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　　　　４４４４月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（月月月月））））
1111 石化石化石化石化コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート各社各社各社各社、、、、夏夏夏夏のののの電力制限電力制限電力制限電力制限　　　　対応急対応急対応急対応急ぐぐぐぐ・・・・・・・・・・・・自家発電自家発電自家発電自家発電でででで賄賄賄賄いいいい余力余力余力余力はははは売電売電売電売電

　今夏に実施される見通しの電力制限に対し、石油化学各社が対応策を急いでいる。鹿島地区は
三菱化学、千葉地区は三井化学、川崎地区はＪＸ日鉱日石エネルギーが中心となりコンビナートに
おける電力の需給状況や、ピーク時に２５％削減した場合のサプライチェーンへの影響を調査して
いる。コンビナートに立地しない事業所を含めグループで２５％削減という考え方もあり、経産省
に要望していく考えだ。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・注目注目注目注目したいしたいしたいしたい九州九州九州九州のののの再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策政策政策政策
　東日本大震災に起因する電力不足は、日本の経済や社会に暗い影を落とし、今後のエネルギー
政策の抜本的見直しをも迫っている。九州経済産業局は産業振興と温室効果ガス削減による低炭素
化社会の実現を目的に、再生可能ネネルギーの直面する課題と導入推進策を取りまとめた。この
調査は１年間かけて実施したもので、原子力発電所の事故は想定していなかったが、エネルギーの
「地産地消」を目指す取り組みに参考になりそうだ。
　九州は太陽光発電の人口当たりの普及率で全国トップ。風力では東北に次いで設備導入量が多く、
合計で３５．５万ｋＷになっている。また、全国１８カ所の地熱発電のうち９カ所が九州で稼働中。
事例調査を通じて、再生可能エネは導入コストが割高なことに加えて、施工段階のトラブルや規制
が普及を阻害している実態が明らかになった。
　九州地区は半導体や液晶パネル関連部材を含めた電機産業に加えて、自動車産業を誘致して経済
活性化を図ってきた。ただ特定産業に過度に依存することのリスクも指摘され、再生可能エネルギ
ー分野が注目されていた。
　今回の報告書に基づいて九州産業局では、１０年以上活動を行っている「九州地域環境・リサイ
クル産業交流プラザ」に新たにエネルギ―研究会を創設して産学官連携やビジネスマッチング等の
取り組みを展開する。産業振興や温暖化対策として始まった取り組みだが、地産地消によるエネル
ギー安定供給にも資することとなりそうで、成果を期待したい。

8888 米米米米ＮＰＲＡＮＰＲＡＮＰＲＡＮＰＲＡ会長会長会長会長がががが声明声明声明声明・・・・・・・・・・・・ＴＳＣＡ、ＴＳＣＡ、ＴＳＣＡ、ＴＳＣＡ、改正改正改正改正のののの必要性必要性必要性必要性　　　　再強調再強調再強調再強調　　　　民主党議員案民主党議員案民主党議員案民主党議員案にはにはにはには懸念懸念懸念懸念
　米国石油化学・石油精製協会（ＮＰＲＡ）のチャールズ・ドレブナ会長は１４日、有害物質規制
法（ＴＳＣＡ）改正の必要性をあらためて強調する声明を発表した。民主党のフランク・ローテン
バーグ上院議員が同日、上院にＴＳＣＡ改正案を提出したことを受けたものだ。ただ、改正案が
環境保護庁（ＥＰＡ）に化学物質の製造・使用を規制できる広範な権限を与えるとした点には懸念
を表明。「経済と雇用を犠牲にすることなく、適切な化学品のリスクマネジメントを通じて人の
健康と環境を保護することが必要」とし、法改正に向けて民主・共和両党への協力を惜しまない
姿勢を示した。

　　　　４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（火火火火））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・大胆大胆大胆大胆なななな発想発想発想発想がががが求求求求められるめられるめられるめられる復興構想復興構想復興構想復興構想

　福島第１原子力発電所の事故収束のメドが立たない中で、菅直人首相肝いりの復興構想会議が
先週、初会合を開いた。今後、広域にわたる被災地域の再生・未来像や産業ビジョンなどを論議、
そのための立法・予算措置などをまとめて６月末に第１次提言をまとめる。復興の視点として
不可欠なのは、東北地域の新しい「国づくり」の骨格を示すことである。大地震・大津波の甚大な
被害を受けた福島、宮城、岩手の３県の復興は従来型の地域振興策では間に合わない。この広域の
被災地を俯瞰的にとらえて経済圏トータルでの復興策を講じることが有効だ。そのため道州制の
モデルとして取り上げることを検討したらどうだろう。従来の自治体ごとの部分最適よりも新しい
経済圏・生活圏としての全体最適を図ることが重要だ。１０数万人に上る避難者の生活基盤の整備
と中期的なビジョンをできるだけ早く提示するためにも、政策執行の一元化は意味を持つ。縦割り
行政では、効率が悪い。
　一方、巨費が必要とされる財源・予算措置も重要だ。復興構想会議の議長を務める五百旗頭真・
防衛大学校長は復興税制創設に言及、近く検討部会を発足させる。新規国債の発行等安易な財源
確保に走る愚策は避ける必要がある。それよりも子ども手当など４Ｋの見直しを急ぐべきだ。
　いま求められるのは、政治のリーダーシップである。国民に対して正しい情報を発信する中で、
「東北再生」へのシナリオを提示すべきだ。

2222 表面保護表面保護表面保護表面保護フィルムフィルムフィルムフィルム　　　　１３１３１３１３年年年年からからからから台湾生産台湾生産台湾生産台湾生産・・・・・・・・・・・・東東東東レフィルムレフィルムレフィルムレフィルム加工加工加工加工　　　　年年年年１１１１万万万万７０００７０００７０００７０００トントントントン能力能力能力能力
　東レフィルム加工（本社・東京都中央区、山口進社長）は１８日、台湾で液晶デイスプレイ（
ＬＣＤ）などに用いられる表面保護フィルム「トレテック」の生産を開始すると発表した。
高雄市に新会社を設立、２０１３年から稼働を開始し、同年夏までに生産能力を年間１万７０００
トンに増やす計画。東レフィルム事業で初の台湾事業進出になるとともに、トレテック初の海外
生産拠点となる。国内を含めたトレテックの総生産能力は同３万７０００トンに拡大する。
　新会社の名称は「東麗尖端薄幕股份有限公司」（高雄市路竹郷南部サイエンスパーク高雄園区）
で、１１年５月に設立の予定。資本金は３５億円、東レフィルム加工が７０％、東レが３０％を
出資する。ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）系フィルムの製膜から加工まで一貫
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生産体制を確立する。

10101010 リライアンスリライアンスリライアンスリライアンス、、、、ポリエステルチェーンポリエステルチェーンポリエステルチェーンポリエステルチェーン・・・・・・・・インドインドインドインドでででで大型投資大型投資大型投資大型投資、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡ２３０２３０２３０２３０万万万万トントントントン軸軸軸軸にににに川下増強川下増強川下増強川下増強
　リライアンス・インダストリーズは、世界最大規模のポリエステルチェーンを構築する。その
一環として、向こう数年でインドにおける高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）の生産能力を年２３０万
トン増強するほか、川下のポリエステルフィラメント、ポリエステル短繊維、ポリエチレンテレフ
タレート（ＰＥＴ）の生産も拡大する。

10101010 欧米大手化学企業欧米大手化学企業欧米大手化学企業欧米大手化学企業のののの対日供給対日供給対日供給対日供給・・・・・・・・・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル拠点拠点拠点拠点フルフルフルフル活用活用活用活用、、、、添加剤添加剤添加剤添加剤ややややＸＰＳＸＰＳＸＰＳＸＰＳ輸入輸入輸入輸入
　欧米大手化学企業がグローバルネットワークが駆使し、東日本大震災による日本の供給不安へ
対応する動きが本格化してきた。ＢＡＳＦがポリマー添加剤をシンガポール拠点から輸入。ダウ・
ケミカルはダウ化工を通じて押出法ポリスチレンフォーム（商品名・スタイロフォーム、一般名・
ＸＰＳ）の輸入に踏み切る。一段と深刻化する国内需給のひっ迫に対応するのが狙い。
　欧米化学大手は市場としての日本を重要視しており、世界拠点からの対応によって、供給安定性
が市場で一段と評価せれる可能性が出てきた。

　　　　４４４４月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（水水水水））））
1111 樹脂樹脂樹脂樹脂メーカーメーカーメーカーメーカー　　　　副原料確保副原料確保副原料確保副原料確保メドメドメドメド・・・・・・・・・・・・同等品同等品同等品同等品などでなどでなどでなどで対応対応対応対応

　樹脂のサプライチェーン確保の上で障害となっていた添加剤などの樹脂副原料の供給体制が整い
つつある。東日本大震災により操業停止している三菱化学の鹿島事業所が５月２０日から再開する
予定となり、国内のエチレンセンターはすべて稼働できることになった。ただ、被災地域には樹脂
副原料メーカーが多く、汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック各社は復旧状況の確認あるいは
同等品の確保に追われた。ここにきて、特殊な製品を除いて対応にほぼめどが立ちつつある。
　特に深刻だったのが、ＢＡＳＦジャパンが供給している酸化防止剤「イルガノックス」。世界標
準ともいえる製品で、２００８年の生産量は酸化防止剤としては桁違いの２２００㌧に上っている。
ＢＡＳＦはシンガポール工場等の供給によって対応する体制を整えた。

1111 リサイクルコンパウンドリサイクルコンパウンドリサイクルコンパウンドリサイクルコンパウンド・・・・・・・・・・・・いそのいそのいそのいその、、、、タイタイタイタイにににに進出進出進出進出　　　　日祥現地法人日祥現地法人日祥現地法人日祥現地法人とととと東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア本格開拓本格開拓本格開拓本格開拓
　プラスチックリサイクルを手掛けるいその（名古屋市東区、磯野正幸社長）はリサイクルコンパ
ウンドで東南アジア市場の本格開拓に乗り出す。タイに製造会社を設立したもので、チッソ事業会
社ＪＮＣの商事会社である日祥（東京都千代田区、浅見宗男社長）の現地法人などと合弁を組んだ。
　タイをはじめとした東南アジアでは、自動車や家電分野などでプラスチック再生材料の需要が
拡大しており、日系企業を中心に得意とする高付加値、高機能な再生材料を供給する。
　新会社「ＩＳＯＮＯ　ＰolyＯne」（イソノ　ポリワン）は、プラスチック再生・コンパウンド事
業を手掛ける。いそのとタイ日祥が４月１日付けで現地法人（サムットプラカン県）に資本参加す
るかたちで、いそのが筆頭株主となる。従業員は当初２０人程度。いその社長の磯野正幸氏が社長
を務める。
　いそのはプラスチックリサイクル事業で４０年以上の実績を持つ。現在、稲沢工場（愛知県）と
２００８年に開設した九州工場（北九州市）の国内２拠点で、工場で発生する工程内不良や市場か
ら回収した廃プラスチックをベースとした再生材料を生産する。有価プラスチックのほか、廃プラ
スチック類を扱う為に産業廃棄物収集運搬業、処分業（中間処理）の認可を有する。
リサイクル品の使用を推進するトヨタ自動車の認定業者にもなっている。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・世界世界世界世界からからからから問問問問われるわれるわれるわれる安定供給安定供給安定供給安定供給のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ
　東日本大震災によって、世界における日本の部品・材料の存在感が改めて確認されたとの論評が
多様なメデイアから伝えられている。被災工場が相次ぎ再開または復旧のめどを付けているといっ
ても、フル稼働でない限り、自動車・電子部品や包装フィルム、印刷用紙、塗料・インキ・接着済
原料などの出荷量は需要を下回り、川下産業に大きな影響を与え続けている。さらに、夏場の電力
需要ピーク時における使用制限策も各業界で検討され、稼働率の低下に追い打ちをかけることが
予想される。世界における部品・材料分野の存在感が立証されたゆえに、従来にも増して危機管理
体制が問われていくだろう。特に海外企業は、これに対して強く要求してくるに違いない。
　一方、安定供給体制の整備には企業の体力が要求される。ましてやグローバル・ニッチを追求す
るファイン・スペシャリテイーケミカルや樹脂加工メーカーなどは中小企業も多く、生産拠点が
特定地域に集中したり、１工場体制を組むところも目立つ。ある企業は「生産拠点の分散化は避け



て通れない」とし、新立地を早急な検討課題に位置づけている。これには膨大な投資が必要になる
ため、１社で対応しきれない企業は合弁形態や技術供与など多様な選択肢がでてくるだろう。
　今後、安定供給は顧客の要求項目の中でも重みを増すに違いなく、部品・材料メーカーは多い切
った見直しを突きつけられることになろう。

2222 東洋紡 植物由来東洋紡 植物由来東洋紡 植物由来東洋紡 植物由来ののののＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴフィルム フィルム フィルム フィルム 包材用途包材用途包材用途包材用途でででで本格展開 大日本印刷本格展開 大日本印刷本格展開 大日本印刷本格展開 大日本印刷とととと連携連携連携連携, , , , 上期中上期中上期中上期中にににに量産開始量産開始量産開始量産開始
　東洋紡は、大日本印刷と協力し、包装材料向け植物由来ポリエステル（ＰＥＴ）フィルムの用途
開拓に入る。食品包装を中心に国内で高いシェアを持つフィルムコンバーターの大日本印刷と連携
することで、バイオの普及促進につなげる。すでに本格採用のメドがつきつつあるという、今上期
中にも量産を開始、本格展開に乗り出す方針。包装材以外の工業用途については、複数のコンバー
ターと協力しながら用途開拓を進めるとしている。

3333 スチレンスチレンスチレンスチレン工業会首長会長工業会首長会長工業会首長会長工業会首長会長がががが会見会見会見会見・・・・・・・・・・・・節電節電節電節電もももも冷静冷静冷静冷静なななな対応対応対応対応をををを、、、、輸入輸入輸入輸入ややややグレードグレードグレードグレード集中集中集中集中などなどなどなど
　日本スチレン工業会の首長信幸会長（ＰＳジャパン社長）は１９日会見し、ポリスチレン（ＰＳ）
の需要動向や夏場の自主節電対策の影響などについて語った。
　ＰＳの国内生産能力の過半が東京電力管内にあり、夏場の節電の影響は少なくないと述べる一方
で、「予測を超える仮需が発生するなどの混乱は避けたい」と語り、適切で冷静な対応を呼びかけ
た。
　夏場の節電がＰＳの生産に与える影響について、「（４月末までに）経産省が示すガイドライン
をみるまでわからないが、昨年比２５％減ということなら影響は少なくない。ただ、各社が輸入品
の手当てや生産効率の高いグレードにシフトするなど、適切に対応すると思う」と語り、極端な
仮需の発生等が生じない対策が必要との認識を示した。

　　　　４４４４月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（木木木木））））
1111 サンエーサンエーサンエーサンエー化研化研化研化研、、、、保護用保護用保護用保護用フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・・・・・・・・・光学向光学向光学向光学向けけけけ中心中心中心中心にににに開拓開拓開拓開拓、、、、セパレーターセパレーターセパレーターセパレーター使使使使わずわずわずわず作業効率作業効率作業効率作業効率がががが向上向上向上向上

　サンエー化研は、セパレーターをなくしたポリエステル（ＰＥＴ）フィルムベースの光学用表面
保護フィルム「サニテクト　ＮＳタイプ」を開発した。独自の樹脂加工技術と粘着剤塗工技術を駆
使し、気泡混入を大幅に低減するとともに、剥離しやすさも実現した。同社は３グレードを品揃え
し、作業効率の向上及びコスト低減に貢献できる特徴を生かして光学分野を中心に市場開拓を推進
する。

1111 ＶＥＣＶＥＣＶＥＣＶＥＣ会長会見会長会見会長会見会長会見・・・・・・・・・・・・塩塩塩塩ビビビビ供給供給供給供給にににに問題問題問題問題なしなしなしなし、、、、電力制限電力制限電力制限電力制限　　　　川下川下川下川下へのへのへのへの影響懸念影響懸念影響懸念影響懸念
　塩ビ工業・環境協会（ＶＥＣ）中原茂明会長（トクヤマ会長）ら首脳は２０日、都内で開いた定
例の記者会見で、「復興需要がいつから本格化するかは見通しにくいものの、当面の塩化ビニル樹
脂需要には十分対応していける」との見通しを語った。
　３月も全体として需給面での大きな影響は出なかったとしており、大型工場の定修が終了した
ことや、震災以降、停止していた工場も順次立ち上がってきることから、「今後も供給不足に陥る
ことは全く心配していない」と述べた。

1111 ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン　　　　アジアスポットアジアスポットアジアスポットアジアスポット・・・・・・・・・・・・供給不足供給不足供給不足供給不足でででで３０００３０００３０００３０００ドルドルドルドル突破突破突破突破、、、、合成合成合成合成ゴムゴムゴムゴム減産減産減産減産へへへへ
　ブタジエンのアジアスポット市況が１トン当たり３０００ドル（ＣＦＲ、極東アジア）を突破し
た。原油・ナフサ価格の高騰に加え、域内の合成ゴムや樹脂メーカーからの引き合いが旺盛な状況
が続いている為。
　供給もシンガポールのシェルのクラッカーがフォースマジュール（不可抗力による供給不能）を
宣言、イランのジャム・ペトロケミカルのクラッカーも３月下旬にフォースマジュールを宣言し
供給が止まっているため、需給バランスが極めてタイト化している。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・改正化審法施行改正化審法施行改正化審法施行改正化審法施行でででで浮浮浮浮びびびび上上上上がったがったがったがった課題課題課題課題
　改正化審法が４月１日に本格施行された。同法の安全性評価では製造・輸入量が年間１トン以上
の化学物質が対象になる。これまでは不要だった既存化学物質も届け出が必要になり、約８０００
物質が想定されている。１トン以上に枠が広がったことで、１０００社程度の企業にも義務が生じ
る。しかし、その後のアンケート調査などから、化学物質の用途分類などの理解が浸透しておらず、
混乱が懸念されるという。
　同法では、「環境排出量から化学物質を評価（スクリーニング評価）を行い、リスクが懸念され
る物質を優先評価物質に分類してより厳しいリスク評価をする。既に既存化審法で分解性や蓄積性
が懸念されている第二種監視化学物質及び第三種監視化学物質から８８物質を優先評価物質に指定
したが、これに加えてスクリーニング評価をおこなった化学物質から優先評価化学物質が選ばれる。
　当初は１０００物質程度を想定していたが、大幅に絞り込まれそうだ。リスク評価の視点からは
歓迎すべきだが、、ＲＥＡＣＨなどと整合性がないと産業界の負担は軽減されないという事態も
懸念される。また、リスク評価手法の確立が遅れている。用途分類はスクリーニング評価の５０
から約２８０に増えて、より詳細なデータが求められるだけに手法を早期に決めて、的確な情報
発信が求められる。

2222 プラプラプラプラ製品製品製品製品・・・・・・・・・・・・再再再再びびびび価格転嫁価格転嫁価格転嫁価格転嫁　　　　課題課題課題課題にににに、、、、０８０８０８０８年以来年以来年以来年以来のののの原料高騰原料高騰原料高騰原料高騰でででで
　プラスチック製品は、原料高騰への対応が再び大きな課題となっている。原油・ナフサ価格は、
過去最高値となった２００８年以来の高騰期に突入しており、原料プラスチックは今年に入り相次
いぎ大幅な値上げが打ち出されている。とくに食品包装材料や雑貨など、ナフサ価格と製品価格と
の連動性が薄い製品においては、価格転嫁の成否が死活問題となってきた。
　原油・ナフサの国際市況の高騰を背景に、４－６月期の国産ナフサ基準価格が６万２０００円程
度に値上がりした場合、昨年７－９月期比で約２万円の上昇となり、ポリオレフィンで１キログラ
ム当たり４０円以上の値上げ要因となる。



　震災の影響で、サプライチェーンの安定化が課題となるなかで、プラスチック製品メーカーは
原料高騰分のコスト転嫁を同時に進めるという苦しい舵取りが必要となっている。

8888 次亜次亜次亜次亜ソーソーソーソー、、、、需給安定化需給安定化需給安定化需給安定化へへへへ
　次亜塩素酸ソーダ（次亜ソー）の需給が落ち着きを取り戻しつつある。東日本大震災の影響から
生産停止や配送・物流体制が混乱したが、震災発生後１カ月が経過、生産回復が進んできた。
　一方の需要家サイドでも、上下水道向けに優先した機動的な玉繰りや柔軟な運用対応などから、
ほぼ供給量を確保できている。ここにきて、旭硝子・千葉工場の電解設備が稼働再開したことを
受け、民間需要への供給体制も徐々に整いつつある。しかし、水需要期の夏季を見据えて、電力使
用制限の影響から供給不足も危惧されており、安定供給に向けた対応が急がれる。

10101010 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ののののＧＨＧ「ＧＨＧ「ＧＨＧ「ＧＨＧ「見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」・・・・・・・・・・・・スコープスコープスコープスコープ３３３３基準基準基準基準　　　　今秋公表今秋公表今秋公表今秋公表
　温室効果ガス（ＧＨＧ)排出及び削減量の算定・報告に関する基準を開発する国際イニシアチブ
「ＧＨＧプロトルコ」は今秋、新たに「スコープ３基準」を公表する。企業活動で排出されるＧＨ
Ｇの３分類のうち、企業のサプライチェーン（ＳＣ）で間接的に排出されるＧＨＧを「見える化」
し、排出削減の取り組みをより効率化しようとするもので。昨秋公表した基準草案では、対象範囲
が広範なスコープ３を１５のカテゴリーに細分化。優先順位を付け、段階的に排出情報を把握・
報告できる仕組み作りを目指している。
　ＧＨＧプロトルコは、持続可能な発展のための世界経済人会議（ＷＢＣＳＤ）と世界資源研究所
（ＷＲＩ）を中心に、各国の政府機関や企業、ＮＧＯ等が参加。
　企業活動で排出されるＧＨＧを、スコープ１（生産時等の直接排出）、スコープ２（エネルギ―
使用などの間接排出）とスコープ３（製品使用時を含めたＳＣを通じての間接排出）に３分類して
いる。
　ＧＨＧ算定の世界的なデイファクトスタンダードとされる「コーポレート・スタンダード」は
現在、算定・報告の要求事項としてスコープ１と２を規定しているが、新基準完成にともない
スコープ３も正式な要求事項となる。スコープ３には、サプライヤーによる原料の加工製造、輸送、
ユーザーの製品使用、リサイクル・廃棄等に伴い、企業の上下流ＳＣで間接的に排出されるＧＨＧ
が広く含まれる。スコープ３のＧＨＧ排出把握や削減には、ＳＣにかかわる企業間の情報共有や
共同作業が不可欠だが、対象範囲が幅広く、業種・業態によって情報把握の難易度も異なる。
この点について、新基準作成に携わるトーマツ審査評価機構の岩尾康史マーケテイング部長は「ス
コープ３のアプローチは、企業の業種や戦略に応じ、ＧＨＧをステップ・バイ・ステップで把握し
ていこうとするもの。必ずしもＳＣ全体のＣＯ２排出の完璧な算定を目指すものではない」と説明
する。
　具体的には、生産量やカーボンインパクトの大きい製品から優先的に輸送時のＣＯ２排出情報を
把握し、物流業者と協力して排出削減に取り組む―といったことが考えられる。
　足元の電力不足に伴い、関東圏に拠点をおく企業は今夏、大幅な省エネが求められる。「東日本
大震災により、国内企業は中長期の省エネ・ＧＨＧ排出削減に向けた取り組みを再構築せざるを得
ない。スコープ３は、ＳＣのＣＯ２排出管理・削減の取り組みを強化する契機となり得る」という。

10101010 新港新港新港新港リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル・・・・・・・・・・・・容器包装容器包装容器包装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ののののベールベールベールベール化工場化工場化工場化工場、、、、２５２５２５２５日再稼働日再稼働日再稼働日再稼働
　ＪＦＥエンジニアリングは２０日、東日本大震災により操業を停止していたグループ会社の新港
リサイクル（仙台市）が操業を再開すると発表した。同社は廃プラの再資源化事業を行っており、
今月２５日に容器包装プラのベール化工場を稼働させる。被災地のリサイクル拠点として、現在も
停止しているプラスチック再生原料の製造工場や廃蛍光灯リサイクル工場などの操業も順次、再開
する計画。
　再稼働するベール化工場の能力は４．２トン／時。震災後、市内全域で収集がストップし各家庭
に保管されていた廃プラの収集を再開する。プラ再生原料の製造設備、再生原料からパレットを製
造する設備、廃蛍光灯のリサイクル設備の復旧作業も進めており、近く操業を再開する見通し。

　　　　４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金））））
1111 積水化成品積水化成品積水化成品積水化成品、、、、在庫積在庫積在庫積在庫積みみみみ増増増増しししし・・・・・・・・夏夏夏夏のののの節電期間節電期間節電期間節電期間にににに対応対応対応対応、、、、発泡製品発泡製品発泡製品発泡製品、ＧＷ、ＧＷ、ＧＷ、ＧＷ返上返上返上返上しししし生産生産生産生産、、、、自家発導入自家発導入自家発導入自家発導入もももも

　積水化成品工業は、発泡スチレン系製品を前倒し生産する。夏場の節電機関を前に、需要が旺盛
な発泡スチレンシート（ＰＳＰ）等の在庫を積み増す。ゴールデンウイーク（ＧＷ）も操業を休ま
ず、休日を夏場にシフトするなどの対応を図る。夏場の操業についても、自家発電設備を設置する
などして操業を維持する考えだ。同社はカップ麺用のラミネート製品や食品トレー向けのＰＳＰ等
で高いシェアを持っており、東日本大震災の被災地への支援物資ともなる基礎素材の供給維持に
注力する。

3333 サンエーサンエーサンエーサンエー化研化研化研化研・・・・・・・・・・・・タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル用部材用部材用部材用部材にににに力力力力、、、、新開発新開発新開発新開発のののの保護保護保護保護フィルムフィルムフィルムフィルムなどなどなどなど
　サンエー化研は、タッチパネル向けの部材展開に力を注ぐ。芯なし両面テープ「ＳＡＮＣＵＡＲ
Ｙ」、新たに開発したガラス用保護フィルム「ＳＡＮＣＷＩＮ」など拡大するタッチパネル市場に
部材として参入し、さらなる事業規模拡大を図る。
　ＳＡＮＣＵＡＲＹは、タッチパネルのインジウム・スズ・オキサイド（ＩＴＯ）フィルムとガラ
スや、ＩＴＯフィルム同士など各種部材の貼り合わせに使用されるクリーン度の高い両面粘着テー
プ。

9999 訂正訂正訂正訂正
２０日付け１面、「樹脂メーカー副原料確保メド」の記事中、『とくに深刻だったのが、ＢＡＳＦ
ジャパンが供給している酸化防止剤「イルガノックス」。（中略）ＢＡＳＦはシンガポール工場
などの供給によって対応する体制を整えた』とありますが、製品名を「イルガノックス１０１０」
に、供給する工場は欧米工場に訂正します。関係者にご迷惑をお掛けしたことをお詫びします。



2222 ３３３３月主要石化製品生産月主要石化製品生産月主要石化製品生産月主要石化製品生産・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン、、、、５１５１５１５１万万万万４８００４８００４８００４８００トントントントン　　　　稼働率稼働率稼働率稼働率はははは８８８８８８８８．．．．９９９９％％％％
　石油化学工業協会がまとめた３月の主要石油化学製品生産実績によると、エチレン生産量は、
は前年同月比０．１％増の５１万４８００トンとなった。前月比では１３．７％減。稼働率試算は、　
８８．９％となり２２カ月連続の９０％台は途切れた。
　稼働率の低下は震災により三菱化学の鹿島事業所等が停止した為と、停止しなかったプラントも
ロードを下げたから。

【３月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、％）

　　　　３３３３樹脂内需樹脂内需樹脂内需樹脂内需はははは、ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥがががが前年比減前年比減前年比減前年比減、、、、輸出輸出輸出輸出ははははＰＰ、ＬＤＰＥＰＰ、ＬＤＰＥＰＰ、ＬＤＰＥＰＰ、ＬＤＰＥががががプラスプラスプラスプラス。。。。
【３月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

10101010 中国石化中国石化中国石化中国石化、、、、精製油輸出精製油輸出精製油輸出精製油輸出をををを停止停止停止停止・・・・・・・・・・・・内需内需内需内需ひっひっひっひっ迫迫迫迫でででで
　新華社電によると、中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）は２０日、香港・マカオ向けを除く精製油の
輸出を停止したと発表した。
　中東情勢の混乱や東日本大震災等を受けて国内需要がひっ迫しつつあり、国内供給を優先する。
増産にも乗り出す方針。今年第１四半期の同社の精製油生産量は３１５５万トンと、前年同期比
６．２％増加した。４月の生産量は前年同月比４１万トン増の１０５４万トン。
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