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　　　　４４４４月月月月０４０４０４０４日日日日（（（（月月月月））））
1111 クレハクレハクレハクレハ　　　　岩崎隆夫社長岩崎隆夫社長岩崎隆夫社長岩崎隆夫社長・・・・・・・・・・・・いわきいわきいわきいわき事業所再開事業所再開事業所再開事業所再開メドメドメドメドもももも　　　　原発原発原発原発のののの風評被害風評被害風評被害風評被害がががが深刻深刻深刻深刻
　　　　地元地元地元地元とともとともとともととも復活復活復活復活をををを、、、、製品出荷製品出荷製品出荷製品出荷にににに問題問題問題問題なしなしなしなし

　いわき事業所（福島県）の稼働再開計画を発表したクレハ。震災前からひっ迫していたリチウム
イオン２次電池（ＬｉＢ）のバインダーに使われるポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）や、負極材
などを生産する工場として復旧が待望されていたが、震災による被害は比較的軽微にとどまり、
今月から順次生産を回復できる見通し。しかし、岩崎隆夫社長は福島第１原子力発電所の事故の
風評被害により近隣の町から都市機能が失われていることを問題視する。「地元が元気を取り戻す
ことなく当社の復旧は無い」と明言し、地元いわきとともに復活を誓う。

1111 包装材料包装材料包装材料包装材料メーカーメーカーメーカーメーカー・・・・・・・・・・・・溶剤溶剤溶剤溶剤ＭＥＫＭＥＫＭＥＫＭＥＫひっひっひっひっ迫深刻迫深刻迫深刻迫深刻、、、、代替品採用代替品採用代替品採用代替品採用のののの動動動動きききき
　食品包装等に使用されるプラスチックフィルム製品は、印刷インキなどに使用する溶剤のうち、
供給不足が懸念されているメチルエチルケトン（ＭＥＫ）について一部を他製品に切り替える動き
が出ている。既に大手包装材料メーカーが代替品の切りかえ準備に入っており、性能や品質の確認
が済み次第、本格採用に踏み切る見通し。
　ＭＥＫは、東日本大震災の影響で丸善石油化学が五井工場（千葉県）に保有する日本最大の年産
１７万トンプラントが停止し、需給バランスが極めてひっ迫しており、インキメーカーや接着剤
メーカーによっては必要量を確保できない状況という。このためプラスチックフィルムの加工業界
では、包装材料の印刷用インキやラミネート用の接着剤、工業用(光学用）フィルムのコーテイング
済などの入手難により、一時的に生産が制限されるケースも発生した。
インキメーカーは包装材料メーカーに対し、ＭＥＫに性状が近い溶剤をベースに数種類の代替品を
提案中。代替品はメチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ）などＭＥＫと比較して溶解力の低い溶剤と
アセトンなど容解力の高い溶剤をブレンドしたものとみられる。

1111 石連首脳会見石連首脳会見石連首脳会見石連首脳会見・・・・・・・・・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策抜本見直政策抜本見直政策抜本見直政策抜本見直しをしをしをしを
　石油連盟首脳は１日、都内で会見した。東北地方における給油所再開への具体的な取組みを示す
とともに、エネルギー政策の抜本的な見直しを求めた。
　天坊昭彦会長（出光興産会長）は、「国内の石油製品需要が低下傾向にあるなか、各社が競争力
のない設備の削減を進めるにには経済合理性がある。しかし、その結果として日本がショートポジ
ションでいいのかということは考えることが必要だ」との認識を示した。また「今回の地震では、
製油所の配置が重要であることが明らかになった。各社が自主的に能力削減を進めて、偏った形に
なってはならない」と企業間で全体最適に向けた議論が可能になるような環境整備の必要性を訴え
た。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・深刻深刻深刻深刻なななな電力不足電力不足電力不足電力不足をどうをどうをどうをどう切切切切りりりり抜抜抜抜けるかけるかけるかけるか
　東京電力福島第１原子力発電所の事故が深刻化、その収拾策が喫緊の国家的課題となっているが、
夏の需要期に向けた電力不足が必至の情勢となってきた。政府は、電力需要を強制的に抑制する
需給対策を４月中に決める方針だ。ここでは火力発電や自家発電など供給の最大化とともに、節電
や省エネそして生産最適化など需要側の対応が大きな焦点になる。
　化学産業は基幹産業であるエチレンから各種誘導品、中間製品や最終商品まで長いサプライチェ
ーンを持ち、それぞれ電力事情が異なる。いずれも組み立て産業や国民生活と密着しており、きめ
細かな対応が不可欠となる。
　政府は企業・産業界に対し工場やオフィスの夏季休暇の分散化や操業時間の短縮シフト、圏外へ
の生産シフトのほか、「使用電力の上限設定」等を示す見通し。上限設定が実施されることになれ
ば、１９７３年の石油機器以来となる。こうしたなか日本経団連は震災復興に向けた緊急提言を
発表、４月中をメドに「電力対策自主行動計画」を策定することを決めた。今後、産業別に実施計
画の策定を急ぎ、政府の需給対策に反映させたい考えだ。
　電力リスクを最小限に抑え込む意味でも、官民の協調体制が不可欠となる。

2222 丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学・・・・・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン設備設備設備設備がががが再稼働再稼働再稼働再稼働、ＭＥＫ、ＭＥＫ、ＭＥＫ、ＭＥＫ等等等等はははは来年度以降来年度以降来年度以降来年度以降
　丸善石油化学はきょう４日、千葉工場のエチレン製造設備（年産５２．５万トン＝定修スキップ）
を再稼働する。既にＪＸ日鉱日石エネルギー・川崎（年産４４．３万トン＝同）が再開しており、
国内で総合可能なエチレンの能力は、震災前の９割程度にまで回復することになる。
　しかし、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）などについては、製造装置が被災しており復旧には最低
でも１年は必要とみている。長期の出荷停止となることが明らかになりインキメーカー等の需要家
には抜本的な対応策が求められることになる。

2222 ＪＸＪＸＪＸＪＸエネエネエネエネ会見会見会見会見・・・・・・・・・・・・鹿島鹿島鹿島鹿島、、、、夏夏夏夏めどめどめどめど生産再開生産再開生産再開生産再開、、、、仙台仙台仙台仙台はははは早早早早くともくともくともくとも１１１１年先年先年先年先
　ＪＸ日鉱日石エネルギーの木村康社長はこのほど会見し、地震後操業を停止している鹿島製油所
について、夏までに生産再開を目指す考えを示した。一方、火災が発生した仙台製油所の再稼働に
ついては、最低でも１年かかるとの見通しを示した。
　今回の地震では、仙台、鹿島とともに根岸製油所が操業を停止。これまでに、根岸は操業を再開
しているほか、精製設備は停止している鹿島も在庫と西日本の製油所からの転送により出荷を実施
している。
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2222 汎用樹脂汎用樹脂汎用樹脂汎用樹脂サプライチェンサプライチェンサプライチェンサプライチェン確認確認確認確認がががが急務急務急務急務・・・・・・・・原料原料原料原料、、、、電力電力電力電力、、、、需要動向等需要動向等需要動向等需要動向等５５５５月月月月からからからから夏場夏場夏場夏場のののの安定生産安定生産安定生産安定生産にににに不安不安不安不安
　汎用樹脂の供給能力が回復しつつある。しかし、添加剤の調達、電力といった制約要因に加え、
自動車生産など需要動向がまだ見極めにくいことから、５月以降から夏場にかけての安定生産には
不安が大きい。ポリエチレン（ＰＥ）等は食品包装材料に需要は堅調、医療用材料など震災に関連
した需要も増えている。一方、ポリプロピレン（ＰＰ）は主力の自動車向け需要に不安があり、
各種添加剤を確保することも含め、サプライチェーンの確認が急務となっている。
　各種添加剤の生産においては、ＢＡＳＦジャパンは関東・東北の製造拠点の生産を停止しており、
酸化防止剤として世界的に採用されている「イルガノックス」を供給できなくなっている。

3333 樹脂加工業界樹脂加工業界樹脂加工業界樹脂加工業界・・・・・・・・・・・・リスクリスクリスクリスク対策対策対策対策のののの認識新認識新認識新認識新たにたにたにたに、、、、企業間企業間企業間企業間でででで生産連携生産連携生産連携生産連携、、、、海外品含海外品含海外品含海外品含めめめめ原料多様化原料多様化原料多様化原料多様化もももも
　樹脂加工業界で、従来と一線を画したリスク対策が必要との認識が高まっている。未曾有の大震
災を経験し、企業の持続性やエネルギー消費のあり方などに対する認識が大きく変化していること
が背景。輸入品を含めた原材料調達の多様化や、企業連携を活用した生産拠点の多様化・効率化等
が想定されている。樹脂加工業界で企業間の連携が強まれば、日本の産業復興を加速させる原動力
になりそうだ。
　樹脂加工品は、医療用品、食品、日用品、建材、工業材料といった幅広い分野でプロダクトチェ
ーンの一翼を担っている。今回の震災の直接的被害を受けかった生産拠点でも、計画停電の影響や
原材料となる合成樹脂、添加剤などの入手難、ガソリン、燃料油不足といった影響を受け、結果と
してプロダクトチェーンが途切れるケースが続出した。また、今後も関東地域では夏場の電力不足
が大きな懸念材料となっており、エネルギー消費を抑えた生産活動や、生産拠点のシフト・分散化
といった課題に直面している。このため各社は従来のリスク管理の考え方では企業の持続性を十分
担保できないとの認識に立ち、新たなリスク対策の導入を検討し始めている。
　具体的には、海外品を含めた幅広い材料を使いこなすことによる調達先の多様化を検討する動き
があるほか、製造拠点の多様化や効率生産を実現する企業連携が必要との認識も強まっている。
　企業連携については、夏場の節電に対応し国内の最適生産体制を実現するため、思い切った企業
間の生産受委託を検討する動き等が進みそうだ。

3333 グンゼグンゼグンゼグンゼ・・・・・・・・・・・・福島福島福島福島ののののＯＰＰＯＰＰＯＰＰＯＰＰなどなどなどなど週内週内週内週内にもにもにもにも通常生産通常生産通常生産通常生産
　グンゼは１日、プラスチックフィルム生産工場である福島プラスチック(福島県本宮長）と、グラ
ビア印刷工場の福島グラビア（同）について、３月２８日から復旧作業を開始したと発表した。
福島プラスチックの複合ナイロンフィルムと２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ)フィルムの生産機は
今週にも通常生産に戻す考え。

3333 ２２２２月月月月ののののＰＰＰＰＰＰＰＰフィルムフィルムフィルムフィルム出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績・・・・・・・・・・・・ＣＰＰＣＰＰＣＰＰＣＰＰはははは２２２２．．．．７７７７％％％％増増増増、ＯＰＰ、ＯＰＰ、ＯＰＰ、ＯＰＰはははは３３３３．．．．３３３３％％％％増増増増
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた出荷実績によると、２月の合計出荷は、２軸延伸
ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムが前年同月比３．３％増の１万８３９０トン、
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムは同２．７％増の１万２６４１トンと、主力の食品用の伸
びが支える形でいずれも増加した。

【２月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

8888 政府政府政府政府・・・・・・・・・・・・災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物　　　　処理方法処理方法処理方法処理方法、、、、種類種類種類種類ごとにごとにごとにごとに指針指針指針指針、、、、一時保管場所等一時保管場所等一時保管場所等一時保管場所等　　　　引引引引きききき続続続続きききき課題課題課題課題もももも
　東日本大震災で大量に発生した災害廃棄物の処理について、政府は３１日までに種類ごとの処理
ガイドラインを示した。１９日に示したＰＣＢ含有（可能性があるものを含む）トランス・コンデ
ンサー、アスベスト含有建材に続き、自動車、家電、パソコン、感染性廃棄物についてもガイドラ
インを作成、関係都道県に通知した。被災地の復旧には山積みされた災害廃棄物の処理が急務。
しかし、所有者が不明な有価物の扱いなど現場では判断が出来ず、処分・処理について自治体は国
に早急な処理方針を示すよう求めていたが、財産権の問題を巡って政府部内の調整が難航、１１日
の地震発生から２０日が経過して、ようやくガイドラインが示された。

9999 日銀短観日銀短観日銀短観日銀短観・・・・・・・・・・・・３３３３月月月月のののの景況感景況感景況感景況感２２２２期期期期ぶりぶりぶりぶり改善改善改善改善、、、、震災以降震災以降震災以降震災以降はははは再集計再集計再集計再集計しししし公表公表公表公表
　日銀が１日発表した３月の企業短期経済観測調査（短観）によると、大企業製造業の業況判断指
数（ＤＩ＝「良い」から「悪い」を引いた場合）はプラス６と、昨年１２月の前回調査（プラス５）
に比べ小幅ながら改善した。改善は２期ぶり。
　調査の回答基準日が東日本大震災の発生と同じ３月１１日だったため、震災による企業の業況悪
化はほとんど織り込まれなかった。このため、日銀は震災が発生した１１日までと１２日移行の
回答を別々に再集計して、きょう４日に結果を公表する。震災が企業家心理に与える影響を分析す
るとともに今後のＤＩの悪化についても注視する構えだ。

　　　　４４４４月月月月０５０５０５０５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各社各社各社各社・・・・・・・・・・・・供給維持供給維持供給維持供給維持へへへへ対応急対応急対応急対応急ぐぐぐぐ　　　　代替品確保代替品確保代替品確保代替品確保やややや海外調達海外調達海外調達海外調達　　　　原料問題原料問題原料問題原料問題、、、、長期化長期化長期化長期化へへへへ

　東日本大震災で丸善石油化学・千葉工場における印刷インキの主原料設備の復旧に最低１年を要
することが明らかになったのを受け、印刷インキ各社が対応を急いでいる。なかでも新聞インキの
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主原料の１つであるジイソブチレン（ＤＩＢ）は丸善石油化学が国内唯一のメーカーであることか
ら、業界団体の印刷インキ工業連合会は危機感を強めている。こうした状況に対し、各社は代替原
料ソースの確保や海外からの調達に加え、場合によっては他原料へのシフトも視野にいれるなど
事態打開に全力を挙げており、当面の供給不足を回避させると強調している。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・国民国民国民国民がががが安心安心安心安心できるできるできるできる耕作地土壌調査耕作地土壌調査耕作地土壌調査耕作地土壌調査をををを
　東京電力福島第１原子力発電所の事故にともなう農作物や水道水への不安が広がっているなか、
農水省が耕地の土壌中に含まれる放射性物質が農作物にどれくらい移行するか調査に乗り出した。
福島第１原発の３０キロメートル圏外１５０カ所で、ヨウ素より半減期の長いセシウムを対象に
土壌中にどれだけ含まれるか調べる。それと並行して過去の論文などから、土壌中に含まれるセシ
ウムの農作物への移行係数を割り出し、作付け可否の判断に役立てる。
　既に水産生物については、千葉県水産総合研究センターが３月２３～２４日にかけて銚子港に水
揚げされた５種類の魚を対象に放射性物質の分析を行い、いずれも不検出もしくは暫定規制値以下
だったことが公表された。その後も千葉県は、県内の他の漁港に水揚げされた魚介類についても安
全であることを公表したことから消費者の不安を払拭し、銚子の魚市場も活気を取り戻しつつある。
　一方、農水省が始める耕地の土壌調査についてはまず、水稲を対象に実施し、作付が始まる前の
４月中旬には都道府県に結果を示したいとしている。セシウムは肥料成分でもあるカリウムと同じ
挙動を示すことから、施肥技術による作用についてもさらなる調査・研究も必要になろう。
　３月末のホウレンソウの出荷停止措置では暫定規制値を超えたロットだけでなく、福島、茨城、
栃木、群馬４県すべてのホウレンソウを出荷停止にした為、汚染されていないものまで廃棄せざる
を得ない状態になった。また、摂取制限されていない産地のホウレンソウでも購入を拒まれるよう
な風評被害も見られた。福島など４県のホウレンソウの作付け面積は日本全体の２割弱、水稲では
約１５％に及ぶ模様。化学産業からみれば、農薬、肥料、農業用フィルムなど農業生産資材も影響
を受けることになる。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン用輸入用輸入用輸入用輸入ナフサナフサナフサナフサ・・・・・・・・・・・・２２２２月月月月、、、、８４０８４０８４０８４０円上円上円上円上げのげのげのげの５５５５万万万万１４０１４０１４０１４０円円円円
　経産省がまとめた２０１１年２月のエチレン用輸入ナフサ価格は、１キロリットル当たり５万
１４０円となった。１月に比べ８４０円の値上がり。ドルベース価格は１トン当たり８７８．４
ドルで１月比２１．６ドルの値上がり。為替レートは１ドル８２．３円で、０．６円の円高。

9999 景況感景況感景況感景況感、、、、先行先行先行先行ききききマイナスマイナスマイナスマイナスにににに・・・・・・・・・・・・日銀短観日銀短観日銀短観日銀短観、、、、震災後震災後震災後震災後にににに悪化幅拡大悪化幅拡大悪化幅拡大悪化幅拡大
　日銀は４日、３月の企業短期経済観測調査（短観）について、東日本大震災の発生前後別々に
集計した結果を発表した。前後を比較すると、震災後の大企業製造業の業況判断指数（ＤＩ＝「良
い」から「悪い」を差し引いた割合）は現状判断がプラス６と大きな変化はなかったが、先行き
判断はマイナス２に沈んだ。中小企業製造業も先行きがマイナス１８(現状マイナス６）となり、
規模を問わず企業が震災で生産や消費の落ち込みに警戒感を強めている姿が確認された。

　　　　４４４４月月月月０６０６０６０６日日日日（（（（水水水水））））
1111 石連石連石連石連、、、、経産省経産省経産省経産省にににに要請要請要請要請・・・・・・・・・・・・発電用重油発電用重油発電用重油発電用重油のののの需要増必至需要増必至需要増必至需要増必至、、、、硫黄分規制一時緩和硫黄分規制一時緩和硫黄分規制一時緩和硫黄分規制一時緩和をををを
　　　　供給多様化供給多様化供給多様化供給多様化、、、、白油過剰回避狙白油過剰回避狙白油過剰回避狙白油過剰回避狙うううう

　石油連盟は、需要増加が予測される発電用重油について、硫黄分規制の一時的緩和を経産省に
要請した。供給を多様化し、増産による対応を最小限にとどめることが狙い。製油所では重油とと
もに３倍の白油（ガソリン、灯油、軽油）が同時に生産される。このため、白油の需給バランスが
均衡している現状では重油の増産が白油の供給過剰を引き起こし、元売りの収益を直撃しかねない
ためだ。

1111 ＭＥＫＭＥＫＭＥＫＭＥＫ供給不足供給不足供給不足供給不足にににに対応対応対応対応・・・・・・・・・・・・昭電昭電昭電昭電、ＮＰＡＣ、ＮＰＡＣ、ＮＰＡＣ、ＮＰＡＣ増産増産増産増産
　昭和電工は環境対応溶剤の酢酸ノルマルプロピル（ＮＰＡＣ）を増産する。東日本大震災の影響
でメチルエチルケトン（ＭＥＫ）の供給不足が懸念されるなか、代替需要の高まりを受けて供給体
制を整える。大分コンビナートにある年産１万トンのプラントを近くフル稼働させる考え。
印刷インキのほか接着剤や光学フィルム、抽出溶剤向けでの利用を見込む。

1111 政府政府政府政府・・・・・・・・・・・・今夏今夏今夏今夏にににに電力制限令電力制限令電力制限令電力制限令
　政府は今夏の電力供給不足に対応するため、電力使用制限令を発動する。海江田万里経済産業大
臣が５日の会見で「電気事業法第２７条による規制も必要」との認識を示した。週内にも電力需給
緊急対策本部の関係閣僚会議で方向性を示す。経産省では既に産業界との調整に入っている。
東電管内のほか東北電力管内も対象となる見込み。電力使用制限令の発動は第１次オイルショック
以来となる。夏場に向けた電力政策全体パッケージは月内にまとめる。
　電力使用制限令は、ピーク時の使用最大電力を前年比２５％程度カットする方向で検討が進めら
れている。期間は梅雨明けの６月中旬から９月中旬までの期間を想定する。
　電気事業法第２７条が使用制限の対象とするのは、５００キロワット以上の大口需要家。
対象企業はピーク時の電力使用を削減する計画を策定して政府に提出する。違反すれば１００万円
以下の罰金が科せられる。東電管内では大口需要家は全体の６割。残る４割は家庭用や零細・中小
企業など。
　産業界では、経団連が業界ごとに自主的な節電計画の策定を進めているが、同時に政府が使用制
限令を発動することで、自主計画の実効性が担保されるという声もある。

　　　　４４４４月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（木木木木））））
1111 素材素材素材素材・・・・材料業界危機感高材料業界危機感高材料業界危機感高材料業界危機感高まるまるまるまる・・・・・・・・・・・・計画停電中小化学計画停電中小化学計画停電中小化学計画停電中小化学もももも影響大影響大影響大影響大、、、、自家発自家発自家発自家発なくなくなくなく拠点拠点拠点拠点がががが集中集中集中集中
　　　　化成協化成協化成協化成協がががが使用削減策使用削減策使用削減策使用削減策　　　　全事業者全事業者全事業者全事業者「「「「公平公平公平公平にににに」」」」

　夏場の電力需要ピーク時を控え、中小化学メーカーの間に計画停電による影響の懸念が広がって



いる。緊急用の自家発電装置の設置が進んでいる大手に比べ同装置を備える企業が少ないなどの
背景がある。大口需要家は前年比２５％使用制限の方向で検討が進められているが、対象外企業も
含めた徹底した対策による計画停電回避が不可欠。
　こうしたなか、化成品工業協会は経済産業省に提案書を提出。全事業者に対するペナルテイを
含めた厳格な電力使用制限策を要望しており、中小を含め不公平感のない対策の実施を望んでいる。

　　　　輸入品転換輸入品転換輸入品転換輸入品転換でででで年税措置年税措置年税措置年税措置　　　　輸出輸出輸出輸出にににに支障支障支障支障、、、、放射能汚染放射能汚染放射能汚染放射能汚染でででで証明書要求証明書要求証明書要求証明書要求もももも
　化学繊維業界において、製品供給の不安が広がりつつある。鹿島コンビナートの操業停止などに
より、ポリエステル繊維原料のエチレングリコール（ＥＧ）などの調達が困難になっており、各社
の生産に影響が出始めているもよう。また、海外企業から放射能汚染に関する証明書発行を要求さ
れるケースが出始めており、輸出にも支障が生じている。国内生産の縮小に悩む化繊業界が新たな
課題に直面している。
　ＥＧのほかポリプロピレン（ＰＰ）の調達も困難になっているようで、業界では輸入品への切り
替へに際して、ＥＧ（輸入関税５．５％）、ＰＰ（同６．５％）の輸入免税などを要請していく
考え。
　また、放射能汚染に関する問題に関しては、国に対して基準値の設定や検査機関の指定を行った
上で、公的な証明書発行を要求していく。

2222 食品食品食品食品メーカーメーカーメーカーメーカーがががが品種絞品種絞品種絞品種絞りりりり込込込込みみみみ・・・・・・・・・・・・包材包材包材包材もももも品目削減品目削減品目削減品目削減、、、、生産効率高生産効率高生産効率高生産効率高まるまるまるまる
　食品メーカーが、食品類の品種簡素化を進めていることを背景に、包装材料メーカー（コンバー
ター）の生産効率が高まっている。食品によっては、数十種類あった類似商品が数種類に絞り込ま　
れるケースもあり、これが包装材料のグレード削減に貢献している。食品包材は、震災の影響で需　
給バランスがタイト化しているが、品種の絞り込み効果により当面の供給が確保されることになり
そうだ。
　埼玉県に拠点があるコンバーターの生産効率が向上してきているが、これは「生産品目が絞り込
まれたことによるもので、今のところ震災前とほぼ同等の生産量を維持している」という。物量確
保を優先する食品メーカーは、不足する原材料代替について、見栄えなど安全面以外の要求ニーズ
については、ハードルを下げる傾向にあり、生産効率を重視した生産体制が一段と強まりそうだ。

8888 ＭＥＫＭＥＫＭＥＫＭＥＫなどなどなどなど溶剤供給不足溶剤供給不足溶剤供給不足溶剤供給不足・・・・・・・・・・・・リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品でででで代替代替代替代替へへへへ
　東日本大震災の影響により、有機溶剤の供給不足が懸念されている。一部の溶剤では必要量を
確保できないメーカーも出ている。こうしたなか、使用済み溶剤をリサイクルして再使用する動き
が出始めている。すでに需給バランスがタイト化しているメチルエチルケトン（ＭＥＫ）等につい
ては、大手リサイクルメーカーに対し問い合わせが相次いでおり、近くリサイクル品の供給が開始
される見通し。
　大手リサイクルメーカーによると、顧客の工場に溶剤回収装置及びリサイクル品の貯蔵タンクが
あれば、基本的に新液と同等品質のリサイクル品を提供できるという。
　現在、国内で約２３０万トンの溶剤が使用されているが、このうちリサイクルされているのは
１９万トン程度。一部、再使用が困難な高品質グレードを必要とする用途があるものの、余力は
十分にある。

9999 日本日本日本日本のののの成長率成長率成長率成長率、、、、最大最大最大最大１１１１．．．．４４４４ポイントポイントポイントポイント押押押押しししし下下下下げげげげ――――震災震災震災震災でででで第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期
　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は、先進国を中心とする経済見通しを公表した。東日本大震災に
見舞われた日本については「成長率が今年第１四半期の０．２～０．６ポイント、第２四半期に
０．５～１．４ポイント押し下げられる可能性がある」との見方を示した。ただ、具体的な成長率
予想は不可能として、今回は見送った。

10101010 ＡＤＢＡＤＢＡＤＢＡＤＢ見通見通見通見通しししし・・・・・・・・・・・・アジアアジアアジアアジア成長率成長率成長率成長率１１１１１１１１年年年年はははは７７７７．．．．８８８８％％％％
　アジア開発銀行（ＡＤＢ　本部・マニラ）は６日公表した「２０１１年版アジア経済見通し」で、
アジア太平洋地域（日本など一部先進国を除く４５カ国・地域）の経済成長率を７．８％と予測し
た。ＡＤＢは同地域の経済について、インフレ県はあるものの、今年と来年も引き続き堅調な成長
を予測。１２年の成長率は７．７％と見込んだ。
　一方で、中東・北アフリカの政情不安に伴う食料・原油価格の上昇や、東日本大震災がリスク
要因となっていると分析。インフレ対策については金融引き締めだけでなく、より弾力的な為替
レートや資本規制などの政策を組み合わせて実行する必要があると指摘した。

10101010 中国中国中国中国、、、、景気減速景気減速景気減速景気減速のののの兆兆兆兆しししし
　インフレ懸念が根強い中国だが、過熱感も出ていた景気に減速の兆しが出ており、当局はインフ
レ抑制と経済成長の維持という難しい政策判断を迫られている。１～２月の小売り売上高は前年同
期比１５．８％増。春節効果で盛り上がりが期待されたが、増加率は１２月の前年同月比１９．１
％から大幅に鈍化した。
　商務省によると自動車販売促進策が昨年末で打ち切られ、新車販売の伸びが鈍化。住宅バブル対
策が強化され、住宅販売も鈍化、家電などの販売も鈍った。国際金融筋は「中国人民銀行（中央
銀行）も消費の鈍化には注意を払っているようだ」と指摘する。
　輸出にも不透明感が漂う。２月輸出は前年同月比２．４％増と、１５ヵ月ぶりの低水準にとどま
った。東日本大震災が今後、中国経済にどのような影響を及ぼすかも未知数だ。
　アナリストの張立群氏は「在庫調整があれば経済成長はさらに減速する恐れがある」と、慎重な
見方を示している。

10101010 ダウダウダウダウ・・・・ケミカルケミカルケミカルケミカル日本日本日本日本　　　　デイエゴデイエゴデイエゴデイエゴ・・・・ドノーソドノーソドノーソドノーソ社長社長社長社長にににに聞聞聞聞くくくく・・・・・・・・・・・・““““日本日本日本日本でででで事業継続事業継続事業継続事業継続””””強調強調強調強調
　　　　相馬工場相馬工場相馬工場相馬工場　　　　間間間間もなくもなくもなくもなく操業再開操業再開操業再開操業再開、、、、本社本社本社本社からからからから支援支援支援支援チームチームチームチーム、「、「、「、「再生基金再生基金再生基金再生基金」」」」立上立上立上立上げげげげ　　　　　　　　

　ダウ・ケミカル日本は、主力拠点の１つである相馬工場(福島県相馬市光陽）が東日本大震災に
より被災した。現在、稼働再開へ向け準備を進める段階に入った。福島原発事故の脅威や計画停電
による電力の確保などの問題を直視しつつ、デイエゴ・ドノーソ社長は「日本における事業継続」



の立場を鮮明にする。地震の翌週から自宅勤務、その後約１週間を経て通常勤務体制に戻っている。
赴任わずか１年で起きた未曾有の惨事にどう対応したか聞いた。

　―　初動から聞かせて下さい。
「リスク対応組織として、社長の私をはじめ危機管理担当の各セクションの代表からなるチームと
ビジネスを維持するチームに分けて実施した。このほかダウグループとしてミッドランド、上海に
サポートチームが立ち上がり、支援を受けた。最も被害を受けた事業拠点は相馬工場だ。
従業員の安否確認、避難状況の把握に努める一方、４８時間以内にダウの支援ファンドから従業員
１人当たり２０万円の当座資金を提供、さらに給料を前倒しして相馬工場の従業員、コントラクタ
ー、家族の安全確保に全力を挙げた。そして７０人を新潟・笹神工場に避難させるなどの措置をと
った」
　―　本社などのサポートは。
「相馬市に対して２００万ドルの支援金を贈った。ＮＧＯ（非政府組織）を通した一般的な義援金
（マッチング方式）は１０００万ドルで、これとは別に相馬市の再建に使ってもらうためのものだ。
さらに相馬市復興の為の経費（直接支出とは別）に３００万ドルを計上している。また私個人が
外国人社員ネットワークで義援金を募る一方、従業員を対象に『ダウ・ケミカル日本相馬再生基金』
も立ち上げている。相馬では従業員の車２７台が失われたが、会社が同等の車を与えた。
　工場に対するサポートは４つの組織がダウグループから派遣されている。これらは被災から段階
的に送り込まれているものまで、まずレスキューチーム、更に危険物管理チーム、そしてエンジニ
ア、最後にセーフテイーチームが入る」
　―　相馬工場の再稼働の見通しは。
「これらの作業がすべて完了してからになる。副資材で不足しているものもあるが、代替品を使っ
たり限定されたフォーミュラであり、大きな障害ではない。夏場の電力が確保できるか心配だが、
経産省や電力企業の努力に期待している」
　―　今回の震災でかんじたことは。
「日本は強い国であることを示したと感じている。東京の震度を考えても、これが他の国の大都市
で起きていたらと考えると、日本は地震に強い技術を有していることを証明した。経済の面で悲観
的に考えすぎる必要もないと感じている。ダウ・ケミカルは日本で６０年の歴史がある。この歴史
をさらに積み重ねたい。われわれの対応は日本のユーザーへのメッセージとも受け取ってほしい」

　　　　４４４４月月月月０８０８０８０８日日日日（（（（金金金金））））
1111 今夏今夏今夏今夏のののの電力制限電力制限電力制限電力制限　　　　コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート操業操業操業操業はははは、、、、自家発電活用自家発電活用自家発電活用自家発電活用でででで対応可能対応可能対応可能対応可能・・・・・・・・復旧急復旧急復旧急復旧急ぐぐぐぐ鹿島鹿島鹿島鹿島、、、、売電売電売電売電もももも検討検討検討検討
　　　　重油重油重油重油コストコストコストコスト増懸念増懸念増懸念増懸念、、、、サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーン川下川下川下川下のののの影響影響影響影響カギカギカギカギ

　政府は今夏に電力使用制限に踏み切るが、東日本の石油化学コンビナートの操業に大きな支障は
所持ない見通しだ。すべての製油所、ナフサクラッカーが自家発電設備を備えており、製油所によ
っては必要量を全量賄えないところもあるが、発電に不可欠な重油確保に必要な稼働は維持される
とみられる。余剰能力がある事業所は電力会社への売電で貢献する。
　自家発電設備を持たない事業所が多いプラスチック加工、電子部品など川下部門の影響を確認す
ることが不可欠だ。
　鹿島コンビナートは全製造設備が停止中で、２カ月後をメドに復旧を急いでいる。三菱化学等に
電力を供給している北共同発電は６５万キロワットの能力を有し、需要量３０万キロワットに対し
大幅な余剰能力があることから、最大２０万キロワットを東電へ供給することが出来る。
　千葉地区の三井化学、住友化学コンビナートは全量自家発電で必要量を賄うことができる。両社
とも東電への供給する余力があるか調査している。
　コンビナート内の誘導品各社には自家発電設備を持たない事業所があり、早急な発電設備の設置
あるいはピークカットに対応した生産計画策定が必要になる。
　政府は今夏の最大１５００万キロワットの電力不足対策として電力使用制限令を発動する方針。
ピーク時の使用最大電力を前年比２５％程度カットする方向で調整しており、月内に政策をまとめ
る。日本経団連も自主的節電計画を月内に策定するとしている。

1111 新生新生新生新生ＪＣＩＩＪＣＩＩＪＣＩＩＪＣＩＩがががが始動始動始動始動・・・・・・・・・・・・化学品化学品化学品化学品などなどなどなど領域拡大領域拡大領域拡大領域拡大、、、、環境分野環境分野環境分野環境分野でででで新規事業新規事業新規事業新規事業もももも
　化学技術戦略推進機構（ＪＣＩＩ）が体制を変更し、４月から「化学研究評価機構」として新た
なスタートを切った。事業領域を従来の高分子・プラスチックから化学品・食品にも広げ環境・安
全分野を軸に材料評価手法や新規材料の研究開発、調査研究、試験評価事業を推進していく。
新たに発足した新化学技術推進協会（ＪＡＣＩ）と連携しながら、一般財団法人として事業を更に
強化していく。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・再構築再構築再構築再構築をををを迫迫迫迫られるられるられるられる製造業製造業製造業製造業のののの海外戦略海外戦略海外戦略海外戦略
　東日本大震災は日本の製造業に海外戦略の再構築を迫るだろう。
　リーマンショックから２年半を経過、企業業績も回復し、海外投資が加速することが見込まれる
中で発生した大震災により、国内事業の先行きは不透明感が強まり、海外企業の買収や設備投資計
画を見直す動きも出ている。日本企業の成長戦略が海外に軸足を移す中で発生したのが東日本大
震災だ。
　海外事業のウエートが高まっているとはいえ、大半の製造企業の売上高の半分以上は国内。
この国内事業所が被災したり、原材料の調達に支障をきたして生産計画の策定に苦慮している。
販売に関しても被災地域にとどまらず首都圏などの落ち込みは必至という状況が続いている。
　計画停電対策を含めて、海外子会社に製造を移管するケースも発生するだろう。当面は国内自社
工場の回復、取引先企業の動向を注視することになろうが、日本企業のグローバル戦略は新たな
局面を迎えている。

2222 丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学・・・・・・・・・・・・１５１５１５１５日日日日にににに酸化酸化酸化酸化エチレンエチレンエチレンエチレン設備再稼働設備再稼働設備再稼働設備再稼働
　丸善石油化学は、１５日に地震後停止していた酸化エチレン（ＥＯ）製造設備を再稼働するとの



見通しを明らかにした。４日にエチレン製造装置、５日にブタジエン製造装置１系列、６日に芳香
族製造装置の一部の稼働を再開しており、地震の影響で停止しているのはアルコールケトン製造
装置のみとなった。同装置は被災しているため普及には最低でも１年は必要とみている。

3333 ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル用用用用キャップキャップキャップキャップ　　　　日本日本日本日本クラウンコルククラウンコルククラウンコルククラウンコルク・・・・・・・・・・・・石岡工場石岡工場石岡工場石岡工場　　　　２０２０２０２０日日日日メドメドメドメド再稼働再稼働再稼働再稼働
　東洋製缶グループの日本クラウンコルクは、震災の影響で稼働停止していた石岡工場（茨城県
石岡市）を２０日をメドに再稼働させる準備に入った。生産品目のうちＰＥＴボトル用のプラス
チックキャップについては、全２１ラインのうちまず１２ラインについて、５月の連休明けまでを
メドに順次再稼働させる。ＰＥＴボトル用キャップは、国内５工場のうち２工場が稼働停止した
ことで供給不足懸念が広がっていたが、石岡工場の再稼働により需給バランスが改善することが
期待されている。

8888 輸出品輸出品輸出品輸出品へのへのへのへの放射線量検査証明書放射線量検査証明書放射線量検査証明書放射線量検査証明書・・・・・・・・・・・・諸外国諸外国諸外国諸外国でででで請求急増請求急増請求急増請求急増　　　　経産省経産省経産省経産省がががが注意喚起注意喚起注意喚起注意喚起
　福島原発の放射能もれにともなって、諸外国では、日本からの輸入品の放射線検査を実施する、
あるいは放射線量に関する証明書の添付を要求する事例があらわれている。このため、通産省では
各国の取り組みが行きすぎにならないように製品の安全性について外国政府に対し説明を行ってい
るが、輸出先の放射線検査要求等の動向に注意を喚起するよう警告した。
　日本貿易振興機構（ジェトロ）は、輸出先の規制動向などの情報について、ホームページ
（www.jetro.go.jp/wold/shinsai/)で公開し、相談に応じる体制を敷いた。また、放射線量検査
証明書の添付えお求められた場合の検査機関一覧を掲載（www.jetro.go.jp/wold/shinsai/2011031
8_11.htm1)。更に商工会議所では、事業者が客観的事実(輸出品の最終生産地における環境放射能
水準など）に基づき宣誓した文書に対して、貿易証明としてサイン証明を行っている。

9999 節電節電節電節電３０３０３０３０％％％％以上以上以上以上のののの業界業界業界業界もももも、、、、分野別分野別分野別分野別にににに５５５５段階段階段階段階でででで目標目標目標目標・・・・・・・・・・・・民主民主民主民主・・・・部門会議案部門会議案部門会議案部門会議案
　民主党の経済産業部門会議がまとめた今夏の電力需給対策案の全容が６日、判明した。
強制的に消費電力に制限を設ける「使用制限」で、節電目標分野別に５段階で設定している。
公共性が高い産業以外のメーカーは３０％以上削減するとしている。政府が月内に策定する具体策
に反映させたい考えだ。
　同部門会議の対策案によると　①医薬品や食品等人の生存に関わる業種、公共施設やテレビ、
新聞など公共性のある分野は２０％以上　②一般オフィスビルは２５％以上　③それ以外は３０％
以上の節電を求めるとした。一方、農漁業や病院、鉄道には節電目標は設けず、使用制限の対象と
はならない家庭部門は１０％以上の節減を目標とした。

9999 １１１１次補正予算次補正予算次補正予算次補正予算はははは４４４４兆円規模兆円規模兆円規模兆円規模、、、、月内月内月内月内にににに国会提出国会提出国会提出国会提出・・・・・・・・・・・・政府政府政府政府・・・・民主党方針民主党方針民主党方針民主党方針
　政府・民主党は７日、菅直人首相や岡田克也幹事長ら幹部が首相官邸で協議し、東日本大震災か
らの復興に向けた２０１１年度第１次補正予算案について「４兆円規模」とする方針を確認した。
輿石東参院議員会長が記者会見で明らかにした。
　輿石氏は、１次補正の内容に関し「がれきの撤去や仮設住宅の建設、ガス、水道などのインフラ
整備」などを挙げた。本格的復興対策は第２次補正予算案にて編成する方針だ。

9999 日銀決定会合日銀決定会合日銀決定会合日銀決定会合・・・・・・・・・・・・被災地金融機関被災地金融機関被災地金融機関被災地金融機関にににに１１１１兆円兆円兆円兆円のののの低利融資低利融資低利融資低利融資、、、、景気判断景気判断景気判断景気判断をををを５５５５カカカカ月月月月ぶりぶりぶりぶり下下下下げげげげ
　日銀は７日の金融政策決定会合で、東日本大震災で打撃を受けた被災地の金融機関を対象に、
復興支援のため総額１長円の低利融資制度を創設することを決めた。また、震災とその後の原発
事故に伴う停電で、生産活動が当面、停滞する可能性が大きいことから景気判断を、昨年１１月
以来５カ月ぶりに引き下げた。
　従来の「改善テンポの鈍化した状態から脱しつつある」としてきた判断を、「震災の影響により
生産面を中心に下押し圧力の強い状態にある」に引き下げた。

10101010 シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール海事港湾庁海事港湾庁海事港湾庁海事港湾庁・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本からのからのからのからの貨物貨物貨物貨物にににに追加検査不要追加検査不要追加検査不要追加検査不要
　シンガポール海事港湾庁（ＭＰＡ）のラム・イヨウン長官は６日の記者会見で、福島第１原発
事故にともなうシンガポール港湾の対応について、現状では日本寄港船舶や日本からの輸入貨物　
に対して「追加検査を行う必要はない」と述べた。
　ラム長官は福島原発事故に関し「状況を注視している」と述べるとともに、国連の専門機関であ
る国際海事機関（ＩＭＯ）は、現時点で日本からの船舶・貨物に対するスクリーニング検査は必要
ないとの助言を行っていると指摘。さらに日本発の貨物の多くは、原発事故の影響を直接受けない
日本の南側地域からきていると説明した。


