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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）

　　　　４４４４月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（月月月月））））
1111 主要樹脂主要樹脂主要樹脂主要樹脂フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・・・・・・・・・停止設備復旧急停止設備復旧急停止設備復旧急停止設備復旧急ピッチピッチピッチピッチ、、、、月内月内月内月内にににに全工場全工場全工場全工場がががが通常運転通常運転通常運転通常運転
　　　　原料原料原料原料・・・・副資材入手難副資材入手難副資材入手難副資材入手難　　　　回復遅回復遅回復遅回復遅れるれるれるれる在庫機能在庫機能在庫機能在庫機能　　　　品薄解消品薄解消品薄解消品薄解消なおなおなおなお時間時間時間時間

　東日本大震災の影響を受け停止した東北、関東地方の主要な樹脂フィルムの生産ラインが相次ぎ
再稼働を始めた。現在も停止している一部工場を含めて、すべてのラインが４月末までには通常運
転に復帰できる見通し。ただ、原料レジンや副資材の入手難のほか、倉庫やストックポイントの
復旧の遅れ、夏場の節電対応など多くの懸念材料があることから、市場で樹脂フィルムの品薄が
解消されるには相当の時間が必要となりそうだ。

【主要基材フィルム工場の稼働状況】

3月25日
４月下旬予定

ユニチカ 宇治工場 ○
フタムラ化学 大垣工場 ○

○

＊休止ラインを再稼働し増産

東洋紡
敦賀工場 ○

帝人ﾃﾞﾕﾎﾟﾝ

犬山工場

宇都宮工場 × １ライン停止　その後再開
茨城工場 × ４ライン停止　整備中
岐阜工場 ○

岐阜工場 ○
東レ

三島工場 ○

◆ポリエステル（ＰＥＴ）フィルム
三菱樹脂 山東工場 ○

東洋紡 犬山工場 ○

興人 八代工場

ユニチカ 宇治工場 ○

アイセロ化学 本社工場(豊橋） ○
出光ユニテック 千葉工場 × 設備損傷なく、順次再開

× 設備損傷なし倉庫補修後再開へ ４月上旬

３月下旬

３月中旬

○ 数時間で再稼働
× 数日で再稼働
○

○
東洋紡 滋賀工場 ○

○

三井化学東セロ 浜松工場 ○

王子特殊紙 滋賀工場 ○
東レ 土浦工場 × ３月２２日から順次稼働

各部点検・整備中 ４月下旬予定

グンゼ
守山工場 ○
福島プラ × ３月２８日から試運転４月４日から再稼働

サントックス
徳山工場 ○ 3月22日
関東工場 ×

× 設備補修後３月１８日から順次稼働 3月22日
○

三井化学東セロ
四国トーセロ ○

東洋紡
犬山工場
豊科フィルム

○

3月22日

４月２０日予定

◆ＬＬＤＰＥフィルム

タマポリ

◆延伸ナイロン（ＯＮY）フィルム

４月２日から試運転　４日から一部再稼働×

フタムラ化学 名古屋工場

４月中旬予定

３月下旬

３月下旬

4月4日
４月初旬

◆◆◆◆無延伸無延伸無延伸無延伸ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン（ＣＰＰ（ＣＰＰ（ＣＰＰ（ＣＰＰ))))フィルムフィルムフィルムフィルム
フタムラ化学

通常生産の時期

３月末

４月上旬予定

×
○

設備損傷なく、順次再開

サントックス
設備損傷なく、順次再開

×
×

設備補修後　４月上旬から順次稼働

社　　名

東レフィルム加工

三井化学東セロ
東洋紡

◆◆◆◆２２２２軸延伸軸延伸軸延伸軸延伸ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン（ＯＰＰ（ＯＰＰ（ＯＰＰ（ＯＰＰ))))フィルムフィルムフィルムフィルム

フタムラ化学 名古屋工場
大垣工場

三菱樹脂

千葉工場
関東工場
DICフィルテック

静岡工場

ケーエフフィルム 本社工場(須賀川）

栃木工場
群馬工場
三田工場

出光ユニテック
大化工業
ＤＩＣ
オカモト

工場名等

茨城工場

中津川事業所

古川工場
滋賀工場

茨城工場

名古屋工場

筑波工場

○
○

設備損傷なく、順次再開

関東工場

×

グンゼ 福島プラ × ３月２８日から試運転４月１日から再稼働 4月1日
出光ユニテック 兵庫工場 ○

平成23年4月15日

震災直後

×

○

×
○

その後の状況

設備に損傷なく３月下旬から順次稼働

設備補修後　３月下旬から順次稼働



1111 三菱化学鹿島三菱化学鹿島三菱化学鹿島三菱化学鹿島・・・・・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン来月来月来月来月２０２０２０２０日再開日再開日再開日再開、、、、筑波筑波筑波筑波はははは全設備全設備全設備全設備がががが再稼働再稼働再稼働再稼働
　三菱化学は８日、被災した茨城県の２事業所の復旧見通しを発表した。鹿島事業所は５月２０日
からエチレン生産を再開、筑波事業所はきょう１１日から全設備の稼働を再開する。
　鹿島事業所は現在までに、ボイラーを含めた自家発電設備が一部復旧した。これを受けて、エチ
レンなどの製造設備の詳細点検を実施しており、必要に応じて補修を行っている。津波の影響によ
り損傷した港湾性説を含む入出荷設備も急ピッチで補修を進めている。
　第１エチレンプラントは当初計画していた定期修理（５月１４日から）終了後の６月２７日に
再開する予定。第２エチレンプラントは５月２０日頃の稼働再開を目指している。ポリププロピレ
ン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）の一部系列は第２エチレンプラントの稼働に合わせて再開する。

1111 サウデイサウデイサウデイサウデイ石化石化石化石化・・・・・・・・・・・・ＥＧＥＧＥＧＥＧをををを緊急輸入緊急輸入緊急輸入緊急輸入、ＰＥＴ、ＰＥＴ、ＰＥＴ、ＰＥＴボトルボトルボトルボトル向向向向けなどけなどけなどけなど他国分他国分他国分他国分をををを振振振振りりりり向向向向けるけるけるける
　サウデイ石化（ＳＰＤＣ）が、エチレングリコール（ＥＧ）の日本向け供給を増やしている。
東日本大震災によってエチレンオキサイド・エチレングリコール（ＥＯＧ）生産量が大幅に縮小し
たのを受け、緊急措置として中国向けなどの玉を日本向けに振り向けている。品不足が懸念される
ＰＥＴボトル向けをはじめ広範な用途に支援供給を行っていく。

2222 ２２２２月石油製品月石油製品月石油製品月石油製品　ＣＩＦ　ＣＩＦ　ＣＩＦ　ＣＩＦ単価単価単価単価・・・・・・・・・・・・原油高原油高原油高原油高ででででナフサナフサナフサナフサ等上昇等上昇等上昇等上昇
　２月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、原油価格上昇を受けて為替がわずかに円高となっ　　
たものの、液化石油ガス（ＬＰＧ）等を除きプラスで推移した。原油は前月速報比１キロリットル　
当たり１８４９円上げの４万９６６５円。ナフサは同９９２円上げの５万２０４円だった。

【２月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート：８２．３９円／ドル　出所：財務省貿易統計

8888 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・化学物質総合管理化学物質総合管理化学物質総合管理化学物質総合管理システムシステムシステムシステム本格運用本格運用本格運用本格運用をををを開始開始開始開始、ＧＨＳ、ＧＨＳ、ＧＨＳ、ＧＨＳにににに自動自動自動自動でででで対応対応対応対応
　住友化学は、「化学物質総合管理システム」（ＳuＣＣＥＳＳ＝サクセス）の本格的な運用を開
始した。同社が扱うすべての化学物質の安全性や法規制情報を一元的に管理でき、ＧＨＳ（化学品
の分類・表示に関する世界調和システム）に準拠したＭＳＤＳ（安全データシート）やラベルを
自動で作成することが可能。２００９年から情報管理面を軸に運用しているが、ＧＨＳ対応ＭＳＤ
Ｓの出力も一部製品で始めた。１２年度をメドに完全なものに仕上げていく予定。

9999 帝国帝国帝国帝国データバンクデータバンクデータバンクデータバンク・・・・・・・・・・・・東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災、、、、企業企業企業企業のののの８８８８割割割割にににに影響影響影響影響
　帝国データバンクはこのほど、東日本大震災の影響と復興支援に対する企業の意識調査を実施し
た。それによると、企業の約８割（７７．９％）が「影響はある(見込み含む）」と回答、特に、
東北、南関東、北関東では８割を超え、深刻な事態が浮き彫りとなった。具体的な影響については
約６割が「需要減少」を挙げ、復興には「エネルギーの安定供給」（７５．８％）、「インフラ
整備」（７１．４％）が必要との回答が多くを占めた。調査は３月２３日から３１日に全国２万
２０９７社を対象に実施し、有効回答企業は１万７４７社。

　　　　４４４４月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（火火火火））））
1111 次世代次世代次世代次世代エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーにににに挑挑挑挑むむむむ自動車自動車自動車自動車メーカーメーカーメーカーメーカー・・・・・・・・・・・・日本先行日本先行日本先行日本先行、、、、部材部材部材部材にににに強強強強みみみみ　　　　国挙国挙国挙国挙げてのげてのげてのげての総力戦総力戦総力戦総力戦にににに突入突入突入突入
　　　　環境規制環境規制環境規制環境規制がががが後押後押後押後押しししし

　韓国やタイ、中国のモーターショーでも脚光をあびるエコカー。ガソリン価格が高値で推移して
いることも人気を後押ししている。日本の２０１０年の自動車生産台数は約９６３万台。このうち
ＨＶなどエコカーが約１０％を占めた模様。「プリウス」「インサイト」のＨＶ２車種がけん引し
ているが、昨年末にＥＶの「リーフ」が加わっている。注目すべきは世界の自動車大手が揃って
１２年をメドにＥＶを、１５年には燃料電池自動車（ＦＣＶ）を市販しようと考えていることだ。
プラグインハイブリッド（ＰＨＶ）もトップランナーであるトヨタ、ホンダが本命視しており、
揃って１２年に発売予定。５０年には０５年比でＣＯ２排出量を８０％削減するという環境ビジョ
ンや、米国の公害車削減規制（ＺＥＶ）施行もあり、自動車各社はビジネス面からもエコカーに
注力せざるを得ない状況にある。

　　　　不可欠不可欠不可欠不可欠なななな補助金補助金補助金補助金
　独ダイムラーやフォルクスワーゲン、ＢＭＷは、日本・韓国・中国からリチウムイオン２次電池
（ＬｉＢ）を調達し、ＨＶやＥＶの開発に邁進中。米国で唯一、エコカーに本腰をいれるとされる
ゼネラルモーターズは独自の長距離走行型ＥＶ「ボルト」を発売した。韓国現代自動車もＬＧ化学
、ＳＫイノベーションなど電池大手とともに開発を加速している。太陽光や風力、地熱発電など次
世代エネルギーと同様に補助金が成長の絶対条件。国を挙げての総合戦略が必要なところだが、
日本は半導体や太陽光発電において長年維持してきた世界トップの座をあっという間に奪われた
苦い経験がある。エコカーでも同じことが繰り返されるのか、懸念されるところだ。

　　　　電池以外電池以外電池以外電池以外もももも重要重要重要重要にににに
　エコカーはエンジンであるＬｉＢや燃料電池だけでなく軽量化素材、高機能ガラス、低燃費タイ
ヤなど既存の内燃機関自動車とは比べものにならないほど多くのハイテク部材を使う。実に日本の
強みを生かせるところだ。

2222 ２２２２月月月月ののののエチレンエチレンエチレンエチレン換算輸出入換算輸出入換算輸出入換算輸出入・・・・・・・・・・・・輸出輸出輸出輸出はははは９９９９．．．．６６６６％％％％減減減減
　経産省がまとめたエチレン換算輸出入によると、輸出は前年同月比９．６％減の１９万１８００

ナフサ（石化用） 50,204 96.88
灯油 62,845 121.27

原油・粗油 49,665 95.84
ガソリン(自動車用） 52,675 101.64

円／ＫＬ ドル／バレル



トンだった。３カ月連続の前年割れ。前月比では９．２％減。輸入は前年同月比２．９％増の３万
５８００トンで、１３カ月連続の増加となった。

2222 ３３３３月月月月エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産・・・・・・・・・・・・前月比前月比前月比前月比１５１５１５１５％％％％減減減減
　経産省がまとめた３月のエチレン生産速報は５１４万８０００トンとなった。前年同月比０．１
％増。前月比１５．０％減。前年同月に３プラントあった定期修理が１プラントに減ったことで
前年同月比ではほぼ横ばいとなったが、１１日に発生した東日本大震災の影響で複数のエチレン
プラントが停止したことにより前月比では大幅な減少を示した。

5555 ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン・・・・・・・・・・・・アジアアジアアジアアジアでででで調整局面調整局面調整局面調整局面　ＨＤＰＥ　ＨＤＰＥ　ＨＤＰＥ　ＨＤＰＥ１３５０１３５０１３５０１３５０ドルドルドルドル等等等等　　　　中国金融引中国金融引中国金融引中国金融引きききき締締締締めめめめ影響影響影響影響
　ポリオレフィンは、アジアが調整局面に入ってきた。ポリエチレン（ＰＥ）市況はこの２～３週
間、ほぼ横ばいあるいはやや下げており、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）が１トン当たり
１３５０～１３８０ドル(極東ＣＦＲ）等を付けている。ポリプロピレン（ＰＰ）は１６００ドル
台を維持しているが、成約は減少している。政府の金融引き締めの動きが中国需要家の買いにも
影響してきた。

10101010 シェルシェルシェルシェル・・・・・・・・・・・・クラッカークラッカークラッカークラッカー再稼働遅再稼働遅再稼働遅再稼働遅れれれれ　　　　シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールでででで月内月内月内月内メドメドメドメド
　シンガポールでフォースマジュール（不可抗力による供給不能）を宣言したシェルのクラッカー
再稼働が遅れている。早ければ３月末、遅くとも４月上旬には再稼働する見通しだったが、総点検
が完了していないと見られ、１１日時点で再稼働していない。今月内にも再稼働するとみられるが、
ずれ込んだ場合、エチレン、プロピレン、ブタジエン、モノエチレングリコール（ＭＥＧ）などの
アジア需給タイトに拍車がかかるのは必至の状況だ。

10101010 韓国企業韓国企業韓国企業韓国企業、、、、インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア投資加速投資加速投資加速投資加速・・・・・・・・・・・・製鉄製鉄製鉄製鉄、、、、タイヤタイヤタイヤタイヤにににに続続続続きききき石化石化石化石化　　　　エチレンエチレンエチレンエチレン１００１００１００１００万万万万トントントントン規模規模規模規模
　韓国企業のインドネシア投資が加速する。製鉄大手ポスコがインドネシア国営製鉄会社と合弁で
進出するのに続き、タイヤ大手のハンコックも工場建設を検討。また湖南石油化学が４５億米ドル
を投資しコンプレックスを建設する検討に乗り出している。湖南石化はカタールでの石油化学計画
を白紙に戻しており、豊富な資金をインドネシアに振り向ける可能性が高い。
エチレン生産能力は韓国、マレーシアを合わせ年２４８万トンとアジアで第２位グループに位置し
ているが、インドネシアでの１００万トン規模を追加し第１位グループ入りを目指すものとみられ
る。

　　　　４４４４月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（水水水水））））
1111 経産省経産省経産省経産省、、、、ピークピークピークピーク抑制要請抑制要請抑制要請抑制要請・・・・・・・・・・・・夏夏夏夏のののの電力需給対策電力需給対策電力需給対策電力需給対策、、、、業界団体業界団体業界団体業界団体にににに説明説明説明説明

　経産省は１２日、所管業界団体に対して夏場の電力需給対策の説明会を開催し協力を要請した。
各業界団体から約５００人が参加した。
　需給対策の目的は、計画停電を発動しないこと。ポイントとして①通電しながらピーク抑制する
ため需要サイドのイニシアテイブが重要②産業への影響を極力少なくする③全体的なバランスを考
慮し公平性と実効性を担保④創意工夫のための検討をさらに進める―の４点を挙げた。供給サイド
も引き続き供給量拡大策を積み重ねる。
　田嶋要経済産業大臣政務官は、「大口需要家には電気事業法２７条の適用を検討するが、原則は
規制ありきでなく民間の自主的取り組みだ。目標達成のためのメニューを提示や情報提供を通じて
需要抑制の取り組みを支援していきたい」と挨拶した。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・震災震災震災震災をばねにをばねにをばねにをばねに「「「「２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの超先進国超先進国超先進国超先進国」」」」へへへへ
　東日本大震災から１カ月を経過したが、「復興」という言葉が程遠いほど被災地の状況は厳しい。
日本経済に投げかけられているネガテイブな影響は計り知れない。これに立ち向かうには、日本を
いかに創造するかという展望が必要だろう。その基本的方向として、「２１世紀の超先進国」を目
指すという明確なビジョンが必要ではなかろうか。世界に発信できる日本の新しいビジネスモデル
になるであろう。
　１つは災害に強い国土の建設である。人々の命と暮らしを守ることのできる強い都市の建設だ。
第２はエネルギーの多様化や省エネルギーに関連した様々なハード、ソフトの技術開発だ。太陽光
発電や風力発電などは普及しつつあるが、化石燃料や原子力に依存しなければ増大する需要を充足
することは出来ない。
　加えて高齢化社会への対応がある。この３つのテーマの共通項は持続性。そしていずれにも化学
技術が深く絡んでくる。化学技術の奥深さ、産業の裾野の広さは、持続可能社会の実現のキーテク
ノロジーとして、その役割が一段と大きくなっている。

9999 ＩＭＦ、ＩＭＦ、ＩＭＦ、ＩＭＦ、日本日本日本日本のののの成長率成長率成長率成長率００００．．．．２２２２ポイントポイントポイントポイント下方修正下方修正下方修正下方修正――――原発事故原発事故原発事故原発事故のののの行方行方行方行方がががが左右左右左右左右
　国際通貨基金（ＩＭＦ）は１１日、最新の世界経済見通しを発表した。日本の２０１１年の経済
成長率は１．４％と、東日本大震災の影響で１月時点の予測から０．２ポイント下方修正した。
１２年には従来予測を０．３ポイント上回る２．１％に回復するとした。
　ただ、「電力不足と原発危機が２，３カ月以内に解決される」との前提に基づいており、福島第
１原発事故の行方に大きく左右される可能性がある。同日会見したＩＭＦのエコノミストも震災か
らの復興の見通しには「不確かな要素が極めて大きい」と語った。

10101010 台湾台湾台湾台湾「「「「國光石化國光石化國光石化國光石化」」」」計画計画計画計画・・・・・・・・・・・・中止中止中止中止のののの公算高公算高公算高公算高まるまるまるまる、、、、規模縮小必死規模縮小必死規模縮小必死規模縮小必死でででで経済性疑問視経済性疑問視経済性疑問視経済性疑問視、、、、
　　　　マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアやややや中東中東中東中東などなどなどなど、、、、海外実施案海外実施案海外実施案海外実施案もももも浮上浮上浮上浮上

　台湾で進行中の大型石化投資計画「國光石化科技」プロジェクトが中止になる公算が大きくなっ
てきた。現在は第２期計画を削除した縮小案をベースに、環境アセスメントの最終承認の申請を
行っている。ただ、政府側がさらに規模縮小など厳しい付帯条件を要求するのは必至だ。



　その場合、プロジェクト自体の経済性が疑問視され計画が中止になる可能性が指摘されている。
一方、、プロジェクトの中心企業である台湾中油（ＣＰＣ）は、公害問題などから２０１５年に
廃棄もしくは移設の対象になっている自社の高雄製油所をマレーシアおよびインドネシアを候補に
移設する検討を進めている。仮に同プロジェクトが中止に追い込まれた場合、代替案としてＣＰＣ
が移設する製油所を軸とした石化コンプレックスを建設する可能性も浮上してきた。

　　　　４４４４月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））
1111 ＢＡＳＦＢＡＳＦＢＡＳＦＢＡＳＦ３３３３工場停止工場停止工場停止工場停止・・・・・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル網駆使網駆使網駆使網駆使、、、、供給維持供給維持供給維持供給維持にににに全力全力全力全力、、、、ポリマーポリマーポリマーポリマー添加剤添加剤添加剤添加剤シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールからからからから

　ＢＡＳＦは、グローバルネットワークを駆使して日本におけるサプライチェーンの確保に乗り出
す。東日本大震災などの影響で３つの生産拠点が操業を停止しているが、ユーザーへの供給を維持
する為、国内外の他工場から供給支援を始めた。ポリマー添加済「イルガノックス」では、「他
ソースからの供給及び製品在庫により、すべての顧客の要望に対応できる状況にある」（成尾友良
ＢＡＳＦジャパン社長）。同社はシンガポールにイルガノックスを含む大型のポリマー添加剤工場
を有し、こうしたグローバル生産体制を活用して工場休止による影響を最小限度に抑えることに
成功している。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・震災震災震災震災でででで再評価再評価再評価再評価されたされたされたされたプラプラプラプラ製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装
　東日本大震災の被災者支援で、ＰＥＴボトルやプラスチック製包装容器資材は重要な役割を果た
した。軽くて丈夫という特性や、食品の品質を長期間安定して保持できるプラスチック無しには
避難所の生活は維持できないだろう。一方で、震災後に起きた自粛ムードのなかで、使い捨ての
イメージが強いプラスチックを「ムダ」の象徴とみなし、使用を抑制しようという動きも予想され
る。化学産業は、プラスチック製品の果たしている重要性を再認識してもらう努力を重ねるととも
に、環境負荷低減に向けたリデユースやリサイクルを強化し、的確な情報発信が求められている。
　容器リサイクル法の施行を契機に、リデユース・リユース・リサイクルの３Ｒの推進が社会から
求められている。食品業界なども含めた容器包装に関連する８団体は「３Ｒ推進団体連絡会」を
結成して、２００６年度から５年間の３Ｒ自主行動計画を策定した。この自主計画は１年残してい
るが、０９年度までの実績は着実に成果を出している。１０年度のデータ集計に時間を要すること
から、継続的な改善を推進するために１１年度を初年度にして１５年度までの計画をこのほど作成
した。それによるとアルミ缶、スチール缶、ＰＥＴボトルのリサイクル率は８５～９０％まで上昇
しており、１５年度もこの水準を維持することにした。地方自治体が収集するプラ製容器包装は、
０９年度に収集率６１．３％まで高まったが、１５年度目標は７５％を掲げた。
　プラ製容器包装は課題を残しているものの、リサイクルに関しては社会に定着してきたといえる
だろう。１５年度目標は軽量化を軸にしたリデユースの取り組みを強化することが特徴である。
　容器包装の国内市場は成熟期を迎えており、ＰＥＴボトルを含めたプラ製品でも顧客や社会が
求める循環型社会の構築に挑戦を続けてもらいたい。

2222 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工・・・・・・・・・・・・大分大分大分大分ででででＪＸＪＸＪＸＪＸとととと連携強化連携強化連携強化連携強化、、、、精製精製精製精製・・・・石化垂直統合石化垂直統合石化垂直統合石化垂直統合へへへへ、、、、技術分野技術分野技術分野技術分野でででで新組織新組織新組織新組織
　昭和電工は、大分コンビナート（大分県）で、ＪＸ日鉱日石エネルギー大分製油所（大分県）と
の連携を強化する。このほどコンビナートと製油所の技術担当者らで構成する合同組織を設置。
未利用留分の相互活用など大規模な設備投資を行わずに、両拠点間でできる連携策の洗い出しを進
めていく。まず現場レベルで協力枠組みを築き、本格的な垂直統合への発展を狙う。

9999 洗剤等容器包装洗剤等容器包装洗剤等容器包装洗剤等容器包装プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック・・・・・・・・・・・・１４１４１４１４年間年間年間年間でででで使用量使用量使用量使用量１３１３１３１３％％％％減減減減
　　　　詰詰詰詰めめめめ替替替替ええええ、、、、濃縮化濃縮化濃縮化濃縮化などなどなどなど　　　　コンパクトコンパクトコンパクトコンパクト型型型型がががが普及普及普及普及

　シャンプーや洗剤などの容器包装プラスチックの使用削減が進展している。製品出荷数量は増加
傾向にあるにもかかわらず、プラスチック容器包装の使用量は、１９９５年から０９年までの１４
年間で１３％削減された。詰め替え・付け替え製品の普及、容器の薄肉化、内容物の濃縮による
容器のコンパクト化が進んだことによるもの。
　業界は自主行動計画で１０年までに９５年比で製品内容当たりのプラスチック製容量を３割削減
することを目標としているが、０６年から４年連続で目標を達成している。
　日本石鹸洗剤工業会がまとめた０９年のシャンプー、
洗濯用洗剤、台所用洗剤など主要８製品群のプラスチック
製容器包装の排出量は６万２９００トン。基準年の９５年
比で１３％減少した。製品内容量当たりのプラスチック使
用量は３７％削減されている。
　日本石鹸洗剤工業会では今年度中に１５年を最終年とす
る新たな削減目標を策定する。詰め替え・付け替え製品の
普及では、ボデイー用洗浄剤や洗濯用液体洗剤に比べて低
い住居用洗剤や漂白・カビ取り済などの出荷比率を上げる
ことがカギになりそうだ。セット品などで多重包装されて
いる香粧品の分野でも削減の余地があるとしている。メー
カー各社の技術動向や消費者ニーズを分析した上で、新た
な削減目標を設定する。

10101010 月例経済報告月例経済報告月例経済報告月例経済報告　　　　６６６６ヵヵヵヵ月月月月ぶりぶりぶりぶり下方修正下方修正下方修正下方修正・・・・・・・・・・・・景気景気景気景気、、、、震災震災震災震災でででで「「「「弱弱弱弱いいいい動動動動きききき」」」」にににに
　与謝野馨経済財政担当大臣は１３日、関係閣僚会議に４月の月例経済報告を提出した。東日本大
震災が生産や消費の停滞を引き起こしており、景気の基調判断を前月の「持ち直しに転じている」
から「震災の影響により、このところ弱い動きとなっている」に下方修正した。判断の引き下げは
昨年１０月以来６ヵ月ぶり。
　先行きについては「当面は震災の影響から弱い動きが続く」との見通しを示した。景気が持ち直



していくことに期待感を表明する一方、電力供給の制約やサプライチェーン立て直しの遅れなどを
懸念される下振れリスクとして指摘した。

　　　　４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（金金金金））））
1111 三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学　　　　小林喜光小林喜光小林喜光小林喜光　　　　社長社長社長社長にににに聞聞聞聞くくくく・・・・・・・・・・・・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回復回復回復回復　　　　社会的責任果社会的責任果社会的責任果社会的責任果たすたすたすたす
　　　　鹿島鹿島鹿島鹿島５５５５月月月月２０２０２０２０日再開日再開日再開日再開、、、、復旧着復旧着復旧着復旧着々、々、々、々、自家発電自家発電自家発電自家発電などなどなどなどメドメドメドメド

　三菱化学は、東日本大震災により停止中の鹿島事業所を５月２０日から再開することを決めた。
小林喜光社長は「サプライチェーンに毀損を与えないことが企業の社会的責任」と強調し、誘導品
各事業の早期立ち上げにつなげる。しかし、秋以降の需要には不安があり、中期経営計画のテーマ
である構造改革を加速することが必要と、気を引き締める。
　▼鹿島事業所の復旧状況は。
　「この１週間で３回現地入りしたが、そのたびに復旧が進んでいた。バース、自家発電設備、
海水ポンプが被災したが、メドが立つようになった。５月２０日に第２エチレンプラントとポリオ
レフィンプラントを立ち上げ、第１エチレンプラントも６月２７日に定修が明けて立ち上がる」
　▼水島のエチレンセンター統合に変更はありませんか。
　「統合作業は計画通り進める。ただ、鹿島第２エチレン、水島の定期修理は時期に関して関係当
局と協議中で、サプライチェーンに不安を与えないようにしなければならない。予定していた水島
の３０％能力削減も柔軟に考える」
　▼日本は震災からどのように再出発すべきでしょうか。
　「復興には大変なお金がかかるだろう。国債発行ではなく、期間限定の増税の方が国民の理解を
得られるのではないか。ただ、法人税の減税を元に戻すと、海外シフトが加速する。海外企業と同
じ競争条件にしないと日本に残る意味がない。上場企業の外国人株主比率は高く、収益をあげなけ
れば納得されない。日本に製造業を残すべきというのは当然だが、日本人のアイデンテイテイに
訴えるだけでは無理。日本で企業活動が継続できるよう制度の見直しを急ぐべきだ」

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・夏夏夏夏のののの電力需給対策電力需給対策電力需給対策電力需給対策にににに求求求求められるめられるめられるめられる視点視点視点視点
　経産省は１２日、夏の電力需給対策の骨格を示した。東京電力、東北電力管内の電力不足を需給
両面の対策によって乗り越えることが目的。電力会社に供給力の積み増しを促す一方、需要家サイ
ドにも抜本的な需要抑制対策を求めている。政府の政策パッケージの全体は今月末までにまとめら
れるが、産業界の声に耳を傾け、中小企業が抱える条件など細部にも十分な目配りを施した内容に
練り上げることが重要だ。
　震災後に実施された計画停電は、企業の生産活動、交通・輸送や医療など市民生活全般に著しい
支障を生じさせた。その点からみれば、計画停電が「原則実施」から「原則不実施」に移行する
ことは一歩前進を意味する。
　需給対策では、需要家には大幅なピークカットが求められる。需要抑制の方策には種々のメニュ
ーが提示されている。しかし、産業への影響を最小化することを前提にするなら、コトはそう簡単
ではない。夜間・休日操業へのシフトによって対応可能な分野がある一方、サプライチェーンに於
ける役割から対応が難しいケースも少なくない。コストの兼ね合いもある。
同業者間の操業調整について公正取引委員会が独禁法に抵触しないとの見解を示したの当然で、
混乱回避につながるだろうが、調整が容易ではない業種もある。
　日本経団連が業種ごとの自主行動計画策定を呼びかけ、日本自動車工業会は異業種間の輪番操業
を提案している。規模の大小を問わず、あらゆる業界から知恵を集めなければならない。
その際、企業側から需要抑制に必要な規制緩和、経済的・制度的支援を要求するのは至極正当であ
り、行政が対応すべきことだ。景気の先行きは、夏の電力需給がカギを握る。急場凌ぎではなく、
その先につながる対策と発想を強く求めたい。

3333 経産省経産省経産省経産省　　　　２２２２月月月月プラプラプラプラ製品速報製品速報製品速報製品速報
　　　　主力品目主力品目主力品目主力品目ののののフィルムフィルムフィルムフィルム・・・・シートシートシートシートがががが生産生産生産生産、、、、出荷出荷出荷出荷ともともともとも５５５５％％％％以上以上以上以上のののの伸伸伸伸びびびび、、、、

【２月の主なプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）＜日本プラスチック工業連盟＞

9999 温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策でででで税制見直税制見直税制見直税制見直しししし・・・・・・・・・・・・２３２３２３２３年年年年までのまでのまでのまでの移行移行移行移行めざすめざすめざすめざす　　　　――――　ＥＵ　ＥＵ　ＥＵ　ＥＵ案案案案
　欧州連合（ＥＵ）欧州委員会は１３日、地球温暖化対策の推進に向け、ガソリンや灯油の税制見
直し策を提案した。品目ごとの熱量やＣＯ２排出量に応じて最低税額を設定する考え。２０２３年
までの完全移行に向け、１３年中の部分施行を目指す。
　現在、欧州共通の最低税額は品目の数量を基に決めているが、石炭より再生可能燃料が課税上
不利になるなど、政策上の矛盾が生じており、対策が急務と判断した。
　熱量とＣＯ２排出量の基準を適用するのはガソリン、軽油、灯油、重油、天然ガス、液化石油
ガス（ＬＰＧ）、石炭・コークス。いずれの品目もＣＯ２排出量１トン当たり２０ユーロ、熱量は
１ギガジュール当たり０．１５～９．６ユーロの最低税額を予定している。

品目 前年同期比区分 ２月

フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・シートシートシートシート
生産生産生産生産 195,629195,629195,629195,629 105.1105.1105.1105.1
出荷出荷出荷出荷 200,372200,372200,372200,372 105.9105.9105.9105.9
在庫 223,253 104.0

日用品・雑貨
生産 20,773 105.2
出荷 21,026 107.2
在庫 19,873 99.7

容器（中空成形）
生産 41,868 98.2
出荷 40,927 100.2
在庫 28,671 76.0



　欧州経営者団体のビジネスヨーロッパは同日、税制改正を通じた温暖化対策の推進について「ク
リアすべき前提条件は一部満たされていない」との声明を発表。欧州委の提案に対する慎重姿勢を
示した。

10101010 オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン、、、、アジアアジアアジアアジア市況市況市況市況にににに先高観先高観先高観先高観・・・・・・・・・・・・シェルシェルシェルシェルののののシンガポールシンガポールシンガポールシンガポール設備設備設備設備のののの再稼働再稼働再稼働再稼働はははは５５５５月央月央月央月央
　アジアのオレフィン市況に先高観が強まっている。先月まで需給バランスが緩かったエチレンは、
シンガポールのシェルのクラッカー停止が少なくとも５月半ばまで続く見通しを背景に、急速に
タイト感が強まり、スポット市況（ＣＦＲ、東南アジア）は再び１トン当たり１４００ドルを突破。
もともとタイト感が強かったプロピレンは同１６００ドルに迫る勢い。原油高騰や東日本大震災に
よる燃料需要の高まりを背景に、ナフサの需給バランスも極めてタイト化し価格が上昇している
こともオレフィン価格を押し上げている。


