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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）

　　　　５５５５月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（月月月月））））
2222 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工、、、、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をををを一斉点検一斉点検一斉点検一斉点検・・・・・・・・・・・・製品使途製品使途製品使途製品使途もももも調査対象調査対象調査対象調査対象

　昭和電工は、主要生産品目でサプライチェーンを点検する。原料や副資材だけでなく、同社製品
が自動車や電機・電子など川下の業界で果たしている役割も調べ、製品の流れを総合的に明らかに
する方針。早ければ５月末までに結果を取りまとめる。足元、生産に支障は生じていないが、必要
に応じて代替品の手当てや海外調達などの措置も検討し、供給責任を果たしていく。
　３月の震災では、福島県の物流拠点が被災したほか、東北・関東の同社事業所内で大きな被害は
ない。現時点では原料や副資材の調達困難に由来する減産は生じていないが、今後、顕在化してく
る恐れがあることから、全社での一斉点検に踏み切る。
　状況によっては代替品や輸入品の使用も視野に入れている模様だ。ただ、本格的な置き換えを行
うと、納入先との調整が必要となることから、供給体制の構築も含め早めの対応が求められる。
製品の使途も調査対象とする考え。今後、生産計画を立案する際の手掛かりとし、サプライチェー
ンの維持・確保に万全を期す。

10101010 政府政府政府政府、、、、電力需給対策電力需給対策電力需給対策電力需給対策をををを決定決定決定決定・・・・・・・・・・・・夏場一律夏場一律夏場一律夏場一律１５１５１５１５％％％％節電節電節電節電、、、、自家発電関連制度見直自家発電関連制度見直自家発電関連制度見直自家発電関連制度見直しもしもしもしも
　政府は１３日、夏場の電力需給対策をまとめた。国民生活や経済活動への影響最小化を前提に
供給力を最大限積み増すとともに、需給ギャップ解消のため大口・小口需要家、家庭に一律１５％
の節電を求める。大口需要家には７月から９月にかけて電力の使用を制限する電気事業法２７条を
活用し公平性を確保する。小口需要家には節電行動計画の策定を呼びかける。計画停電は原則不実
施としセーフテイネットと位置付ける。
　政府は電気事業法２７条に基づき、契約電力５００キロワット以上の大口需要家に昨年７～９月
の最大使用量から１５％削減した値を上限と定め、電力の使用を制限する。
　一方で抜本的な節電を後押しするため、規制や制度を見直す。独禁法の運用明確化や自家発電の
定期点検の弾力化などを進める。
　５００キロワット未満の小口需要家には、節電行動計画の策定を支援する。契約電力の引き下げ
も呼びかけ、取り組みを促していく。節電を国民運動として推進するため広報・啓発活動を強化す
る。電力需給状況や予想電力需要を「見える化」して情報提供する。需給ひっ迫時には警報を発し、
計画停電の可能性を周知する。

12121212 中国中国中国中国のののの石化工業石化工業石化工業石化工業・・・・・・・・・・・・１１１１四半期生産四半期生産四半期生産四半期生産がががが好調好調好調好調、、、、自動車自動車自動車自動車などなどなどなど周辺産業周辺産業周辺産業周辺産業ぬぬぬぬ不透明感不透明感不透明感不透明感もももも
　中国の石油化学工業が拡大基調を継いでいる。中国石油・化学工業連合会がまとめた第１四半期
の生産実績によると、調査対象企業約２万６４００社（売上高２０００万元以上が対象）の総生産
額は約２兆４２００万元で前年同期比３４．３％増となった。エチレンが同３２％増の３９５万ト
ン、メタノールが同２４．３％増の４７７万トン、苛性ソーダが同１７．７％増の５６３万トンと
なるなど生産量も伸びており、調査対象７８品目中の９割以上が前年より増加した。一方で４月の
自動車生産・販売台数が２７カ月ぶりに前年同月比マイナスとなるなど、周辺には不透明感も出て
いる。第１四半期の国内石油化学工業の状況にすいて石化連合会では、生産量や主営業収入が順調
に拡大し利益水準も大きく上昇したほか、需要も旺盛だったことから、総じて良好と分析した。
半面、一部製品の高騰や石油精製での利幅縮小、赤字企業の損失幅拡大などを懸念材料として挙げ
ている。
　中国自動車工業協会は、４月の自動車生産台数が、前年同月比１．９％減、販売台数は同０．３
％減となった背景として、優遇税制の廃止やマクロ経済政策、燃料の値上がりや東日本大震災の影
響等を要因として挙げた。１６００ＣＣ以下の車両を対象に、０９年初に５％減で実施（１０年は
２．５％に縮小して継続）されてきた自動車購入税の減税措置は１０年末で廃止されている。

12121212 タイタイタイタイＩＲＰＣＩＲＰＣＩＲＰＣＩＲＰＣ・・・・・・・・プロピレンプロピレンプロピレンプロピレン大幅増産大幅増産大幅増産大幅増産、、、、誘導品拡張誘導品拡張誘導品拡張誘導品拡張めざしめざしめざしめざし日系日系日系日系とととと共同投資共同投資共同投資共同投資もももも
　　　　メタセシスメタセシスメタセシスメタセシス技術技術技術技術　　　　１３１３１３１３年年年年１０１０１０１０万万万万トントントントン、ＦＣＣ、ＦＣＣ、ＦＣＣ、ＦＣＣ装置新設装置新設装置新設装置新設　　　　１５１５１５１５年年年年２４２４２４２４万万万万トントントントン

　タイの石油精製・石油化学大手ＩＲＰＣは、プロピレン系誘導品の拡張計画で複数の日系化学
企業と共同投資を含む協議に入った。タイ・マプタプットで進めている石油化学投資プロジェクト
の一環。石油精製と石化が統合された強みを十分に発揮し、中東や米国などで進むエチレン系の拡
大計画との差別化を図るためプロピレン系誘導品能力の大幅拡大を推進、プロピレン増産量を大幅
に引き上げる。メタセシス技術の導入により、プロピレン年１０万トンを２０１３年内に稼働させ
る計画に続き、石油精製側では流動接触分解（ＦＣＣ）系の装置を新設し同２４万トンを１５年
までに稼働させる計画だ。技術面で特色を出せる日系化学企業との連携を強化し、競争力ある誘導
品の拡大で、プロピレンのクレジットを上げ、コンプレックス全体の競争力強化につなげる。
酸化プロピレンやアクリル酸などで日系との共同投資が進む可能性もある。

　　　　５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））
1111 超短波超短波超短波超短波

◆・・・「日量２０万バレルの能力削減は予定通り実施する」と切り出すのは、ＪＸホールデイン
グスの高萩光紀社長。東日本大震災では仙台製油所、鹿島製油所が被災。発生直後はサービスステ
ーション（ＳＳ）に給油待ちの長い列ができるなどの事態も起きたが、「中長期的の石油製品需要
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が減少する大きな流れは変わらない」と、あらためて精製能力適性化へ取り組む意志を示す。
◆・・・福島第１原子力発電所の事故を受け、エネルギ―政策が抜本的に見直されることになった
が、「原子力発電や代替エネルギーのあるべき姿については冷静な検討が必要。温暖化ガスの問題
もあり、ただちに石油のカムバックには結びつかない」とみる。逆に震災や原油高などの影響から
か石油製品の需要は減少しており、夏場に向けた節電による景気原則も懸念材料となっている。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　世界の人口は、今年７０億人の大台をうかがう様相だ。人口増は１分で１３７人、１日２０万人、
そして１年で７０００万人。１年で６０００万人が死を迎え、１億３０００万人が生を受けるとい
う▼人口の増加は、食料需要が引き上げる。しかし、世界の食料生産基地は表土流出などの問題を
かかえ、増産に応えられる状況ではない。食料価格の上昇に歯止めがかからないのも新興国を中心
とした旺盛な需要を背景としている▼国連食料農業機関（ＦＡＯ）の「世界の食料損失と食品廃棄
物」によると、世界で毎年、生産される食料のほぼ３分の１、１３億トンが生産過程で喪失・廃棄
されているという。先進国、開発国ともほぼ同量で、それぞれ６．７億トン、６．３億トンの喪失
廃棄量である▼もっとも、その内容は大きく異なる。開発国では喪失が深刻な問題。不適切な収穫
技術、収穫後の貯蔵・冷却設備などサプライチェーンの整備遅れや、市場情報不足によってムダが
生じている。一方、先進国では十分に食べられる食料が廃棄される、その量は年間２億２２００万
トンに上る▼ＦＡＯは、ここで経済的に避けられる食料のロスや廃棄を削減する提言を行っている
が、グローバルな食料供給網の効率をいかに向上させるかがカギだ。食料危機の回避は、まさに
地球的課題である。

8888 ＰＰＰＰＰＰＰＰ・・・・ＰＥＰＥＰＥＰＥ２２２２次値上次値上次値上次値上げげげげ決着決着決着決着・・・・・・・・・・・・満額満額満額満額ほぼほぼほぼほぼ２０２０２０２０円円円円
　ポリエチレン（ＰＥ）・ポリプロピレン（ＰＰ）は、今年２回目の値上げが決着した。
４－６月期の国産ナフサ上昇に対応する値上げで、ほぼ１キログラム当たり２０円の満額水準で受
け入れられた。東日本大震災の影響もあり、需給は引き締まっている。
　汎用樹脂は２～３月に１-３月期ナフサ上昇（確定値＝１キロリットル５万２４００円、
１０-１２月期比１６％高）に対応した値上げを実施した。これに続き３月中に各社が、４月出荷分
から１キログラム２０円の値上げを打ち出した。４-６月期ナフサが６万円超、６万２０００円前後
への上昇もほぼ確定したところで、フィルムメーカーも含めてほぼ満額（２０円）で２次値上げを
受け入れた。

10101010 自家発電導入促進自家発電導入促進自家発電導入促進自家発電導入促進へへへへ規制見直規制見直規制見直規制見直しをしをしをしを・・・・・・・・・・・・大気汚染防止法大気汚染防止法大気汚染防止法大気汚染防止法などのなどのなどのなどの緩和緩和緩和緩和、、、、産業界産業界産業界産業界からからからから要望強要望強要望強要望強まるまるまるまる
　政府が進める今夏の電力需給対策に対し、産業界からは自家発電設備の活用促進のため規制改革
を求める声が強まっている。政府はすでに、一部規制の見直し方針を示しているが、企業の自家発
電設備導入を促すには一層の規制緩和が必要になっている。ばい煙、騒音などの環境規制や燃料貯
蔵基準などが主なもの。例えば、海外製の発電機は現行の窒素酸化物（ＮＯx）排出基準を満たして
いないケースもあり、現行基準のままでは夏場の対策に使えない可能性が生じる。企業の自家発電
導入を後押しするには、基準値の一次的な引き下げなどを早期に具体化する必要が生じている。

12121212 大型石化大型石化大型石化大型石化コンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックス、、、、ペトロナスペトロナスペトロナスペトロナスがががが投資決定投資決定投資決定投資決定・・・・・・・・オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン３００３００３００３００万万万万トントントントン、、、、１６１６１６１６年年年年メドメドメドメド稼働稼働稼働稼働
　ペトロナスはこのほどマレーシア・ジョホール州南部ペンゲランに石油精製施設およびナフサク
ラッカーの建設を決めた。投資額は２００億米ドル（約１兆６０００億円）。
石油精製の処理能力は日量３０万バレル、ナフサクラッカーはエチレン年１００万トン規模と想定
され、プロピレン、Ｃ４、Ｃ５を含めトータルで年３００万トンのオレフィン能力で稼働開始は、
２０１６年を目指している。この大型コンプレックス計画では、ダウンストリームに日本や台湾の
石化メーカーの誘致を見込んでおり、ペトロナスは同コンプレックスを東南アジア随一の石化ハブ
とする考えだ。

　　　　５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（水水水水））））
1111 岩谷産業岩谷産業岩谷産業岩谷産業・・・・・・・・・・・・ＬＰＧＬＰＧＬＰＧＬＰＧセンターセンターセンターセンター関東関東関東関東などなどなどなど１１１１１１１１拠点拠点拠点拠点でででで、、、、耐震補強耐震補強耐震補強耐震補強やややや自家発設置自家発設置自家発設置自家発設置

　岩谷産業は、災害や停電に強いＬＰＧガスや産業ガスの安定供給体制を構築する。全国１１３拠
点を展開するＬＰＧセンターにおいて、施設の耐震性強化や自家発電機によるガス充填体制の確立
など災害対策に取り組む。第１弾として、津波の恐れが少ない高台にあるガスセンター１１カ所を
主要戦略基地に指定し、今期中に１０億円を投じて実施する。東日本大震災では「仙台基地が被災
したものの、大型発電機があり、ガス供給に活躍できた」として、安定供給体制を強化していく。
　今回の震災で分散型エネルギ―として、その特性が再認識された。なかでも仙台ＬＰＧセンター
では大型発電機を設置しており、停電時でも医療ガスやＬＰガスのの充填が可能で、ＬＰガス車を
活用して供給してきた。こうした成果から今期の設備投資計画（１３０億円）のうち１０億円を投
じ、全国展開していくことにした。

2222 ３３３３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上昇上昇上昇上昇
　３月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、原油価格上昇を受けてＬＰＧを除く全てがプラス　
で推移した。
原油は前月速報比１キロリットル当たり３６９０円上げの５万３３５５円、ナフサは同１７２５円
上げの５万１９２９円だった。
【３月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート：８２．３８円／ドル　出所：財務省貿易統計

灯油 70,108 135.30

原油・粗油 53,355 102.97
ガソリン(自動車用） 58,817 113.51
ナフサ（石化用） 51,929 100.22

円／ＫＬ ドル／バレル



2222 エチレンエチレンエチレンエチレン生産速報生産速報生産速報生産速報・・・・・・・・・・・・４４４４月月月月はははは００００．．．．６６６６％％％％減減減減
　経産省がまとめた２０１１年４月のエチレン生産速報によると、生産量は前年同月比０．６％減
の５０万３０００トンとなった。定修は前年３プラントに対し今年は１プラント。対前月比は
２．３％減。

4444 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・・・・・・・・・・・・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などなどなどなど値上値上値上値上げげげげ
　東洋インキＳＣホールデイングスは、グラビアインキおよびラミネート接着剤を６月１５日出荷
分から値上げする。上げ幅は、白インキ・メジウム・ワニスが１キログラム当たり６０円、色イン
キが同７０円、インキ硬化剤が同５０円、ラミナート接着剤が同６０円、同接着剤（硬化剤）が同
７０円。なお、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）を含むインキおよび接着済、紫色系インキ、水性
インキについては別途設定するとしている。
　原油高騰や中国・東南アジア需要拡大などを背景に、主原料である溶剤や樹脂、顔料などの価格
が大幅に上昇。加えて、東日本大震災の影響でＭＥＫなど一部原料の調達が困難な状況になってい
る。今後の原油価格変動や個別原料事情によっては追加値上げも検討するという。

10101010 経団連第三者評価委経団連第三者評価委経団連第三者評価委経団連第三者評価委・・・・１０１０１０１０年度自主行動計画年度自主行動計画年度自主行動計画年度自主行動計画をををを評価評価評価評価、、、、０９０９０９０９年度年度年度年度ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出排出排出排出はははは９０９０９０９０年度比年度比年度比年度比１７１７１７１７％％％％減減減減
　日本経団連は、２０１０年度環境自主行動計画について、第三者評価委員会による評価結果をま
とめた。目標設定をはじめ、これまでに評価委員会が指摘した事項に対し、おおむね適切に対応し
ていると評価した。１０年度は京都議定書の約束期間の中間年であるため中間評価も実施した。
　産業・エネルギー転換部門３４業種の見通しを踏まえた０８－１２年度平均のＣＯ２排出量は４
億６５３３万トンとなり、９０年度比８．２％減少する見通し。但し、これには東日本大震災内の
影響が含まれていない点に留意が必要とした。
　日本化学工業協会は０９年度に２９０億円の省エネ関連投資で８８万トンのＣＯ２削減効果があ
ったとし、削減単価は１ＣＯ２当たり約３．３万円だった。　
　０９年度に９０年度比１６．８％減少した要因は、生産活動量の変化が２．１％減、生産活動量
当たりの排出量が１３．２％減。ＣＯ２削減係数の改善は１．４％の減少に貢献した。
　自主行動計画の削減目標は、大きく上回る形で達成しており、これまでの業界、企業の取り組み
を一定に評価している。但し、今回は震災以前のデータに基づく評価であり、自主行動計画をはじ
め産業界の地球温暖化対策を再検討する必要があるとしている。
　今後、重要な取り組みとして、業務・家庭・運輸部門の対策強化、ライフサイクルでＣＯ２削減
効果の大きい低炭素製品の提供、２国間協力などの国際貢献を挙げている。

　　　　５５５５月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（木木木木））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・不透明感不透明感不透明感不透明感をををを残残残残すすすす中国中国中国中国のののの国内優遇措置国内優遇措置国内優遇措置国内優遇措置

　中国経済の存在感が高まり、２０１０年の国内総生産（ＧＤＰ）は日本を抜いて世界２位に躍進。
一方で、レアアースの輸出規制に象徴される通商ルールから疑問をの残す政策も目立っている。
経産省がこのほど公表した「不公正貿易報告書」では、中国の雇用維持や戦略産業育成を目的とし
た国内生産・産品優遇措置に懸念を示している。今後の日中経済の健全な発展のためにも国際ルー
ル順守に基づく関係構築が急がれる。
　中国はレアアースのほか、コークスや亜鉛など多くの原材料に輸出許可証を発給して輸出をコン
トロールするとともに、効率な輸出税を課している。これはＷＴＯ（世界貿易機関）加盟議定書の
約束に違反している可能性が指摘されているが、中国は環境保護と有限天然資源の保存のための措
置と正当性を主張して、議論は平行線のままである。
　また、中国は２００９年１１月に６分野１２５品目のハイテク製品に関して、同国における知的
財産権や商標を有していることを条件に「国家自主創新製品」を認定、政府調達で優遇すると発表
した。この制度は、外国企業の製品に対して差別的措置となる可能性があり、技術移転を事実上
強制される懸念があると日米欧政府、産業界は指摘している。更に、政府調達実施条例案、政府調
達国内産品管理弁法案等は「バイ・チャイナ」制度としてＷＴＯ政府調達協定に抵触する可能性が
あるとして是正を働きかける。

3333 ３３３３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はははは震災震災震災震災のののの影響影響影響影響でででで生産生産生産生産、、、、出荷出荷出荷出荷ともともともとも減少減少減少減少

【３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＞

フィルム・シートは、東北・
関東地域で生産設備や倉庫の
損傷が相次ぐ一方、西日本地
区で設備稼働率が上昇した。

4444 東京東京東京東京インキインキインキインキ・・・・・・・・・・・・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製品製品製品製品をををを値上値上値上値上げげげげ
　東京インキは、６月１日出荷分からグラビアインキ関連製品を値上げする。上げ幅は、色インキ
が１キログラム当たり７０円、白インキが同６０円、メジウム・ニスが同５０円。尚、メチルエチ
ルケトン（ＭＥＫ）含有製品および紫インキについては別途設定し、有機溶剤については随時改訂

96.3

105.4

容器容器容器容器（（（（中空成形中空成形中空成形中空成形））））
生産生産生産生産 46,76746,76746,76746,767 95.095.095.095.0
出荷出荷出荷出荷 43,32243,32243,32243,322 87.887.887.887.8
在庫 30,402

102.2

日用品日用品日用品日用品・・・・雑貨雑貨雑貨雑貨
生産生産生産生産 22,14722,14722,14722,147 99.799.799.799.7
出荷出荷出荷出荷 22,96422,96422,96422,964 93.193.193.193.1
在庫

96.096.096.096.0
出荷出荷出荷出荷 214,324214,324214,324214,324 97.297.297.297.2

20,073

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 194,765194,765194,765194,765

在庫 209,138

品目 前年同期比区分 ３月



するとしている。
　今後の原油価格変動や原材料価格動向によっては追加値上げの実施も視野に入れるという。

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、、、、環境省環境省環境省環境省がががが復興基本方針復興基本方針復興基本方針復興基本方針・・・・・・・・・・・・再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ大胆大胆大胆大胆にににに導入導入導入導入、、、、
　　　　資源性廃棄物活用資源性廃棄物活用資源性廃棄物活用資源性廃棄物活用、、、、静脈産業静脈産業静脈産業静脈産業のののの拠点化拠点化拠点化拠点化もももも

　環境省は１８日、東日本大震災の復興に向けた基本的な対応方針をまとめた。資源性廃棄物の
利用と静脈産業による東北復興、太陽光、風力、地熱発電など再生可能エネルギーの大胆な導入、
新「三陸海岸国立公園（仮称）」への再編成を軸とした被災地の復興―が柱。東北の特徴を生かし
た復興、社会・ライフスタイルの転換を図ることで、災害に強く、環境負荷の低い地域づくりを
目指す。
　被災地の生活再建・復興に動き出すためには、まず、大量に発生した災害廃棄物の処理を急ぐ
必要がある。マイナスの状態からまっさらな状態（ゼロ）に戻すため、少なくとも居住地近傍の
災害廃棄物を８月末をめどに撤去する。適切な分別と現場処理迅速化のため、広域処理体制を構築
し、同省も積極的に関与する。
　木材、がれき、金属くずなどの徹底活用を図る。東北地域に立地する製錬、セメント、製紙など
の拠点を活用し、静脈産業と動脈産業をネットワーク化し、資源性廃棄物の徹底利用により最先端
の環境ビジネス拠点として再生する。国内の資源循環センター化を目指し、アジア地域の廃棄物再
利用化も推進する。
　地域のポテンシャルを生かして再生可能エネルギーを大胆に導入、病院などの重要施設には分散
型電源を整備し、災害に強くエネルギー効率に優れる東北を生み出す。
　国益や地球益の観点から化石燃料への回帰は行わず、太陽光、風力、地熱発電を大胆に導入し、
電力不足を解消する。再生可能エネと分散型電源の整備により、地元での雇用創出とＣＯ２削減対
策を実現する。東北の特徴を生かした三陸海岸国立公園への再編成を軸に、被災地の復興を進める。
水産業の復興、観光地としてのブランド化を目指し、地域再生の起爆剤とする。被災を記録・継承
する為の場を設けるとともに、災害時の緊急避難場所・避難路となる「鎮魂の森」や「三陸海岸ト
レイル」を整備する。水産振興に役立つ里地・里海型の公園づくりを進める。海岸線をタテに歩く
新しい観光、エコツーリズムを創出、地域を熟知する漁業者の活用により雇用の場も確保する。

10101010 資源安定確保資源安定確保資源安定確保資源安定確保へへへへ経団連提言経団連提言経団連提言経団連提言・・・・・・・・・・・・権益取得権益取得権益取得権益取得ととととリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルをををを、、、、技術開発技術開発技術開発技術開発などなどなどなど重要重要重要重要
　日本経団連は、このほどまとめた「資源の安定確保に関する提言」で、あらためてリサイクルの
重要性を訴えた。東日本大震災からの復旧・復興を進めていくには、エネルギーを含む資源の安定
確保が重要。一方で資源を取り巻く環境は、新興国の需要増などにより国際的に需給がひっ迫し、
争奪戦が激化している。官民連携による海外資源権益の確保と合わせ、国内海底資源開発、効果的
な備蓄・リサイクルの推進、省資源・リサイクル技術開発が重要であるとした。
　国内リサイクルの推進では、廃棄物処理法（廃掃法）の規制緩和、リサイクルを義務付けている
製品のフローの見直し、有用金属を中長期的に適正保管する仕組みづくり、港湾を核とした広域的
静脈物流の構築を課題に挙げている。廃掃法の見直しにより、市町村を超えた一般廃棄物の広域的
な収集運搬を実現し、使用済み製品の効率的なリサイクルを実現すべきとしている。
　個別の法律でリサイクルが義務化されている製品は、フローの実態を十分把握したうえで、見直
すよう求めている。小型家電リサイクルでは、社会的コストを最小化し、効率的に行える仕組みを
目指して制度設計する必要があるとした。
　全国規模で循環資源のリサイクルを推進するためには海上輸送の活用などが不可欠。リサイクル
ポートの指定拡大や保管数量制限の緩和による広域的な静脈物流の構築を進める必要があるとする。
　国内だけでなく、海外のリサイクルも重視している。日本の制度や技術を生かし、アジアなどの
新興国で家電や自動車のリサイクル事業を推進していくべきとした。資源・リサイクル技術の開発
は産業競争力の向上につながるとし、産学官の協力、必要な研究開発補助金の確保を要望する。

12121212 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でででで市況反落市況反落市況反落市況反落・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン１３００１３００１３００１３００ドルドルドルドル前後前後前後前後
　アジアのオレフィン市況が反落している。需給バランスが全体的に緩み始めているためで、原油
ナフサ価格の下落もオレフィン市況下落を後押ししている。需給バランスの軟化は中国の金融引き
占め政策が主因とみられるが、中国国内での内製化進展による供給増も材料になっているようだ。
　足元のオレフィン市況は、エチレンが１トン当たり１３００ドル前後（ＣＦＲ、極東アジア）の
攻防となっているほか、プロピレンも同１５８０ドル前後までな下がりしている。
　アジアの一部ナフサクラッカーでは設備トラブルや減産などにより供給量が減少している。シン
ガポールではいぜんシェルのクラッカーが技術問題でフォースマジュールを継続中、台湾のフォル
モサ・ペトロケミカルの１号機（エチレン７０万トン）が先週、火災で一時停止しているが、市況
はこれに反応せず下落基調を続けている。
　需要減が供給減を上回っているとみられ、すでに稼働調整や減産を実施しているクラッカーでは
一段の減産幅拡大に踏み切る可能性もある。
　需要減退は中国市場の停滞が主因。政府による金融引き締め政策の影響が末端の消費市場に及び、
包装資材など大量に消費されるポリエチレン（ＰＥ）などの消費が鈍くなっているほか、中国国内
の国産化も進展し、輸入需要が今後大きく落ち込む可能性が高い。アジアのオレフィン市況は当面、
上げ材料に乏しい軟化基調を続けそうだ。

　　　　５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金））））
1111 石化協会長石化協会長石化協会長石化協会長・・・・・・・・・・・・今年度各社業績今年度各社業績今年度各社業績今年度各社業績、、、、不透明感強不透明感強不透明感強不透明感強くくくく、ＡＰＩＣ、ＡＰＩＣ、ＡＰＩＣ、ＡＰＩＣ登録登録登録登録１３００１３００１３００１３００人超人超人超人超にににに

　石油化学工業協会の高橋恭平会長（昭和電工会長）は１９日定例会見を開催し、東日本大震災後
の内外の景気や需給動向、福岡で開催する「アジア石油化学工業会議２０１１（ＡＰＩＣ２０１１）
」について語った。
　震災後もナフサクラッカーの稼働率は９割台を維持し、三菱化学・鹿島事業所も近く操業再開す
ることから、「国内エチレンセンターはすべて稼働可能になり、基礎素材の供給体制が整う」。



ただ、誘導品、コンビナートのインフラになお影響が残っているとした。
　２０１０年度の石化各社は全体として好業績となったものの、１１年度は「４-６月の販売は落ち
込み、その後は自動車、電機などの動向次第で不透明」とし、夏場の電力問題も加わって業績への
影響が懸念されるとした。
　２６～２７日、福岡で石化協が主催するＡＰＩＣは、震災、原発事故で心配された参加者は登録
が１３００人を超え、横浜で開催した２００５年の９００人を大きく上回る見通し。

1111 リンテックリンテックリンテックリンテック・・・・・・・・・・・・太陽電池用太陽電池用太陽電池用太陽電池用バックシートバックシートバックシートバックシート、、、、生産工程生産工程生産工程生産工程をををを短縮短縮短縮短縮、、、、大幅大幅大幅大幅ににににコストダウンコストダウンコストダウンコストダウン
　リンテックは、太陽電池用バックシートの新しい生産方式を日米の生産拠点に導入する。従来の
２工程を１工程に短縮し、大幅なコストダウンを図る。
　同社の太陽電池用バックシートの生産工程は、ポリエステルフィルムにフッ素コーテイングを施
し、エチレン酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）フィルムを接着済で貼り合わせる２工程だった。
新生産方式は接着剤フリーで、特殊オレフィン系フィルムを熱圧着で貼り合わせる。
　同社の２０１１年３月期決算は過去最高を更新。太陽電池用バックシートの売上高は、前期比
７１％増の１０７億円と大きく拡大した。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・急急急急がれるがれるがれるがれる日本経済日本経済日本経済日本経済ののののリスクリスクリスクリスクへのへのへのへの対応対応対応対応
　今年１-３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は、前期比０．９％減（年率換算３．７％減）と
なった。２四半期連続のマイナスだが、政策支援による内需回復や堅調な外需に支えられ２０１０
年度の実質ＧＤＰha２．３％、３年ぶりのプラス成長である。ＧＤＰ発表後の記者会見で、与謝野
馨経済財政相はＧＤＰ大幅低下の理由として、生産設備の被災などによる供給制約と、個人から企
業まで広がった自粛ムードの厳しさを指摘した。１-３月期のＧＤＰの大幅低下によって、１１年度
はマイナス０．７％のゲタを履いてのスタートとなり、政府経済見通し１．５％の達成は難しくな
る。経財相は「年を通じての成長はプラス１％近くまで行く」と下方修正を避けられないとしなが
らも、楽観的見通しを示した。ただ、４-６月期ＧＤＰは引き続きマイナス成長が予測されており、
日本経済は多くのリスク要因を抱えている。原発事故を契機にした電力供給問題は不透明感を残し
安定供給の綱渡り状態が続くことになる。今回の震災で、ここ数年産業界が進めてきたコスト削減
活動はサプライチェーンの脆弱性が露呈、海外企業を含めて日本に材料や部品を依存することのリ
スクが問題になっている。海外への生産拠点の移転を含めて安定的な資材確保策が検討されること
が必至で、国内の雇用問題にも影響を落とす。
　原発事故後に起こった日本製品に対する海外の風評被害は解消されていない。また、中東の政治
情勢の混乱は原油価格など資源価格の上昇につながるリスクもある。
　産業界の生産や物流の修復努力によって景気回復は進むだろうが、日本経済や国民生活に自信、
明るさを感じさせるには政治の役割が欠かせない。

2222 ４４４４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、、、、００００．．．．６６６６％％％％減減減減のののの５０５０５０５０万万万万トントントントン　　　　稼働率稼働率稼働率稼働率はははは前月比前月比前月比前月比１１１１ポイントポイントポイントポイント増増増増
　石油化学工業協会がまとめた４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０．６％減の５０万３０００トンとなった。稼働率試算は、９１．２％で、前年同月
の９３．２％より低下したが、前月の９０．３％よりは向上した。９０％を上回るのは２４カ月
連続。

【４月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、％）

　　　　樹脂生産樹脂生産樹脂生産樹脂生産はははは、ＨＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＨＤＰＥがががが前年同月比増前年同月比増前年同月比増前年同月比増、ＰＰ、ＰＰ、ＰＰ、ＰＰはははは大幅減大幅減大幅減大幅減、ＬＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＬＤＰＥもももも減減減減。。。。
【３月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

10101010 改正化審法改正化審法改正化審法改正化審法・・・・・・・・・・・・優先評価物質指定優先評価物質指定優先評価物質指定優先評価物質指定　　　　予測予測予測予測にににに企業企業企業企業がががが苦心苦心苦心苦心、、、、専門家判断等専門家判断等専門家判断等専門家判断等ととととズレズレズレズレもももも
　　　　行政行政行政行政のののの情報開示情報開示情報開示情報開示がががが不可欠不可欠不可欠不可欠

　４月に本格施行された改正化学物質審査規制法（化審法）。企業は化審法対応の専任部署を設け
化学物質の製造・輸入量の把握、情報管理システム構築など多くのコストと人材を投入しているが、
課題は山積みしている。その１つが優先評価物質指定の予測。企業側は優先評価指定される可能性
が高い物質についてあらかじめ詳細情報の収集を進めているものの、暴露クラスの把握が難しいこ
となどから予測が難しく、情報収集作業も煩雑化している。解決に向け行政側には、今後のスクリ
ーニング評価やリスク評価の過程で蓄積される情報を積極的に公開していくことが求められている。

12121212 重慶市重慶市重慶市重慶市・・・・・・・・・・・・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構築構築構築構築へへへへ、、、、１２１２１２１２年末年末年末年末までにまでにまでにまでに着工着工着工着工　　　　化学産業拡大化学産業拡大化学産業拡大化学産業拡大にににに拍車拍車拍車拍車

生産高 前月比 前年同月比

エチレンエチレンエチレンエチレン 503.0503.0503.0503.0 98 99999999
ＬＤＰＥ 119.2 100 95
ＨＤＰＥ 86.1 106 142
ＰＰ 180.3 97 86

生産生産生産生産
出荷

在庫
国内 輸出 計

146.1

前年同月比前年同月比前年同月比前年同月比 95959595 97 78

ＬＬＬＬ
ＤＤＤＤ

数量 119.2 129.1

95 95

307.7
前月比 100 107 76 102 92

17.0

84.2

前年同月比前年同月比前年同月比前年同月比 142142142142 105 68

ＨＨＨＨ
ＤＤＤＤ

数量 86.1 76.3

100 105

188.5
前月比 106 106 80 103 100

7.9

195.9

前年同月比前年同月比前年同月比前年同月比 86868686 90 82

ＰＰＰＰ
ＰＰＰＰ

数量 180.3 182.9

90 98

607.2
前月比 97 88 33 79 98

13.0



　重慶市は従来の天然ガスに石油化工、石炭化工を加えた原料多角化を基盤に化学工業を育成する。
この一環として石油化工で、中国石油（ＣＮＰＣ）による石油精製年１０００万トン、エチレン同
１００万トンプロジェクトが「国家の第１２次５カ年計画に盛り込まれており、２０１２年末まで
に着工」（長寿経済技術開発区管理委員会）する予定。
　重慶および四川省は、天然ガスの埋蔵量で中国全土のおよそ４割を占める。このため重慶では以
前から天然ガスを原料とした化学工業が盛んで、全国最大の天然ガス化工基地となっている。
　また石炭についても「新疆ウイグル自治区などで算出する石炭の、華東への中継基地となってい
る」立地を生かして、将来的に石炭化学基地の形成を視野に入れている。１万トンクラスの船舶の
航行が可能な長江水運に加え、輸送能力拡大を図っている鉄道など物流面の整備にも力を注ぎなが
ら、化学工業の規模拡大を目指す。


