＸ
日鉱日石エネルギーが川崎（年４４．３万トン＝定期修理スキップ年）の操業を再開。丸善・千葉
（同５２．５万トン＝同）も、稼働再開のめどが立ちつつある。これにより国内総生産能力の約９
割程度の操業が見込めることとなる。一方、三菱化学・鹿島の２基は周辺道路・バースともに損傷
により利用が困難なうえ、インフラ関連設備や機器なども激しい損傷を受けたため、復旧に最短で
も２カ月かかる見通しとなっている。

2222 石連石連石連石連がががが１１１１１１１１年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画・・・・・・・・・・・・エネエネエネエネ政策提言政策提言政策提言政策提言にににに全力全力全力全力
　　　　震災震災震災震災でででで石油製品石油製品石油製品石油製品のののの重要性浮重要性浮重要性浮重要性浮きききき彫彫彫彫りりりり、、、、精製能力含精製能力含精製能力含精製能力含めめめめ““““あるべきあるべきあるべきあるべき姿姿姿姿””””問問問問うううう

　石油連盟は、エネルギー政策への提言を、２０１１年度事業計画の最重要課題として取り組む。
原子力発電の推進を掲げた現在のエネルギー政策の見直しが必至の情勢のなか、石油製品について
は、災害に強い分散型エネルギーとして重要性が再認識されており、石油連盟では、石油を基盤と
したエネルギー政策の構築を求めていく方針。能力過剰が問題視されていたが、今回の地震では
その余力が大きな役割を果たしており、適正な精製能力についても改めて問われることになりそう
だ。
　今回の地震に対する石油業界の反応は早く、地震発生の翌日未明には２４時間体制で官邸から
要請のあった病院など需要先へ燃料の緊急供給を開始した。この時点では、東北・関東で６つの
製油所が停止していたが、北海道、関東、西日本の製油所から東北地方へ製油製品を送り込む一方、
石油製品の緊急輸入も決め供給量確保に努めた。
　こうした石油業界の取り組みは、被災地へのエネルギー供給において、集中型エネルギーシステ
ムの代表である電気が復旧に時間を要し外部調達も難しいのと対象的に、供給に柔軟性がある分散
型エネルギーとしての石油の重要性の再認識につながっている。
　一方、福島原子力発電所の事故を受け、原子力発電の推進を掲げた現在のエネルギー基本計画の
早期見直しは必至の情勢となっており、石連では１１年度事業計画のなかで、エネルギー政策への
提言を最重要課題として取り組んでいくことにした。政策提言の具体的な中身については今後検討
していくが、そこでは石油をエネルギー供給の“最後の砦”と位置付け、過剰とされていた国内の
精製能力を含め、産業全体のあるべき姿を問うことになりそうだ。

　　　　４４４４月月月月０１０１０１０１日日日日（（（（金金金金））））
1111 化審法化審法化審法化審法がががが本格施行本格施行本格施行本格施行・・・・・・・・・・・・化学物質化学物質化学物質化学物質ののののリスクリスクリスクリスク最小化最小化最小化最小化へへへへ　　　　全物質対象全物質対象全物質対象全物質対象にににに包括的管理包括的管理包括的管理包括的管理

　化学工業が生み出す製品は各種の工業原料や最終製品として幅広く活用され、人類社会に不可欠
な存在。一方、不適切な使用や管理によって人の健康や環境を損なう場合もあり、化学物質を適性
管理・使用し健康や環境へのリスクを最小化することが求められている。きょう４月１日に第２
段階が施行され本格的に動き出す改正化学物質審査規制法（化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律）の狙いもここにある。
　わが国の化学物質管理体制は、すべての化学物質を対象とした包括的な管理制度へと大きく軸足
を移す。

1111 日本日本日本日本ポリケムポリケムポリケムポリケム　　　　川崎川崎川崎川崎ののののＰＰＰＰＰＰＰＰ再開再開再開再開、ＰＥ、ＰＥ、ＰＥ、ＰＥ稼働準備稼働準備稼働準備稼働準備
　日本ポリケムグループの日本ポリプロは、東日本大震災で停止していた川崎工場のポリプロピレ
ン（ＰＰ）１系列の稼働を先週末までに再開した。日本ポリエチレンの川崎工場のポリエチレン
（ＰＥ）６系列も４月上旬の稼働に向けて準備に入った。
　震災により、日本ポリプロは鹿島、五井（千葉県）、川崎工場のＰＰ９系列・１０６万トン設備
が、日本ポリエチレンは鹿島工場、川崎工場のＰＥ９プラント６４万５０００トンが停止した。
ただ、大きな損傷を受けた設備は無く、原料供給の回復や輸送設備の復旧などの条件が整えば、
生産は再開できる。
　五井工場のＰＰは、丸善石油化学のナフサクラッカーの稼働を待っている状況。鹿島工場のＰＰ
ＰＥは、鹿島コンビナートのバースや発電設備に損傷を受けている為、再開には２カ月程度要する
見通し。

1111 チッソチッソチッソチッソ・・・・・・・・・・・・五井製造所五井製造所五井製造所五井製造所をををを今月立今月立今月立今月立ちちちち上上上上げげげげ



　チッソは３１日、東日本大震災に伴い操業を停止していた五井製造所（千葉県）を４月中に立ち
上げる方針を明らかにした。
日本ポリプロ、京葉ポリエチレンなどの設備も含み、早期正常化を目指して引き続き復旧作業を急
ぐ。近隣で生じた火災のために、同製造所は液晶材料をブレンドするリクソンセンターと自家発電
所を除き稼働停止を余儀なくされていた。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・試練試練試練試練にににに耐耐耐耐えてえてえてえて新新新新しいしいしいしい企業像企業像企業像企業像のののの構築構築構築構築をををを
　リーマン・ショックから２年半を経過、日本経済は着実に持ち直し、企業業績も回復してきた。
しかし、３月１１日に発生した東日本大震災の為、自動車生産が全面停止になったことから一転し
て３月は大幅低下になろう。震災発生から２０日を過ぎ被災地の復旧は始まったばかりで、東京電
力福島原子力発電所の放射能漏れは、解決の方策を見出せず長期化している。そのため首都圏の
計画停電が始まり、日常生活のみならず経済活動も停滞している。
　基礎化学品の生産基地である鹿島・千葉地区は大きな被害を受け、一部コンビナートの生産再開
には相当の時間が必要とされている。樹脂添加剤などファインケミカルは、特定企業に依存してい
る製品も多い。被災や停電により生産に支障が続くと、自動車や電機産業などを含めてサプライ
チェーンに混乱を引き起こす懸念もあるが、現段階では全容は明らかになっていない。
　４月１日は新年度のスタートとともに就職氷河期を経て社会人生活を始める若い人材が第一歩を
踏み出す日である。だが、３・１１大震災はリーマンショック以上の衝撃を日本経済に与えること
が懸念され、「マイナスからの再出発」さえも覚悟せざるを得ない。
　被災地の復旧と並行して、経済再生も喫緊の課題である。まず国内の生産拠点の再構築を考える
べきだ。リーマンショックを契機に一段と進んだ短期的な収益重視の経営を見直し、試練を乗り越
えた新しい企業像の構築が問われている。

2222 ナフサナフサナフサナフサ　　　　再再再再びびびび騰勢騰勢騰勢騰勢・・・・・・・・・・・・国産換算国産換算国産換算国産換算６６６６万円水準万円水準万円水準万円水準
　輸入ナフサ市況が再び騰勢を強めてきた。東日本大震災時に一時的に弱含んだが、足元では
１トン当たり１０００ドル水準に復している。国産換算すると国内の石化メーカーが進める値上げ
前提である１キロリットル当たり６万円吸い従となり、値上げ交渉の本格化につながる材料となる
ことが予想される。

3 「「「「東洋東洋東洋東洋インキインキインキインキＳＣＳＣＳＣＳＣホールデイングスホールデイングスホールデイングスホールデイングス」」」」がががが発足発足発足発足・・・・・・・・・・・・持株会社制持株会社制持株会社制持株会社制にににに移行移行移行移行
　東洋インキ製造が、きょう１日から「東洋インキＳＣホールデイングス」として新たなスタート
を切った。持株会社制への移行に伴い商号を変更するとともに、スペシャリテイケミカル企業とし
ての姿勢を鮮明化する。同時に北川克己副社長が社長に昇格、佐久間国雄社長が代表権を持つ会長
に就任する人事を、きょう開催される取締役会で正式決定する予定。
　また、新たな事業会社がきょうから始動。印刷・情報関連事業およびパッケージ関連事業を「
東洋インキ」に、ポリマー・塗加工関連事業および色材・機能材料関連事業を「トーヨーケム」に、
それぞれ継承させる。

6666 味味味味のののの素素素素・・・・・・・・・・・・東電東電東電東電にににに電力供給電力供給電力供給電力供給
　味の素は３１日、和風調味料「ほんだし」などを製造する川崎事業所（神奈川県）の自家発電所
の余剰電力を東京電力に供給していると発表した。空調の停止など節電努力もあり、総発電量の約
５割の毎時１万４０００キロワットを東電に供給。同事業所では都市ガスを燃料とする自家発電設
備を保有、必要電力のすべてを賄っている。


