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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）

　　　　５５５５月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（月月月月））））
1111 三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学、、、、急急急急ピッチピッチピッチピッチのののの作業実作業実作業実作業実るるるる・・・・・・・・・・・・３３３３・・・・１１１１１１１１からからからから７１７１７１７１日日日日　　　　鹿島鹿島鹿島鹿島・・・・第第第第２２２２エチレンエチレンエチレンエチレン再開再開再開再開
　　　　定修定修定修定修はははは８８８８月末月末月末月末にににに延期延期延期延期、、、、鹿島石油鹿島石油鹿島石油鹿島石油はははは６６６６月上旬月上旬月上旬月上旬にににに生産再開生産再開生産再開生産再開

　三菱化学は２０日、東日本大震災の影響で停止していた鹿島事業所第２エチレンプラントの操業
を再開した。ポリエチレン（ＰＥ）プラント全系列、ポリプロピレン（ＰＰ）プラント一部系列も
順次再開する。第１エチレンプラントは５月１４日から６月末までの予定で定修入りしている。
第２エチレンの定修は当初予定の６月末から２カ月延期し、８月末に実施する。同社は第２エチレ
ンを予定通り立ち上げるとともに、定修を延期することで製品供給の支障を最小限に抑えたい考え。
　鹿島コンビナートは３・１１に発生した巨大地震と津波により、日本のエチレン能力の１割強に
当たる２基８０万トンを含め全面的に停止。津波発生時に大型石炭船が港内で制御不能となったこ
ともあり、コンビナートの原料、製品の入出荷を行う南バース、プラントの冷却用海水の取水場、
中央航路の被害が大きく神之池の埋立地跡に建設した西部地区（エチレンオキサイトユーザー終結）
では液状化現象も発生した。
　余震も続き津波警報も解除されないため、被災状況の把握もままならず、全容を正確に把握する
のに１週間から１０日を要した。サプライチェーンを断つことは許されないことから４月８日には
５月２０日をめどに第２エチレンを操業再開する方針を明らかにした。
　バースはいぜん３割程度しか機能していないが、第２エチレン装置の稼働は可能になった。海水
取水場の６台のポンプも修理し、構内を走る配管、エチレンプラント分解炉反応管の内部清掃も急
ピッチで進めた。原料ナフサは当面は在庫および輸入品で対応するが、鹿島石油からの供給は６月
末ころには再開する見込み。
　第２エチレンの定期修理延長は千葉県、経産省、厚労省との相談を踏まえ現行法規の枠内で実現
した。三菱化学にナフサ等を供給している鹿島石油は、６月上旬をめどに生産を再開する。
　今回の生産再開で関東・東北地方への供給安定化とともに、鹿島コンビナートの復旧が大きく前
進する。ただ、大型原油タンカーに対応する桟橋設備の損傷が大きい為、当面の稼働率は６割程度
にとどまる見通し。

1111 超短波超短波超短波超短波
◆・・・１９日の総会で日本プラスチック工業連盟会長に再任された住友化学の米倉弘昌会長。
超多忙なスケジュールの間を縫って総会後の懇親会に出席し、「国難ともいえる状況にある今こそ
プラスチック産業が知恵を絞り、緊急性の高い資材の安定確保に最優先で取り組む」と挨拶。
復興の過程で必要な様々な資材についても「現地のニーズをつかんでしっかりと応えたい」と復興
需要に備える考え・
◆・・・プラスチック産業の今後の課題としては、「地球温暖化への対応と容器包装リサイクル法
改正への対応がある」と指摘。容リ法については「反対意見もあるようですが・・・」としつつ、
「材料リサイクル優先の撤廃、サーマルリサイクル活用など、明確な意見表明を行うために十分な
検討と準備を進めて行く」と締めくくった。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　東日本大震災の被害規模は甚大である。福島第１原発の事故は収束のめども立たぬまま、今なお
被害を拡大させ続けている。被災者の救援から生活再建、被災各地の復旧から復興への足取りをど
う進めていくか。スピード感が見えてこないのがもどかしい。▼日本経団連は、早期復旧・復興に
向けた規制改革要望第２弾をまとめ、１３日に政府へ提出した。１２分野で７８項目。４月２８日
に提出した第１弾と合わせて２４９項目になる。
　廃棄物・リサイクル・環境保全分野が５２項目と最も多く、エネルギー分野が３８項目で続く。
▼被災地に山積みされたままの災害廃棄物除去とその適正処理が喫緊の課題であること、今夏の
節電対策のために緩和すべき規制や基準が多いことが、ここでも示される。と同時に、手続きの「
迅速化」や「簡素化」要望がどの分野でも目立つ▼平時なら我慢できる手続きでも、緊急時には初
動の妨げになる。震災直後、被災地に燃料や救援物資を運ぶ緊急車両が、証明手続きに手間取った
ケースが頻発したのは、その典型的な例だ▼要望事項には、一般的な基準緩和や特例拡大を求める
ものが多い。他方で、内容や仕組みを改めるべき事項も少なからずある。これを機に、各分野の
規制や基準、手続きの妥当性を再検証することも必要だろう。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・注目注目注目注目されるされるされるされるＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮでのでのでのでの石化投資石化投資石化投資石化投資
　東南アジアの石油化学産業が構造変化の時期を迎えている。これまでシンガポール、タイが先行
する構図があったが、マレーシア、インドネシアでの投資が活発化してきた。マレーシアではペト
ロナス、インドネシアは韓国ロッテグループが投資主体となるが、いずれもダウンストリームに
日本の石油化学企業の参画する余地はある。
　東南アジアの石油化学産業は２０００年代に入り政治が比較的安定しているシンガポール、タイ
での投資が進み、両国ともエチレン生産能力は年産４００万トン台に拡大、勝ち組の座を得ている。
こうしたなかで、インドネシアでチャンドラ・アスリに次ぐエチレンセンター建設計画が浮上し、
続いてメタンールなど原料に優位性をもつ天然ガスに依拠した投資を展開してきたマレーシアは、
リファイナリーからの一貫型石油化学コンプレックス建設計画を打ち出した。
　立地はシンガポールとジョホール水道を挟んで向かい合うペンゲラン。投資額は２００億米ドル。
原油処理能力日量３０万ベレルのリファイナリーに、エチレン年産１００万トンのナフサクラッカ
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ーを建設する計画だ。既にＢＡＳＦはアジア投資の拡大にペトロナスと組んでＣ４ベースのスペ
シャリテイーケミカルを展開することを決めている。立地はペトロナスと組んでフェーズ４まで投
資を行ったプロピレンコンプレックスを有するクアンタン。計画では１０億ユーロを投資する。
　日本の企業が得意とする技術ベースにダウンストリーマーとして参画する余地は十分にある。
ペトロナスも日系企業の誘致に意欲を示している。

11111111 ＩＰＣＣＩＰＣＣＩＰＣＣＩＰＣＣ報告書報告書報告書報告書・・・・・・・・再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ主要選択肢主要選択肢主要選択肢主要選択肢にににに、、、、世界世界世界世界のののの１１１１次次次次エネエネエネエネ需要需要需要需要　　　　５０５０５０５０年年年年にににに７７７７７７７７％％％％供給可能供給可能供給可能供給可能
　気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の作業部会は、「再生可能エネルギー源と気候変動
緩和に関する特別報告書」（ＳＲＲＥＮ）をまとめた。太陽光、風力、バイオなど６種類の再生可
能エネルギーの気候変動緩和（温室効果ガスの削減）に関する文献を評価したもので、政府や関係
機関に再生可能エネルギーの政策に関連する知見を提供することが目的。
　最も導入が進むシナリオでは、２０５０年の世界の１次エネルギー需要の７７％を再生可能エネ
ルギーで賄うことができ、低炭素エネルギーの供給源として主要な選択肢になるとしている。

12121212 中東石油化学計画中東石油化学計画中東石油化学計画中東石油化学計画、、、、相次相次相次相次ぎぎぎぎ具体化具体化具体化具体化・・・・・・・・・・・・ガスガスガスガス価格上昇懸念価格上昇懸念価格上昇懸念価格上昇懸念もももも
　　　　・・・・アルジュベールアルジュベールアルジュベールアルジュベール：：：：基本設計近基本設計近基本設計近基本設計近くくくく完了完了完了完了
　　　　・・・・ラービグラービグラービグラービグ：：：：クラッカークラッカークラッカークラッカー増強増強増強増強へへへへ
　　　　・・・・ラスラファンラスラファンラスラファンラスラファン：：：：年内年内年内年内にもにもにもにも最終決定最終決定最終決定最終決定

　中東で新たな石化投資が相次ぎ具体化の時期を迎えている。サウジアラビアではアルジュベール
で計画中のダウ・ケミカルとサウジアラムコの石化計画は基本設計が近く完了、今夏までに最終意
思決定する見通し。住友化学とサウジアラムコのラービグ計画は第２期計画がいよいよ本格準備段
階に突入しつつあるほか、既に昨年から稼働している第１期でもクラッカーの増強計画を視野に入
れている。カタールでのシェルケミカルズとカタール国営石油によるラスラファン計画も昨年末に
基本合意しており、年内にも最終意志決定する見通しだ。
　ただ、中東ではガス不足が中長期的に続く懸念も出ており、将来はガス価格が現状の０．７５
ドル／百万ＢＴＵから世界的な市況水準である４ドル／百万ＢＴＵ程度まで大幅に値上がりする恐
れもある状況で、動向が注視されている。

12121212 シブールシブールシブールシブール・・・・・・・・・・・・中国市場中国市場中国市場中国市場へへへへ供給拡大供給拡大供給拡大供給拡大、、、、合成合成合成合成ゴムゴムゴムゴム・・・・合成樹脂合成樹脂合成樹脂合成樹脂でででで新増設新増設新増設新増設、、、、上海上海上海上海にににに販売会社設立販売会社設立販売会社設立販売会社設立
　ロシアの石油化学大手・シブールは、ポリオレフィン、合成ゴムを軸に中国市場でのプレゼンス
拡大を目指す。同社は、イソプレンゴム（ＩＲ）の１１万７０００トン増設、アクリロニトリル・
ブタジエンゴム（ＮＢＲ）の３万トン増強、熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）の５万トン増設を
はじめ、合成ゴム・合成樹脂で２０１３年にかけて複数の新増設プロジェクトをロシアで推進中。
売上げに占める中国向けの割合は現在約１４％で「輸出のおよそ４５％が中国向け」。
１０年には上海に販売拠点を設立しており、生産能力の拡大に合わせて、中国市場での売上高を
一層拡大していく構え。

12121212 チャンドラアスリチャンドラアスリチャンドラアスリチャンドラアスリ・・・・ペトロケミカルペトロケミカルペトロケミカルペトロケミカル設備増強設備増強設備増強設備増強へへへへ７７７７月増資月増資月増資月増資・・・・まずまずまずまずブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン１０１０１０１０万万万万トントントントン１３１３１３１３年稼働年稼働年稼働年稼働
　インドネシアのチャンドラアスリ・ペトロケミカルは、設備能力の増強に向け株主割当増資を
７月に実施する。割当増資で調達した資金の９割を増強に振り向ける計画で、まずブタジエン年
１０万トン設備を早ければ７月にも着工、２０１３年第３四半期の稼働開始を目指す。このほか
同社ではエチレンの年１００万トンへの増強やポリエチレン（ＰＥ）設備の増設、液化石油ガス（
ＬＰＧ）ターミナルのボパックとの共同建設、ブテン１の新設を計画しており、すべて実施すると
投資額は１０億米ドルを上回ると見られる。

　　　　５５５５月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（火火火火））））
1111 ヘルシンキヘルシンキヘルシンキヘルシンキ化学化学化学化学フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム・・・・・・・・・・・・「ＲＥＡＣＨ」「ＲＥＡＣＨ」「ＲＥＡＣＨ」「ＲＥＡＣＨ」巡巡巡巡りりりり活発活発活発活発なななな議論議論議論議論

　世界各国から化学物質にかかわる企業や研究機関、政府機関、非政府機関の代表がフィンランド
の首都ヘルシンキに集まり、１９日から２日間、欧州化学品庁（ＥＡＣＨ）などが主催する第３回
「ヘルシンキ化学フォーラム」が開催された。最大のテーマはＲＥＡＣＨ。昨年１１月に最初の
登録期限を迎えたことを機に検証の機運が高まっており、これまでの取り組みを振り返るとともに
今後の展望について活発な議論が繰り広げられた。
　「ＲＥＡＣＨ再考」と題するパネルデイスカッションでは、今後の課題としてコミュニケーショ
ンの充実とともにナノ物質や複雑の化学物質が組み合わさった場合の影響（カクテル効果）などへ
の対応を挙げた。パネリストからは「中小の化学企業にとっては、登録対象を知るだけで大仕事。
コミュニケーションの充実といっても、データシートが膨大で実用的ではない」など、ビジネスと
の関連から課題が挙げられた。
　続くセッションでは、「規制情報」をテーマにＲＥＡＣＨを通じて蓄積された膨大なデータの
国際的な活用について集中的に討議。日本の改正化審法や豪州で進むリスクベースで規制導入の
実態が報告された。その一方、パネリストから「暴露状況は地域や個人によって異なる」「すべて
の化学物質について調和を進める必要はない」など一元的管理には限界があるとの指摘があった。
　また、新興国の参加者からは自国での利用には体制面で多くの課題があるとのコメントが寄せら
れた。
　翌日は化学産業の将来展望にテーマを移し、「サステイナブル・ケミストリー」「バイオエコノ
ミー」でパネルデイスカッションを開き、人口爆発や資源不足等への対応として化学物質の重要性
が表明された。ただ、産業の基盤を化石資源から生物へ移すバイオエコノミーの将来については
期待とともに、生物多様性への留意や新たな資源国・非資源国間の利害調整などの課題が挙げられ
シェールガスの台頭により前提条件が変わりつつあるとの指摘があった。

2222 宇部丸善宇部丸善宇部丸善宇部丸善ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン・・・・・・・・・・・・ＥＶＡ、ＥＶＡ、ＥＶＡ、ＥＶＡ、千葉千葉千葉千葉でででで２２２２系列体制系列体制系列体制系列体制　　　　来期来期来期来期、、、、能力能力能力能力５５５５．．．．５５５５万万万万トントントントンにににに
　　　　太陽電池封止材需要太陽電池封止材需要太陽電池封止材需要太陽電池封止材需要にににに対応対応対応対応

　宇部丸善ポリエチレンは、酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）の製造能力を増強する。千葉工場（



市原市）で既存の低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）１系列をＥＶＡ製造とのスイングプラント化す
るもので、改造工事を図り来年度に商業運転を開始する。
　これにより同社のＥＶＡ系列は２系列となり、能力は既存スイングプラントでの３．５万トンと
合わせ同５万５０００トンへと拡大する。供給力の強化を通じ、急増している太陽電池モジュール
用封止材向け需要に対応する。同時に、事業の高付加価値化にもつなげていく。

12121212 中国化学品市場中国化学品市場中国化学品市場中国化学品市場・・・・・・・・・・・・電材軸電材軸電材軸電材軸にににに好調継好調継好調継好調継ぐぐぐぐ、、、、原油下落原油下落原油下落原油下落でででで市況市況市況市況はははは弱含弱含弱含弱含みみみみ
　中国の化学品市場が総じて好調を継いでいる。基礎原料、合成樹脂原料では、国際原油価格の下
落もあって一時に比べ市況が弱含みとなっているものの、全体的に力強い需要が続いている。
　とくに電子材料では「液晶、回路基板をはじめ予想以上の活況」（日系商社）を呈しているよう
だ。一方で自動車関連では、一部日系完成車が東日本大震災の影響で部材調達難から稼働を大きく
落としているほか、デイーラー段階での在庫増を懸念する見方も出ている。ただ、インフレ抑制を
ターゲットとした金融政策は「化学品の荷動きにはとくに影響していない」（同）ほか、浙河省や
江蘇省をはじめとした電力不足懸念も「実際には例年通り、大きな混乱にはならないのではないか」
と見られている。

12121212 台湾台湾台湾台湾プラプラプラプラののののクラッカークラッカークラッカークラッカー火災事故火災事故火災事故火災事故・・・・・・・・・・・・復旧長期化復旧長期化復旧長期化復旧長期化のののの懸念懸念懸念懸念、、、、プロピレンプロピレンプロピレンプロピレン市況市況市況市況にににに影響影響影響影響もももも
　台湾プラスチックグループ（ＦＰＧ）の麦寮第１ナフサクラッカーで先週発生した火災により、
稼働停止している同クラッカーの復旧は時間がかかりそうだ。一度鎮火したものの、再度ボヤ騒ぎ
があった模様。ＦＰＧ関連の火災は昨年から今回で４件目となる。ＦＰＧは今週から原因調査を開
始しており、早期の復旧にこぎつけたいところだが、周辺住民の反対感情が高まっていることから、
政府の再稼働承認には時間がかかりそうだ。
　火災の影響について市場は静観しており、足元の市況に混乱はないが、復旧が長期化する場合は、
もともと需給がタイトなプロピレン、ブタジエン市況への影響が懸念される。

　　　　５５５５月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（水水水水））））
3333 藤森工業藤森工業藤森工業藤森工業・・・・・・・・・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル展開加速展開加速展開加速展開加速
　　　　・・・・ライフサイエンスライフサイエンスライフサイエンスライフサイエンス　　　　拠点新設拠点新設拠点新設拠点新設もももも視野視野視野視野にににに　　　　・・・・情報電子情報電子情報電子情報電子　　　　保護保護保護保護フィルムフィルムフィルムフィルム強化強化強化強化

　藤森工業は、グローバル展開を加速する。ライフサイエンス事業で米国および東南アジアでの事
業展開を強化し、同社初となる海外製造拠点の建設も視野に入れ、上期中には事業計画を決定する。
情報電子事業は、需要の高まりが著しい東アジア市場を強化し、偏光板用プロテクトフィルムのシ
エア６０～７０％を維持・拡大する。また、新製品開発にも積極的に取り組み、２０１１～１３年
度の第２期中計で営業利益率１０％以上を目指す。
　同社は、情報電子事業、ライフサイエンス事業を２大注力分野とし、２事業間のバランスを重視
した事業展開を推進している。１１年３月期決算は過去最高益を更新。とくに偏光板用プロテクト
フィルム、情報記録用材が好調に推移し、情報電子分野の営業利益は前期比７７％増と大きく伸長
した。今後、さらなる事業拡大に向けグローバル展開を加速する。情報電子事業は、需要拡大が続
いている東アジア市場を強化。また、光学用剥離フィルム、タッチパネル貼り合わせ用両面テープ
など、スマートフォンを中心とする高機能情報携帯端末部材の市場拡大を目指す。
　ライフサイエンス事業では、米国および東南アジアにおける事業展開を図る。詰め替え包装、食
品および医薬・医療用容器、薬液バッグなどの拡販を進める。販売拠点だけでなく製造拠点建設も
検討する。
　新製品開発については、市場が拡大しているタッチパネル向け製品について差別化を進め、リチ
ウムイオン２次電池（ＬiＢ）部材にも力を注ぐ。すでに外装用アルミラミネートフィルム、ターミ
ナルシール部材を特定メーカーと共同開発ずみで、一部で採用されている。今後は自動車向けなど
大型製品についても開発を進める。

10101010 「「「「今夏今夏今夏今夏にににに１５１５１５１５％％％％以上電力削減以上電力削減以上電力削減以上電力削減」、」、」、」、エコファーストエコファーストエコファーストエコファースト企業企業企業企業がががが環境相環境相環境相環境相にににに約束約束約束約束・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
節電対策節電対策節電対策節電対策ののののモデルモデルモデルモデル目指目指目指目指すすすす・・・・ユーテイリテイーユーテイリテイーユーテイリテイーユーテイリテイー設備等分散稼働設備等分散稼働設備等分散稼働設備等分散稼働・・・・オフィスオフィスオフィスオフィス消灯時間早消灯時間早消灯時間早消灯時間早めめめめ朝型生活朝型生活朝型生活朝型生活へへへへ

　環境省が環境保全への取り組みが先進的として認定している「エコ・ファースト企業」。省エネ
・温暖化対策にもトップランナーとして積極的に取り組んできたが、今夏の電力供給不足を受け、
さらなる節電に挑む。先週、２４社の社長らが松本龍環境大臣と会談し、各社の節電対策を報告す
るとともに、今夏の使用電力を１５％以上削減することを約束した。
　キリンビールは、被災により操業停止中の仙台工場や昨秋閉鎖した栃木工場の代替機能を取手工
場、横浜工場で担いながら、１５％以上の使用電力削減を図る。ユーテイリテイー設備の稼働分散、
充電機器の夜間充電、自家発電のフル稼働による売電最大化などを進める。
　ライオンは東日本でのグループ全体の電力消費の約半分を占める千葉工場で粉末洗剤製造用の一
部設備について昼間の運転を中止する。また、液化天然ガス（ＬＮＧ）燃料のコージェネレーショ
ンシステムを稼働させ、東電からの買電量を昨年比約２５％削減する。
　東日本に製造拠点をもつメーカーは、土日・祝日や夜間への操業シフトを進め、平日昼間のピー
ク時電力を抑える企業が大半。一方、オフィスの節電は、空調温度の２８年Ｃ設定やエレベーター
の使用制限、照明の間引き、クールビズの期間前倒し・延長などの対策を行う。
　社員の働き方も見直すというのが資生堂。オフィスの消灯時間を現行の午後１０時から８時へと
繰り上げる。朝型生活へのシフトを推奨する社員参加型運動「モーニング・ビズ」を展開する。
　積水ハウスは、外出する営業社員が多い事務所で利用エリアを集約、社員が集まって仕事をする
ようにする。帰宅時には東面のブラインドを閉め、朝の太陽光の侵入を防ぎ室温上昇を防ぐ。
　松本大臣は３・１１から新しい再生可能エネルギー、省エネ、節電対策が求められている。
環境省としてもその先頭に立っていきたい。エコ・ファースト企業の皆様にも知恵をお借りしたい」
と、各社の率先した取り組みに期待を込めた。

11111111 ５５５５月月例経済報告月月例経済報告月月例経済報告月月例経済報告・・・・・・・・・・・・景気判断景気判断景気判断景気判断、、、、２２２２カカカカ月連続月連続月連続月連続でででで「「「「弱弱弱弱いいいい動動動動きききき」　」　」　」　震災震災震災震災でででで生産生産生産生産・・・・輸出輸出輸出輸出がががが停滞停滞停滞停滞
　与謝野馨経済財政担当相は２４日、関係閣僚会議に５月の月例経済報告を提出した。生産や輸出



の停滞が続き、景気の基調判断は２カ月連続で「震災の影響により、このところ弱い動くとなって
いる」とした。設備投資などは判断を引き下げた。内閣府は「今の段階で景気後退とは判断してい
ない」としている。
　主要項目のうち、設備投資や住宅建設は「弱い動きがみられる」、企業収益は生産や販売の落ち
込みで「下押しされている」にそれぞれ下方修正した。　
　先行きについては、「当面弱い動きが続く」との見方を維持したうえで、景気が下振れするリス
クとして、「電力供給の制約やサプライチェーン（供給網）立て直しの遅れ」などに加えて、新た
に「原子力災害の影響」をあげた。

12 日系企業誘致日系企業誘致日系企業誘致日系企業誘致をををを積極化積極化積極化積極化・・・・・・・・・・・・環渤海経済圏環渤海経済圏環渤海経済圏環渤海経済圏、、、、専用区域相次専用区域相次専用区域相次専用区域相次ぎぎぎぎ設置設置設置設置
　今後の経済成長が期待される中国の環渤海経済圏で、日系企業の進出・誘致に特化した日系専用
開発区を設ける動きが相次いでいる。先陣をきったのは河北省の滄州臨港経済技術開発区。ファイ
ンケミカルメーカー等を誘致する「日本工業園」の建設を開始した。中国北部で大型石油化学拠点
を目指す大連長興島でも「日本石化企業区域」などを設定し「ダウンストリーム分野への日系企業
進出」（大連長興島招商局）を促していく考え。遼寧省盤錦市は、豊富な石油精製産業を背景に石
油化学産業への発展を目指し昨年末、盤錦石油化工産業園区を新たに立ち上げた。「日本化工工業
区」も今夏までに整える予定。ポリオレフィンや機能性樹脂、ファインケミカル関連の日系企業の
誘致を目指している。
　中国の経済成長の軸足が確実に華北部へ移り始めているなか、日系企業誘致に力を入れる中国各
地の動きは、中央政府の強固な政策誘導も背景に、更に加速度を増しそうだ。

　　　　５５５５月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（木木木木））））
1111 東洋東洋東洋東洋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生産拡大生産拡大生産拡大生産拡大、、、、インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア倍増倍増倍増倍増、、、、印印印印でもでもでもでも、、、、食品包装向食品包装向食品包装向食品包装向けなどけなどけなどけなど対応対応対応対応

　東洋インキＳＣホールデイングスはアジアで相次ぎグラビアインキの生産を拡大する。インドネ
シアに約５万平方メートルの用地を確保し、今年内に新設備の建設に着手する。完成は２０１２年
を予定し、既存設備と合わせ総能力を現状の２倍超となる年６０００トン規模に拡大する。インド
では従来のオフセットインキの生産にも乗り出す。現在、新工場の立地場所を詰めており、今夏の
着工、年内完成を目指す。当初能力は年１５００トン規模で、段階的に３０００トンに引き上げる
計画。

1111 中国中国中国中国、、、、エチレンエチレンエチレンエチレン年間生産年間生産年間生産年間生産・・・・・・・・・・・・１５００１５００１５００１５００万万万万トンペーストンペーストンペーストンペース、、、、１１１１----４４４４月月月月はははは５００５００５００５００万万万万トントントントン超超超超ええええ
中国のエチレン生産が年間１５００万トンを超える勢いで
拡大している。１月から４月までの累計生産量は前年同月
比３１％増の約５２５万トンとなった。このペースが続け
ば、年間で１５００万トンを突破する。基礎原料では合成
樹脂が同１１．４％増の約１４７６万トン。
　同国のエチレン生産は２０１０年に約１４１９万トンと
なった。外資合弁３社の本格稼働や既存設備の増設などか
ら５年間で２倍近くに拡大したことになる。今年は昨年上
半期に本格稼働入りし
た２つの１００万トン級基地、天津石化、鎮海煉化（浙江
省寧波市）がフルに寄与しているほか、足元の中国市場の
活況を受けて生産量が大きく伸びている。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
震災や原発事故の情報に日々追われている間に、国際ニュースに割かれる紙面が減っている。欧州
の金融危機、中東・北アフリカの政変は忘れがちだ。▼ギリシャに始まりアイルランドやポルトガ
ルに拡大した財政危機は、スペインやイタリアなどに広がる懸念が再燃。このままではユーロ不信
感につながりかねず、回復基調にある世界経済への影響は大である▼中東・北アフリカ情勢の焦点
はリビア。空爆を強化するＮＡＴＯ軍に政権側は徹底抗戦の構えを崩しておらず、膠着状態が続い
ている。エジプトや中東のきな臭さも消えず、１バレル１００ドル近辺に張り付いているＷＴＩ原
油価格は一気に跳ね上がるリスクを抱える▼このところ存在感が低下している主要国首脳会議（Ｇ
８）。２６日からフランスのドービルで始まるが、今年は世界にお耳目を集めそうだ。その重要テ
ーマであるフクシマ問題は世界の原発・エネルギー政策に多大な影響を与える▼Ｇ８会議そのもの
以上に地盤沈下したのが日本。創設された１９７５年からメンバーだが、０６年まで６年連続参加
した小泉首相後は安倍、福田、麻生と毎年交代、次の首相はＧ８の舞台を踏むことはなかった。
菅首相は２年連続になるが、その言動は世界から注目されることは間違いない。不得手な外交が
乾坤一擲の勝負になる。

3333 三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂・・・・・・・・・・・・ＦＰＤＦＰＤＦＰＤＦＰＤ用反射用反射用反射用反射フィルムフィルムフィルムフィルム、、、、オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン系拡販系拡販系拡販系拡販、、、、高輝度武器高輝度武器高輝度武器高輝度武器にににに１５１５１５１５年年年年シェアシェアシェアシェア３０３０３０３０％％％％へへへへ
　三菱樹脂は、フラットパネルデイスプレイ（ＦＰＤ）用のオレフィン系反射フィルム「ルミレッ
クス」を同社の最重要戦略商品の１つとして、本格的な拡販を進める。
　反射フィルムは、バックライトユニットの導光板の裏側に貼り、光源の光を効率的に入射させる
役割を持つ。省エネや環境配慮の観点から光源が冷陰極光管（ＣＣＦＬ）から発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）に代わりつつあり、１１年以降、反射フィルムの需要はますます高まると予想されている。
ルミレックスは、オレフィン系フィルムで、薄いながらも他社製品と比較して輝度を約７％向上さ
せた製品。長浜工場（滋賀県）で生産しており、今年度からの本格的な拡販に向け既存設備を転用
し、量産設備も整えた。

3333 ４４４４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・・・・・・・・・・・・ＯＰＰＯＰＰＯＰＰＯＰＰはははは１１１１．．．．４４４４％％％％減減減減、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰはははは１１１１．．．．５５５５％％％％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、４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１．４％減の２万３１６２トン
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムは、同１．５％増の１万５５４３トンだった。
　生産は、東日本大震災の影響で停止した工場は３月中におおむね復旧したものの、物流面では
混乱は続いており、４月中も出荷に大きく影響した。

【４月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

10101010 環境省環境省環境省環境省がががが大防法大防法大防法大防法のののの運用見直運用見直運用見直運用見直しししし・・・・・・・・・・・・海外製海外製海外製海外製もももも利用可能利用可能利用可能利用可能にににに、、、、夏場夏場夏場夏場のののの電力需給電力需給電力需給電力需給をををを考慮考慮考慮考慮
　政府は、企業による自家発電設備の活用を後押しするため、一部の規制を緩和する。大気汚染防
止法で定めるばい煙の排出基準に満たない海外製の自家発電でも、非常用施設として登録すること
で運転が可能になる。
　電気事業法２７条による電力使用制限が行われることを前提に、環境省が地方自治体に大防法の
運用見直しを通知した。運転時間の延長も認められ、夏場の電力需給対策に使用することが可能に
なる。

　　　　５５５５月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（金金金金））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰはははは震災後震災後震災後震災後のののの農業改革農業改革農業改革農業改革のののの好機好機好機好機だだだだ

　政府は先週末、東日本大震災への対応などの「政策推進指針」を閣議決定した。このなかで、焦
点の１つだった環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）への交渉参加については結論を先送りすることと
した。しかし、震災後の政策はＴＰＰを含めた日本の成長戦略と整合性を持たせる必要がある。
日本全体の復興につなげる為にも、ＴＰＰ交渉への参加を急ぐべきだろう。
　政府はこの指針の中で被災者支援と復旧・復興、そして収束のメドがつかない原発事故への対応
を優先させる方針を明らかにした。その一方で、ＴＰＰへの交渉参加を先送りした。ＴＰＰ交渉へ
は１１月をメドに参加を目指すという。
　大震災で寸断されたサプライチェーンは自動車を中心とする国内組み立て産業のみならず、世界
市場に大きな影響をもたらした。その復旧は、当面の大きな焦点である。それでも、これまで緻密
構築されてきた日本企業のサプライチェーンは今回の震災で新興国企業との競合によるチェーンの
構造変化につながる可能性をはらむ。
　今回の大震災で打撃を受けた東北・北関東の農業の復旧に向けて「ＴＰＰ反対論」に勢いを与え
ているように見える。しかし、被災地域の農業の復旧・復興を日本経済全体の復興の一部としてと
らえる視点が不可欠である。農業改革議論とＴＰＰ問題は表裏一体のものとされてきたが、いまこ
そ集中的な論議を開始すべきだろう。２２日の日中韓首脳会談では、３国間ＦＴＡの産学官共同研
究を１年前倒しすることで、基本合意した。国際社会はいま、日本のものづくりと農業改革の進展
を冷静な目で見つめている。

2222 石油連盟石油連盟石油連盟石油連盟　　　　天坊会長会見天坊会長会見天坊会長会見天坊会長会見・・・・・・・・・・・・ＳＣＳＣＳＣＳＣ維持維持維持維持できるできるできるできる環境環境環境環境をををを　　　　エネエネエネエネ政策見直政策見直政策見直政策見直しししし受受受受けけけけ、、、、提言提言提言提言へへへへ議論開始議論開始議論開始議論開始
　石油連盟の天坊昭彦会長（出光興産会長）は２６日に会見し、政府がエネルギー基本計画見直し
の検討に入ったことを受けて、石連内で提言取りまとめに向けた議論を開始したことを明らかにし
た。天坊会長は「大震災を通じてエネルギー供給基盤としての石油の重要性が改めて認識された。
しかし電力やガスと異なり石油は国際競争にさらされており、場合によっては今後、緊急時に供給
責任を果たせない事態にもなりかねない」と述べ、石連として「必要なサプライチェーン（ＳＣ）
を維持するための投資が可能なだけの利益が得られる環境整備」を政府に求めていく考えを示した。
　また国内の石油製品需給にふれ「震災の影響もあり、通年での石油製品内需は前年比減となるだ
ろう」との見通しを示した。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・・・・・電気使用制限発動電気使用制限発動電気使用制限発動電気使用制限発動へへへへ、、、、定期修理定期修理定期修理定期修理のののの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でのでのでのでの実施実施実施実施もももも想定想定想定想定
　　　　医療医療医療医療、、、、交通分野交通分野交通分野交通分野などはなどはなどはなどは緩和緩和緩和緩和

　経産省は、夏場の電力需給対策の一環として、電気事業法第２７条に基づく電気使用制限を発動
する。東電及び東北電力管内で合計約２万件の大口需要家（５００キロワット以上）に対し、７～
９月の電力ピーク時に１５％の節電を求める。業界やグループ企業など複数の企業が節電に取り組
むスキームを導入。定期修理中の石油化学コンビナートでの実施も想定する。緊急治療時の医療施
設を適用除外としたほか被災地や生命への安全確保、経済活動の安定確保の観点から、分野ごとに
５％刻みで制限を緩和する。被災地の災害廃棄物処理施設は契約電力の上限まで、医薬品製造・卸
売業は削減率０％と、前年並みの使用を認める。
　電力使用制限の発動は、需要抑制や企業間の公平性を担保する為の補完的措置の位置付け。
制限の期間は東電管内が９月２２日まで、東北電管内は９月９日まで。平日の９時～２０時を対象
に、前年の使用最大電力マイナス１５％を上限とする。故意に使用制限を違反した場合のみ１００
万円以下の罰金が科せられる。共同スキームと制限緩和の申請は１７日まで受け付け、７月１日か
ら使用制限を開始する。共同スキームは経済産業大臣の確認が必要。

10101010 キリングループキリングループキリングループキリングループ、、、、バリューチェーンバリューチェーンバリューチェーンバリューチェーン全体全体全体全体ででででＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量定量化排出量定量化排出量定量化排出量定量化・・・・・・・・・・・・スコープスコープスコープスコープ３３３３格付格付格付格付けけけけ取得取得取得取得
　　　　容器容器容器容器のののの薄肉化薄肉化薄肉化薄肉化などなどなどなど、、、、１３１３１３１３年度年度年度年度メドメドメドメド活動本格化活動本格化活動本格化活動本格化

　キリングループは、サプライチェーン全体でのＣＯ２排出削減に本腰を入れる。このほど、バリ
ユーチェーン（ＶＣ、自社製品の原料製造から容器の廃棄・リサイクルにいたる業務全般）におけ

工業用・他

４月 前年同月比 ４月 前年同月比

Ｏ
Ｐ
Ｐ

食品 17,921 101.6

工業用・他 3,661 91.7

12,785 106.4
繊維・雑貨 1,347 94.3 繊維・雑貨 1,741 93.8

Ｃ
Ｐ
Ｐ

食品

内需計 22,929 99.4 内需計
237 52.4

780 78.9
15,306 103.0

輸出 233 54.1 輸出
98.698.698.698.6 合計合計合計合計
82.2 在庫在庫 20,602

合計合計合計合計 23,16223,16223,16223,162
16,543 92.9
15,54315,54315,54315,543 101.5101.5101.5101.5



るＣＯ２排出量を算定・定量化するとともに、算出基準の透明性確保を目的にトーマツ審査評価機
構の「スコープ３格付け」を取得した。２０１３年をメドにＶＣにおけるＣＯ２排出削減を本格化
させる。
　「省資源」「省エネ」「環境商品提案」を軸に、容器メーカーなどと共同で容器の薄肉化や、環
境負荷の小さい素材の採用といった施策を検討していく。
サプライチェーンの各段階と連携し、温暖化対策の実効性を高めたい考え。　
排出量の把握に当たっては、グループ独自の「バリューチェーンＣＯ２算出基準」を策定した。
ＶＣの各工程におけるＣＯ２排出を、基本的に「物理量＊ＣＯ２排出原単位」で算定。
排出原単位は、温暖効果ガス排出の算定・報告に関する基準を開発する国際イニシアテイブ「ＧＨ
Ｇプロトルコ」が開発中の「スコープ３基準」に準拠した。例えば、原料調達に於いては「１年間
の原料調達費＊ＣＯ２排出原単位」で、リサイクル工程では「再商品化義務のある容器使用数量＊
ＣＯ２排出原単位」で排出量をそれぞれ定量化する。
　同社は１０年春から約１年かけ、子会社や海外拠点も含めたＶＣ全体の排出量を定量化した。
定量化に必要な購入品の数量データなどは本社や各生産拠点に蓄積されているが、「これまでこう
した数字を『環境視点』で管理したことがなかったため、取りまとめは非常に困難だった」という。
　ＶＣの排出量を定量化したことで、環境へのインパクトが「見える化」され、」関係企業と共通
認識の下、排出削減に取り組める基盤が整った。
　１３年度から取り組みを本格化させる。容器メーカーと連携し、容器薄肉化や植物由来原料など　
環境負荷の小さい素材の使用拡大といった施策を検討していく。

12121212 アジアアジアアジアアジアののののクラッカークラッカークラッカークラッカー、、、、シェルシェルシェルシェル、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール再開再開再開再開・・・・・・・・稼働安定化稼働安定化稼働安定化稼働安定化にににに焦点焦点焦点焦点
　　　　台湾台湾台湾台湾ＰＣＣＰＣＣＰＣＣＰＣＣははははメドメドメドメド立立立立たずたずたずたず

　シェルケミカルズのシンガポールのクラッカーがこのほど稼働を再開、順次稼働率をあげる見通
しだ。三井化学がシンガポールでの投資方針を決めたメタロセンポリマー「エボリュー」など川下
の需要に応じ、２０１４年に分解炉を増設し生産能力を引き上げることも視野に入れており、技術
トラブルからの再開を安定化させ軌道に乗せられるかがカギとなりそうだ。一方、台湾では出火し
たフォルモサ・ペトロケミカル（ＦＰＣＣ）の第１クラッカーの再開のメドが立っていない状況。
　こうした予測不能なトラブルもあって域内の石化市場の先行きは不透明だが、少なくとも足元で
はとくにエチレン系の需給軟化が進行、予断を許さない状況にある。

12121212 ダウダウダウダウ・・・・ケミカルケミカルケミカルケミカル・・・・・・・・リサイクルプラリサイクルプラリサイクルプラリサイクルプラ活用活用活用活用ししししエネエネエネエネ生産生産生産生産、、、、実証試験実証試験実証試験実証試験にににに成功成功成功成功
　ダウ・ケミカルは、リサイクルしたプラスチックを使ってエネルギーを生産する実証試験に成功
した。完全に利用しつくしたプラスチックなどを埋め立て処分せず、どの程度燃料として使用でき
るかを判断する実証試験を進め成功したもので、従来のプラスチックリサイクルを補完する手段に
なると期待している。
　今回の試験では、ダウの押出成形実験施設で発生した直鎖状低密度ポリエチレンフィルムのスク
ラップを使った。このフィルムは食品や生活用品の包装に使われている。試験は米ミシガン州ミッ
ドランドの生産拠点で実施した。廃棄処理施設のキルン（窯）で、約２６２キログラムの使用済み
プラスチックを焼却した結果、エネルギーの９６％が回収できることがわかったという。回収エネ
ルギーは１１１０万ＢＴＵの天然ガスに相当し、試験中にダウの焼却施設のエネルギーとして使っ
た。試験は関係当局の許可を得て実施した。


