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　　　　６６６６月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））
1111 日本日本日本日本ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン・・・・・・・・・・・・高機能品高機能品高機能品高機能品シフトシフトシフトシフト推進推進推進推進
　　　　メタロセンメタロセンメタロセンメタロセンＬＬＤＰＥ　ＬＬＤＰＥ　ＬＬＤＰＥ　ＬＬＤＰＥ　用途広用途広用途広用途広がりがりがりがり増強検討増強検討増強検討増強検討、、、、汎用品汎用品汎用品汎用品はははは競合厳競合厳競合厳競合厳しくしくしくしく能力削減能力削減能力削減能力削減のののの俎上俎上俎上俎上にににに

　日本ポリエチレンは、事業構造の再構築を急ぐ。汎用分野はアジア勢との競合が一層激化するこ
とから、高機能品へシフトを進めるとともに、９０％以上の稼働率が維持できるように生産能力の
削減に向けた検討に着手する。高機能品ではメタロセン直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）
等の能力増強を検討課題としている。能力削減を含めた最適生産体制の確立は、２０１５年まで中
期経営計画に方針を固め、次期中計での実施を目指す。
　メタロセン触媒を用いた高圧法ＬＬＤＰＥ「カーネル」の増強は、水島工場の５万トン設備の手
直しが有力だ。さらに水島、川崎、鹿島の高圧法設備の転用を検討する。新規の場合、１００億円
規模と投資となるが、転用は数十億円で済む。
　次にメタロセン系の気相法ＬＬＤＰＥ「ハーモレックス」については、川崎工場の５万トン設備
の手直し増強の検討とともに、鹿島工場の気相法設備の転用も検討する。鹿島工場にはＣ４系ＬＬ
ＤＰＥを集めているが、Ｃ４系製品は中期的に中東製品の流入で余剰になる可能性があるとみてい
る。
　また、大分工場で改造した高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）も高機能グレードを強化する。
ＰＥＴボトル用キャップで再評価され、自動車ガソリンタンク向けは独占状態、加えてドラム缶よ
りも大容積の貯蔵タンクなど大型ブロー成形品も強化する。
　印画紙用ラミネートグレードは水島でしか生産できないため拡充を検討する。
同社の生産能力は４工場・１９系列の１１８万トンだが、今期の販売計画は９０数万トンにとどま
る。９０～９５％稼働率を前提とすると十数万トンは余剰。中東など海外製品と競合する製品は、
能力削減が避けられない見通し。

1111 中国変調中国変調中国変調中国変調・・・・・・・・・・・・揺揺揺揺れるれるれるれる化学品市場化学品市場化学品市場化学品市場
　　　　影落影落影落影落とすとすとすとす金融引金融引金融引金融引きききき締締締締めめめめ、、、、資金繰資金繰資金繰資金繰りりりり悪化悪化悪化悪化　　　　投投投投げげげげ売売売売りもりもりもりも

「さらなる金利引き上げが噂されるなか、この状況が続けば中小企業では経営危機に陥るところが
出かねない」（在上海日系商社）。昨年秋以降、中国は４回の政策金利引き上げを実施した。上げ
幅は合計１％。体力に余裕のある大手企業は別としても、中小企業には重くのしかかる数字だ。
一連の金融政策をもってしてもインフレ懸念が収まらない一方、金利上昇を含めた対策は中国の
化学業界に影を落としつつある。
　１４日に発表された５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は５．５％の上昇だ。国家発展改革委員会
は１１年ＣＰＩ上昇率目標を４％と設定しているが、１月以降５カ月連続でこの目標を上回ってい
る。一部では６月は更に上昇するという観測も。
　短期の利ザヤを狙うトレーダーの資金繰りが悪化し、ポリオレフィンなどの在庫を採算度外視し
て投げ売りしているという指摘も。実際、市況は大きく下落しており、ナフサとのスプレッドが大
きく縮小。電力不足の影響も重なりポリオレフィンなど合成樹脂設備が減産に入っている。
　一方、物価上昇を抑制するため中国では日用品など末端製品の値上げが抑えられている。半面、
原材料価格は統制されておらず、原料上昇分が価格転嫁できない状況。中国の製造業は、金利上昇
と値上げ抑制のダブルパンチを受けている。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・動動動動きききき出出出出すすすす化学物質管理化学物質管理化学物質管理化学物質管理ののののアジアアジアアジアアジア支援支援支援支援
　来週の４～５日、日本－ＡＳＥＡＮ経済産業委員会（ＡＭＥＩＣＣ）の化学産業専門家会合がイ
ンドネシアで開催される。経済発展にともなって重要性を増している化学物質管理が主要な議題に
なる。東南アジアでもリスクベースの制度導入の動きはあるものの、行政を含めた実効性ある体制
は確立できておらず、先進国の支援を必要としている。
　経産省では、化審法をアジアの化学物質政策に移すことを模索したこともあるが、今回のＡＭＥ
ＩＣＣでは、東南アジアの施行体制を配慮した「アジアン・サステイナブル・ケミカル・セーヒテ
イー構想」を提示する。サプライチェーンにおける化学物質のリスク管理で重要になっている分類・
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表示の国際調和（ＧＨＳ）の整理と安全性データシートをアジアに広める。このほか、一方的な押
し付けでないアジアの状況に応じたリスク評価手法や安全性試験法の開発、整備を共同で推進する。
　これらを浸透させることで、アジアの化学物質管理の向上とともに、日本企業の化学品貿易や現
地生産の拡大に貢献することも期待できる。

3333 明日明日明日明日へのへのへのへの対話対話対話対話・・・・・・・・・・・・持続的持続的持続的持続的ものづくりとものづくりとものづくりとものづくりと化学産業化学産業化学産業化学産業
　　　　橘川橘川橘川橘川　　　　　　　　化学化学化学化学にににに向向向向くくくく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制制制制
　　　　小林小林小林小林　　　　　　　　多多多多くのくのくのくの商品群扱商品群扱商品群扱商品群扱うううう「「「「１１１１つのつのつのつの解解解解」」」」

　橘川　　化学会社にはホールデイングス制が向いているということですか。
　小林　　化学というのは何万という商品群をどういう形でオーケストレートするかです。だから
　　　　　ホールデイングス制というのは１つの解かなと。単品事業だと、その事業がおかしくな
　　　　　ると全体として苦しくなる。やはり大きさ、総合力というには全体の収益をうまく調整
　　　　　する機能があり得る。
　橘川　　ホールデイングス制には固有の困難があると思いますが、そこはいかがですか。
　小林　　「この指とまれ方式」と言っているんですが、企業統合のなかでいきなりマージ（合併）
　　　　　するっていうのは、社長はどっちかとか、企業名はどうの、ブランドが消えちゃうとか
　　　　　問題があります。今回、三菱レイヨンがグループに入りましたが、ホールデイングス制
　　　　　では会社の名前は残るし独立できる。ただ、上場だけはできない。その程度の条件であ
　　　　　れば、この指とまれといったら止まってくれる人がいる。
　橘川　　企業統合にとって都合のいいことが多いと。
　小林　　ホールデイングスの中の事業交換も容易です。例えばエンジニアリングは三菱化学に全
　　　　　部もってきて、水関連は全部三菱レイヨンに持っていくとか。こういった料理がしやす
　　　　　いんですよ。
　　　　　ＢＡＳＦはチバを買収し、ダウはローム＆ハースを買収した。それですぐにも従業員を
　　　　　半分に減らした。ドイツは労働政策上リストラは難しいといいながらそれが出来る。
　　　　　日本ではまずもって出来ない。独禁法以前に、そういうスレッシュホールド（敷居）が
　　　　　あるのでマージが進まないんじゃないかと。
　橘川　　ただ、ホールデイングス制は事前調査では評価しきれないリスクが隠れていたりする。
　小林　　ですからホールデイングス会社は基本は安全・コンプライアンス・内部統制とポートフ　　
　　　　　オリオ・マネジメントの２つが中心となります。それと次の戦略的なところ。そのなか
　　　　　でも一番難しいのは、安全をどう担保するかです。火災とかコンプライアンス問題など
　　　　　内部統制的なものをどう機能させるか。そう簡単じゃありません。そこに集中してやる
　　　　　ことになると思います。

11111111 経産省経産省経産省経産省、ＩＥＡ、ＩＥＡ、ＩＥＡ、ＩＥＡにににに協調協調協調協調・・・・・・・・・・・・民間石油備蓄民間石油備蓄民間石油備蓄民間石油備蓄３３３３日分日分日分日分７９０７９０７９０７９０万万万万バレルバレルバレルバレル放出放出放出放出
　経産省は２４日、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）がリビア情勢の悪化に伴う原油減産に対応して
石油備蓄の協調放出をきめたことを受けて、民間石油備蓄を３日分放出すると発表した。
７９０万バレルに相当する。具体的には、備蓄義務量を２７日から１カ月間、７０日分から６７日
分へ下げる。
　海江田万里経産相は２４日の閣議後の記者会見で「世界的な石油供給の混乱による、日本の石油
需要への悪影響を未然に防止する」と放出理由を述べた。与謝野馨経済財政担当相は、協調放出に
関して「実需を埋めるよりは投機に対する売り向かいと理解したらいい」と述べ、投機的に原油先
物価格の高騰への対抗策との認識を示した。政府は東日本大震災後、被災地に石油を供給するため
３月下旬から５月中旬まで備蓄義務量を４５日分まで下げていた。

12121212 ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン・・・・・・・・・・・・アジアアジアアジアアジアでででで独歩高独歩高独歩高独歩高４０００４０００４０００４０００ドルドルドルドルへへへへ、、、、合成合成合成合成ゴムゴムゴムゴムはははは減産強化減産強化減産強化減産強化
　ブタジエンのアジア市況が独歩高を続けている。ほかの石化製品がほぼ全面安の展開の中、ブタ
ジエンだけは今年に入ってシンガポールや台湾でナフサクラッカーがトラブルや事故を引き起こし
たことで供給がひっ迫。足元のスポット価格は１トン当たり３８００ドル（ＣＦＲ極東アジア）を
突破、４０００ドルを目指す動きも出始めている。
　一方主な需要家の１つである合成ゴムメーカーは減産を強化し、原料高謄に対抗する姿勢を強め
ている。ただ、アジアのナフサクラッカーは、最大市場である中国が金融引き締めや電力不足など
を背景に冷え込みつつあることから減産を拡大する傾向にある。

12121212 盤錦盤錦盤錦盤錦（（（（遼寧省遼寧省遼寧省遼寧省））））でででで大型石化大型石化大型石化大型石化プロプロプロプロ・・・・・・・・・・・・リファイナリーリファイナリーリファイナリーリファイナリー一体化一体化一体化一体化　　　　エチレンエチレンエチレンエチレン年産年産年産年産１００１００１００１００万万万万トントントントン
　　　　台湾企業台湾企業台湾企業台湾企業、、、、誘導品誘導品誘導品誘導品のののの一角一角一角一角にににに

　中国・遼寧省盤錦市で、石油精製一体型でエチレン年産１００万トン級の大型石油化学プロジェ
クトが進行している。遼寧華錦化学工業集団が、既存の石油精製設備を大幅に増強、これを軸にエ
チレン、誘導品設備を統合する石化コンプレックス計画を打ち出している。盤錦市対外貿易合作局
によれば「国家の第１２次５カ年計画に沿ってリファイナリー増強とエチレン設備の新設を申請中」
という。
　盤錦市は中国３大油田の１つ、遼河油田を持ち、重油生産で中国有数のポジションを有している。
盤錦市は、油田、ガスなど原料ソースを持つ優位性を生かし石油化学産業の高度化を図る考えで、
多様な誘導品構築を目指している。今夏以降にも日系企業を含む海外投資促進に乗り出す。

　　　　６６６６月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（火火火火））））
1111 中国変調中国変調中国変調中国変調・・・・・・・・・・・・揺揺揺揺れるれるれるれる化学品市場化学品市場化学品市場化学品市場
　　　　いつまでいつまでいつまでいつまで続続続続くくくく「「「「成長神話成長神話成長神話成長神話」、」、」、」、生生生生きききき残残残残るるるる道道道道はははは競争競争競争競争かかかか協奏協奏協奏協奏かかかか

　中国沿海部に広がる無数の樹脂加工工場。この大半が年商３億元（約４０億円）未満の中小企業
といわれる。こうした中小企業の起業・成長が、この１０年ほど年率２ケタの伸びを続けてきた中
国の合成樹脂市場を支えてきたといっても過言ではない。しかし、中国当局の金融引き締めによっ



て資金繰りが悪化し、追いうちを掛けるような電力不足が響いて操業を停止するメーカーが続出。
昨年１７００万トン以上に達した中国のポリエチレン需要は今年、前年割れの可能性も出てきた。
世界の石油化学市場の半分を占める中国の変調は、強い者だけが生き残る過酷な競争を強いる一方、
互いの強みを利用する「協奏」の動きが生まれつつある。
　現在ポリオレフィン市況は下落を続けており、ポリエチレンはナフサとの値差（スプレッド）が
２００ドルを切ると赤字になるといわれるが、すでにその水準は通り越そうとしている。この結果、
ポリオレフィン設備や、上流のナフサクラッカー設備の減産が広がっている。東南アジアでは地場
メーカーが海外企業と組み、市場を取り込もうと躍起になっている。ガス不足が深刻化する中東で
は海外企業と組み機能化学品へのシフトを急ぐ。こうした弱肉強食ともいえる市場の争奪戦は産業
自体を疲弊させる。化学が発達を遂げ１００年。そのことにようやく気付き始めたプレーヤーも現
れ始めてきた。協奏時代の到来だ。
　「原料、市場、技術。化学産業の『３種の神器』をすべて一人で揃えるのは不可能。仮に揃えた
としても成長は止まる」。米テキサス州フリーポート。この世界的な石化基地にも新たなクロール
アルカリ工場が建設される。ダウ・ケミカルと三井物産による合弁だ。世界の化学産業という舞台
で協奏できるかどうか。
　中国のファンダメンタルは極めて強く、引き続き世界経済を牽引するだろう。しかし次の１００
年を考えた時、中国もインドもアフリカも成熟化し、世界の成長は止まるかもしれない。
中国の変調がもたらす影響が、化学産業が生き残る道を暗示しているかもしれない。

3333 明日明日明日明日へのへのへのへの対話対話対話対話・・・・・・・・・・・・持続的持続的持続的持続的ものづくりとものづくりとものづくりとものづくりと化学産業化学産業化学産業化学産業
　　　　橘川橘川橘川橘川　　　　　　　　撤退撤退撤退撤退ににににエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー必要必要必要必要ではではではでは？？？？
　　　　小林小林小林小林　　「　　「　　「　　「意味意味意味意味ないものないものないものないもの止止止止めるめるめるめる」」」」信念信念信念信念でででで

　橘川　　事業の入れ替えが進んでいますね。
　小林　　当社は２０１１年３月期で終了した３カ年の中計で、既存事業のうちおよそ３２００億
　　　　　円規模を減らしました。一方で三菱レイヨンや日本合成化学を連結化することなどで、
　　　　　６２００億円以上増やしました。減らした３２００億円の事業は１７０億円レベルの赤
　　　　　字を作っていた事業です。一方、２会社連結化などで利益は５００億円以上増やしまし
　　　　　た。
　橘川　　事業撤退はエネルギーが必要では。
　小林　　スチレンモノマー、ポリスチレン、ＡＢＳ樹脂、塩化ビニル、エチレンベースの大型製
　　　　　品を相当止めました。また黒崎の病院もクローズしましたし、三菱化学生命科学研究所
　　　　　という３８年続いた研究所もクローズしました。やるしかないものはやるけど、意味の
　　　　　ないものは止めることですよ。これはもう明快です。社長をやる限り意味のないことは
　　　　　やらない。信念さえあればできますよ。
　橘川　　明快ですね。
　小林　　生命科学研究所のケースでは、４０年前だったら意味があった。でも現在は理化学研究
　　　　　所で年間７００億円、産業技術総合研究所では１０００億円近くもバイオサイエンスに
　　　　　投資している。あるいはグローバルにはバイオで５０００億円の研究投資をしている企
　　　　　業、あるいは公的機関がある。当社グループには田辺三菱製薬の研究所もありますし、
　　　　　そのなかで年間３０億円程度の基礎研究所をする会社を持つなんて、民間企業ではあり
　　　　　得ないですよね。
　橘川　　ホールデイングス制のなかで、ポートフォリオの整理の仕方をどう考えますか。
　小林　　やはり自分の強いところに集中するわけですが、当社の場合、今までの歴史からして多
　　　　　方面に展開しているわけです。いまだにコークスやるのかって言われます。だけど儲か
　　　　　っているのは全部残す。だから、ポートフォリオの基本は、儲かっているものは全部や
　　　　　るということです。
　橘川　　４象限でポートフォリオを管理されていますよね。
　小林　　創造事業、成長事業、基盤・中堅事業、再編・再構築事業の４象限管理にはこだわって
　　　　　います。それを時間軸でまわしていく。こういう形で整理していけば事業の位置付けが
　　　　　はっきりします。今、社会が企業に何を要請しているのか、１０年先をみて社会から何
　　　　　を要請されているのかという基本のビューポイントになるんじゃないかと思います。
　　　　　ということは利益が出ているかどうかですよ。

3333 自動車部品工業会自動車部品工業会自動車部品工業会自動車部品工業会・・・・・・・・・・・・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維持維持維持維持へへへへ、、、、ファンドファンドファンドファンド設立設立設立設立
　日本自動車部品工業会は、日本政策投資銀行（ＤＢＪ）と共同で自動車部品のサプライチェーン
を支援するファンドを設立した。技術力を有する自動車部品メーカーに対して長期安定資金を供給
することを目的にしたもの。財政的に厳しいＴ２／Ｔ３を対象に、同工業会の会員であるＴ１を通
じて投融資を行う。ファンド総額は５００億円程度を予定、これにより国内サプライチェーンの維
持・存続を図る。ファンド存続期間は今年６月からの８年で、うち新規投融資実行期間を３年と設
定している。

　　　　６６６６月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（水水水水））））
2222 ナフサナフサナフサナフサ・・・・・・・・・・・・輸入輸入輸入輸入スポットスポットスポットスポット急落急落急落急落、、、、トントントントン９００９００９００９００ドルドルドルドル割割割割れれれれ　　　　２２２２次値上次値上次値上次値上げげげげ前前前前のののの水準水準水準水準

　輸入ナフサのスポット価格が急落している。原油市況の低落を背景に下げ足を速めており、東京
オープンスペック市場では１トン当たり９００ドルを割り込んだ。国産基準価格に換算すると１キ
ロリットル当たり５万２０００円程度。国内石化製品は先頃、同６万円を前提にした新価格体系に
移行したばかりで、瞬時に値上げ以前の水準に戻ってしまった格好。
　欧州でのソブリン問題などで下方局面を辿り出した原油相場は、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）
による石油備蓄放出の決定を受け、さらに下向きの動きを強めている。連動してナフサ市況も弱含
み、足元ではスポット価格が８８０ドル水準まで下落している。
　国産基準ナフサ価格は、昨年１０－１２月期が１キロリットル当たり４万５１００円、今年１－



３月期が同５万２４００円。この価格差に対しポリオレフィン等の値上げが図られ浸透している。
さらに４－６月期以降は、一段と上昇するとの予想から２次値上げが実施され、浸透したばかり。
おおむね同６万円ナフサ価格を前提とした価格体系が構築されている。
　しかし足元の輸入スポット価格を国産換算すると５万２０００円程度となり２次値上げ以前の水
準に戻った格好となる。

3333 ５５５５月月月月アルミアルミアルミアルミ圧延品圧延品圧延品圧延品・・・・・・・・・・・・生産微減生産微減生産微減生産微減もももも出荷出荷出荷出荷はははは増加増加増加増加にににに
　日本アルミニウム協会は５月のアルミ圧延品の生産出荷実績をまとめた。板・押出合計では、生
産が前年同月比０．４％減の１６万９１０８トンにとどまったが、出荷は０．８％増の１６万６８
８５トンと３カ月ぶりにプラスとなった。
　押出類は主力の建設向けが１０．５％増の３万５９２４トンと１０カ月連続のプラスとなったが、
自動車向けが３１．２％減、電子通信装置向けなどが１９．４％減と落ち込んだことから全体では
微減にとどまった。
　箔は、主力のコンデンサー向けが７．３％増の３８１２トンと震災前の水準に回復。また、食料
品も復興支援にともなうインスタント及びレトルト食品などの増加により１７．０％増と２カ月連
続でプラスとなった。

10101010 ＬＣＡ、ＬＣＡ、ＬＣＡ、ＬＣＡ、温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策のののの軸軸軸軸にににに　　　　導入企業増大導入企業増大導入企業増大導入企業増大・・・・・・・・・・・・日化協日化協日化協日化協　　　　化学製品化学製品化学製品化学製品のののの貢献度貢献度貢献度貢献度をををを定量化定量化定量化定量化
　製品ライフサイクル全体でＣＯ２を削減していくＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）の視点
が、製造業の地球温暖化対策の主軸となりつつある。ＣＯ２削減量を定量化しやすい最終製品メー
カーに加え、川上の化学・素材メーカーでも環境経営に取り入れる企業が増えている。日本化学工
業協会（日化協）も化学製品のＣＯ２削減量を定量化し、近く結果を公開する。
　ＣＯ２削減にはサプライチェーン（ＳＣ）全体での意識共有が不可欠であり、消費者の省エネ意
識をさらに高める上でもＬＣＡは重要なツール。評価結果の信頼性の担保など、国として適切な評
価制度を構築していくことも求められている。

11111111 消費税率消費税率消費税率消費税率「「「「１５１５１５１５年度年度年度年度までにまでにまでにまでに１０１０１０１０％」％」％」％」堅持堅持堅持堅持――――日本日本日本日本のののの財政財政財政財政「「「「突然沸点突然沸点突然沸点突然沸点のののの可能性可能性可能性可能性」」」」
　与謝野馨経済財政担当相は２８日の閣議後会見で「２０１５年度までに段階的に消費税率を１０
％まで引き上げる」とした政府の社会保障・税一体改革案について「堅持しなければならない。増
税の完了時期、増税幅ははっきり決定しなければならない」と述べた。
「１０年代半ばごろ」「おおむね１０％」といった幅のある表現を求める民主党「社会保障と税の
抜本改革調査会」の考えは受け入れない構え。
　与謝野馨経済財政担当相は日本の財政状況について「長期金利の高騰をもたらしてはいないが、
この種の問題は突然沸点がきてフェーズが移転する可能性がある。市場の信任確保は民主党政権が
直面する大きな課題」と強調。

　　　　６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（木木木木））））
1111 原油市場原油市場原油市場原油市場にににに異変異変異変異変　　　　経産省経産省経産省経産省がががが調査調査調査調査へへへへ・・・・・・・・・・・・ブレントブレントブレントブレントががががＷＴＩＷＴＩＷＴＩＷＴＩよりよりよりより高値推移高値推移高値推移高値推移
　　　　価格上昇価格上昇価格上昇価格上昇　　　　資金流入資金流入資金流入資金流入ほどほどほどほど進進進進まずまずまずまず

　経産省は、原油市場で起きている異変の調査に乗り出す。指標とされている米ＷＴＩ原油に比べ
て英ブレント原油が高値で推移していることや、２００８年の高騰時を上回る資金流入があるなが
ら当時の水準まで上昇していないことなど、背景にある価格決定メカニズムや諸要因の解明を目指
す。そのうえで、シェールガス・オイルの開発など今後の原油フローに影響を与える潜在的な要因
の分析を加え、予想される原油市場の変化を探り、エネルギー政策に関連する論点を見極める。
　原油市場は、リビアをはじめとした中東・北アフリカの政情不安の影響による供給途絶など、実
際の原油フローが遮断される事態が発生。また、米ＷＴＩ原油が英ブレント原油に比べ低価格で推
移するという異例な事態が続いているほか、原油市況全体の水準も０８年の高騰時を上回る資金流
入がありながら当時の価格水準まで上昇せず、００年台後半と比べて価格形成要因の変化がうかが
われる事態となっている。
　１カ月に１回程度の頻度で最新情勢に関する情報収集と分析を行う。実施期間は来年２月末まで。

1111 放射線検出器用放射線検出器用放射線検出器用放射線検出器用プラプラプラプラ素材素材素材素材・・・・・・・・・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ系系系系、、、、コストコストコストコスト１０１０１０１０分分分分のののの１１１１、、、、京都大学京都大学京都大学京都大学などなどなどなど
　京都大学原子炉実験所、放射線医学総合研究所、帝人化成の研究グループは、低コストの新しい
放射線蛍光プラスチック（商標名：シンチレックス＝申請中）を開発した。放射線検出器の基幹部
品であるシンチレーター用で安価なポリエステル（ＰＥＴ）系化合物をベース素材としているため、
従来のプラスチックシンチレーターに比べて製造コストを１０分の１以下に低減できる。屈折率や
蛍光量といった性能も従来品と同等以上にすることが出来た。

3333 明日明日明日明日へのへのへのへの対話対話対話対話・・・・・・・・・・・・ＫＡＩＴＥＫＩＫＡＩＴＥＫＩＫＡＩＴＥＫＩＫＡＩＴＥＫＩ化学化学化学化学がががが目指目指目指目指すものすものすものすもの
　　　　橘川橘川橘川橘川　　　　　　　　同同同同タイトルタイトルタイトルタイトル本出本出本出本出したしたしたした理由理由理由理由はははは？？？？
　　　　小林小林小林小林　　　　　　　　基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方知方知方知方知ってほしいってほしいってほしいってほしい

橘川　　ＫＡＩＴＥＫＩ化学の話に移ります。ます同じタイトルの本を出版されましたが、そもそ
　　　　も書かれた理由は。
小林　　２０１０年中計を発表しました。単なる発表だと、アナリストやエコノミストに本当の哲
　　　　学が伝わらないと思いまして、発表に合わせて本を書くしかないと。
橘川　　経営計画と連動して書かれた。
小林　　連動させたかったのです。ここに表現される基本的な考え方を知ってほしかったんですよ。
　　　　メデイアやアナリストに言われますよ、儲からないとか資本効率が悪いとか、総合化学会
　　　　社は何でもかんでもやりすぎているとかね。今、この経営者は何を考えているのかという
　　　　ことを言わないと、なんか一方的過ぎるんじゃないかと。
橘川　　いつから準備を始めたのですか。



小林　　布石は０９年４月に三菱化学生命科学研究所をクローズし、地球快適化インステイチュー
　　　　トを設立したことです。年間３０億円を使っていた研究所を閉めたので、１０億円か２０
　　　　億円で自分なりの研究所を作りたいと。それも単なるテクノロジーではなく、今から３０
　　　　年、５０年先の時代はどこへ行くのか、それに対して当社あるいは化学産業はどのような
　　　　貢献ができるのかという。外の機関ではない自前のシンクタンクです。ちょうど１年半
　　　　やってきて、その成果も含めて本に書きたかった。
橘川　　地球快適化インステイチュートはこれまでにない研究所ですね。
小林　　かつて企業の研究開発において、お金だけ出して丸投げして「良いものを出せ」という時
　　　　代はもう終わったんじゃないかなと。一方、アメリカ流というのか、株主のフェアネスの
　　　　代表として社外取締役を多数入れた委員会等設置会社というのがあります。あるいは会計
　　　　士さんとか弁護士さんを入れて社外監査役制度というのをやっている会社もあります。
　　　　そのレベルではいいんですが、アリバイ工作のように１人か２人の社外取締役を入れても
　　　　なんぼのもんやと。僕自身は、これはおかしいと。であれば、どういうシステムが当社に　
　　　　とってよいのかということで出てきたのが、２年前の地球快適化インステイチュートなん
　　　　です。ここでのアドバイザリーボード（７人の社外の有識者で構成）の考え方を当社の取
　　　　締役会に反映させたいと思ったのです。
橘川　　本では相当いろいろな方とお話されている。しかもジャンルも多岐に亘っていいますよね。
小林　　ええ。ライフサイエンスとグリーンサイエンスをベースにして、メインは地球快適化イン
　　　　ステイチュートのメンバーに調べさせました。編・著者として、基本的な考え方のところ
　　　　は僕がコミットしました。

3333 ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴフィルムフィルムフィルムフィルム出荷出荷出荷出荷・・・・・・・・・・・・１１１１－－－－３３３３月輸出月輸出月輸出月輸出はははは減少減少減少減少、ＦＰＤ、ＦＰＤ、ＦＰＤ、ＦＰＤ部材在庫調整響部材在庫調整響部材在庫調整響部材在庫調整響くくくく
　日本ＰＥＴフィルム工業会の統計によると、２０１１年１－３月のポリエステル（ＰＥＴ）フィ
ルムの出荷実績は前年同期比５％増の９万７５０トンだった。フラットパネルデイスプレイ（ＦＰ
Ｄ）関連部材の需要が国内は引き続き旺盛だったが、輸出はユーザーの在庫調整によりややペース
ダウンとなった。
　国内の出荷合計は同９％増の７万２３３０トン。包装用はＰＥＴの不足感から引き合いが増えて
おり、同１１％増の１万６９９０トンと堅調。工業用はＦＰＤ関連部材や太陽電池部材の旺盛な需
要により、同９％増の５万５３４０トンと高いレベルを維持した。

【ＰＥＴフィルム出荷】（単位：トン、％）

（日本ＰＥＴフィルム工業会調べ）

12121212 化学物質化学物質化学物質化学物質ののののリスクリスクリスクリスク評価評価評価評価・・・・管理技術管理技術管理技術管理技術　　　　欧米欧米欧米欧米がががが世界世界世界世界をををを牽引牽引牽引牽引　ＪＳＴ　ＪＳＴ　ＪＳＴ　ＪＳＴ調査調査調査調査
　科学技術振興機構（ＪＳＴ）の研究開発戦略センター
（ＣＳＤＲ）は、化学物質の環境リスク評価・管理技術
について、日米欧中韓を国際比較した結果をまとめた。
研究水準は欧米が最も高いと評価。日本の環境測定技術
は優位性が薄れていると指摘している。日本はリスク
評価技術の各要素では高いレベルにあるものの、着実に
予算を投入している欧米が世界を牽引していると報告し
ている。

　　　　７７７７月月月月１１１１日日日日（（（（金金金金））））
1111 きょうからきょうからきょうからきょうから電力使用制限電力使用制限電力使用制限電力使用制限・・・・・・・・・・・・エチレンフルエチレンフルエチレンフルエチレンフル操業維持操業維持操業維持操業維持　　　　誘導品誘導品誘導品誘導品、、、、輪番操業輪番操業輪番操業輪番操業はははは限定的限定的限定的限定的
　　　　化学各社化学各社化学各社化学各社、、、、グループグループグループグループでででで１５１５１５１５％％％％削減削減削減削減

　関東・東北地方の電力使用制限がきょう７月１日から実施される。化学産業では鹿島、千葉、川
崎にコンビナートが集積する東京電力管内における影響が懸念されるが、コストアップは避けられ
ないものの、自家発電の活用でエチレン装置のフル操業を維持する。誘導品プラントの輪番操業も
限定的にとどまる見通し。大手・中堅の多くはグループ全体でピーク時１５％削減を達成する方針
で、コンビナート内のプラントで電力購入量を減らすとともに、コンビナートに立地しないプラン
トでも柔軟に対応する。
　三菱化学の鹿島事業所では、北共同発電をフル活用することでコンビナートの各プラントの需要
を賄ったうえ、最大２０万キロワットを東京電力に供給できる見通し。第２エチレン装置の定修を
２カ月遅らせて８月末から実施することで、電力使用削減にも協力する。
　住友化学はグループで１５％削減を実施。千葉工場で１４万キロワットの自家発電をフル稼働さ
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せることで東京電力からの購入量を削減し、農業用ポリオレフィンフィルムなど東京電力管内にあ
るグループ製造拠点の安定操業を確保する。
　三井化学も同様に市原工場を全量自家発電で賄うことで茂原工場、袖ヶ浦センター、三井化学東
セロの勝田、茨城、古河（いずれも茨城県）の各工場、三井化学産資の埼玉事業所の電力削減量を
カバーする。旭化成ケミカルズはアクリロニトリルなどの拠点である川崎工場に自家発電を持たな
いが、館山、千葉、大仁など休止していた発電装置を稼働させることで全拠点とも稼働を下げる必
要がないとしている。昭和電工は拠点ごとに１５％削減に対応する。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・不透明感増不透明感増不透明感増不透明感増すすすす７７７７月以降月以降月以降月以降のののの生産活動生産活動生産活動生産活動
　東日本大震災によって急激に低下した生産活動は、復旧に向けた産業界の取り組みによって４月
から２カ月連続で上昇するとともに、６月も増加となりそうだ。ただ７月予測は小幅な伸びにとど
まっている。化学工業も例外ではなく、ポリエチレン（ＰＥ）など需要回復に陰りが見え、先行き
に慎重な見方が広がっている。
　本格的に始まる節電対策によって、増産のテンポが鈍化すると判断しているようだ。円高定着は
一定に織り込み済みにしても、米国経済の減速や中国のインフレ抑制策など海外需要の不透明さを
映している。産業界では１０月以降に本格的な浮上を見込み、企業業績も下期に期待して２０１１
年３月期実績を維持したいとしているが、７－９月期に回復基調を固めることが出来るかが焦点だ。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン１１１１号機号機号機号機　　　　再稼働再稼働再稼働再稼働・・・・・・・・・・・・三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学・・・・鹿島鹿島鹿島鹿島　　　　８８８８月末月末月末月末までまでまでまでフルフルフルフル操業操業操業操業
　三菱化学は、鹿島の第１エチレン設備が定期修理を終え、３０日から稼働を開始した。誘導品の
稼働再開も順次進め、数日中には全面的に通常運転に戻る。すでに第２エチレン設備は東日本大震
災による稼働停止から復旧しており、これで三菱化学・鹿島のエチレン設備・誘導品は、第２エチ
レンが定期修理に入る８月末までフル稼働体制に入る。

3333 明日明日明日明日へのへのへのへの対話対話対話対話・・・・・・・・・・・・ＫＡＩＴＥＫＩＫＡＩＴＥＫＩＫＡＩＴＥＫＩＫＡＩＴＥＫＩ化学化学化学化学がががが目指目指目指目指すものすものすものすもの
　　　　橘川橘川橘川橘川　　　　　　　　コントロールコントロールコントロールコントロールははははＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯのののの役割役割役割役割
　　　　小林小林小林小林　　　　　　　　３３３３次元次元次元次元ベクトルベクトルベクトルベクトルがががが勝勝勝勝ちちちち決決決決めるめるめるめる

橘川　　この本は社員の方に向けても書かれていると思いますが、実際に反響はどうでしたか。
小林　　人のレベルによるんですよ。能力とかではなく、新しいものや考え方に対する感性のある
　　　　連中はすごく勉強しているんですよ。でも、もう新しいことはいいやという連中は頑なに
　　　　拒否します。
橘川　　そうですか。次にＫＡＩＴＥＫＩ価値の３次元のお話を伺いたいのですが。
小林　　１つの軸として経営学の世界、ＣＦＯ（チーフ・ファイナンシャル・オフィサー）でも
　　　　いいんですが、いかに資本効率を良くするかという軸があります。従来の基礎的な企業価
　　　　値の軸、経営学軸ですね。それからＭＯＴ（マネジメント・オブ・テクノロジー）軸、技
　　　　術経営軸っていいますか、ＣＴＯ（チーフ・テクノロジー・オフィサー）、技術の世界が
　　　　あります。そして、もう１つの新しい軸としてマネジメント・オブ・サステイナビリテイ
　　　　（ＭＯＳ）の軸がある。この軸を定量化するのがＭＯＳ指標、ヘルス指標、コンフォート
　　　　指標の３つのクライテリアに分けています。
橘川　　企業活動の３つの判断基準ですね。
小林　　この３次元の全体ベクトルがＫＡＩＴＥＫI価値なんですよ。これはＣＥＯがやればいいん
　　　　です。ＣＦＯとＣＴＯとＣＳＯ（チーフ・サステイナビリテイ・オフィサー）がいて、
　　　　はじめてバランスができるベクトルが構築できる。心技体というわけですね。３００年企
　　　　業というのはこれを全部バランスよく実行してきた企業です。もともと三方良しという哲
　　　　学がありますし、日本人に向いているじゃないかと思うんですよね。
　　　　バランスの方向性がまさにベクトルの方向であり、ＫＡＩＴＥＫＩ価値の方向です。
橘川　　それをコントロールするのがＣＥＯ。
小林　　そうです。時代は環境・資源、健康、快適（コンフォート）に向かっていきます。それと
　　　　時間軸が必要です。２０１１年がタイム・ゼロとして、２０１５年、２０２５年と複素空
　　　　間を作っていく。絶対値としてのＫＡＩＴＥＫＩ価値は、ＫＡＩＴＥＫＩ２乗イコール
　　　　ファイナンスの２乗とテクノロジーの２乗とサステイナビリテイーの２乗の和ではないか
　　　　と。
橘川　　そうですか。これを可視化してＫＡＩＴＥＫＩ価値にすると、企業のグローバルランキン
　　　　グなどに使えると。
小林　　まずは４つの事業会社の評価に使います。やはり最後は評価できないと本物じゃない。
　　　　まだちょっと道のりは長いんですけど、こういうことをやりつつ経営をやりたい。

3333 ＰＥＰＥＰＥＰＥ製輸液製輸液製輸液製輸液バッグバッグバッグバッグ・・・・・・・・・・・・高圧蒸気滅菌高圧蒸気滅菌高圧蒸気滅菌高圧蒸気滅菌にににに対応対応対応対応、、、、細川洋行細川洋行細川洋行細川洋行がががが新新新新グレードグレードグレードグレード　　　　海外市場展開海外市場展開海外市場展開海外市場展開にもにもにもにも力力力力
　細川洋行は、医療用一次容器（輸液バッグ）「ポリエート」事業の大幅な拡大戦略を推進する。
世界で唯一、ポリエチレン系でありながら１２１度Ｃの高圧蒸気滅菌に対応できる新グレード「ポ
リエート　ＡＥ１」及び「同　ＥＨ」を戦略商品に選定。中長期的にポリエート全体で売上高２倍
以上を目指す考えで、国内需要を取り込みつつ、欧米地域やアジア地区など海外市場への進出も推
進する。
　ポリエートＡＥ１はポリエチレンのフィルム層と他樹脂のフィルム層で構成するポリエチレン系
容器。耐熱性を高めたＰＥにプラスワンの素材層を加え、層構成を工夫することでマイナス８０～
１２５度Ｃの温度帯に対応する。高圧蒸気滅菌後も高い透明性を維持するほか、高速製袋が可能と
いった特徴を持つ。

5555 次世代自動車部材市場次世代自動車部材市場次世代自動車部材市場次世代自動車部材市場・・・・・・・・・・・・２０２０２０２０年年年年にににに１１１１兆兆兆兆７０５９７０５９７０５９７０５９億円億円億円億円へへへへ、Ｌ、Ｌ、Ｌ、ＬⅰⅰⅰⅰＢＢＢＢはははは２５４２５４２５４２５４倍倍倍倍にににに拡大拡大拡大拡大
　富士キメラ総研はこのほど、電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド（ＰＨＶ）など次世
代自動車に使用される部材・材料市場について、２０２０年には１兆７０５９億円（１０年比２６．
７倍）に達するとの予測を明らかにした。このうち、ＥＶ・ＰＨＶに搭載するリチウムイオン２次



電池（ＬⅰＢ）は１兆２７０５億円（同２５４倍）。
　同社の分析によると、２０年における次世代自動車の生産台数は、ＰＨＶの１７９万台、ＥＶの
１４５万台など含め８９７万台で、世界の４輪車生産台数の８．２％を占める。

10101010 中環審中環審中環審中環審、、、、ノニルフェノールノニルフェノールノニルフェノールノニルフェノールなどなどなどなど・・・・・・・・・・・・水生生物水生生物水生生物水生生物のののの保全保全保全保全にかかるにかかるにかかるにかかる環境基準環境基準環境基準環境基準、、、、８８８８物質物質物質物質へのへのへのへの設定検討設定検討設定検討設定検討
　環境省はノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸（ＬＡＳ）など８物質について、
水生生物保全のための環境基準設定の本格的な検討を開始する。８日に開催する中環審の専門委員
会で、まずノニルフェノールについて審議する。環境基準値を設定する場合の参考値となる毒性許
容濃度値などが示される。物質ごとに順次審議し、来年度前半に報告書をまとめる。
　水生生物保全の環境基準は２００３年１１月に設定され現在、１物質（亜鉛）について基準値が
定められている。検討対象は、ノニルフェノール、ＬＡＳ、４－ｔ－オクチルフェノール、アニリ
ン、２，４－ジクロロフェノールおよび要監視項目（直ちに環境基準を設定するものではないが、
引き続き知見の集積に努めるべき物質）になっているクロロフォルム、フェノール、ホルムアルデ
ヒドの計８物質。２０１２年度前半に答申する。

10101010 ＧＨＧＧＨＧＧＨＧＧＨＧ排出量簡易算定排出量簡易算定排出量簡易算定排出量簡易算定サービスサービスサービスサービス　　　　スコープスコープスコープスコープ３３３３基準基準基準基準にににに対応対応対応対応　　　　みずほみずほみずほみずほ情報総研情報総研情報総研情報総研
　みずほ情報総研は７月から、企業を対象に「スコープ３基準ＧＨＧ排出量簡易測定サービス」を
開始する。必要最小限の範囲・条件で企業のサプライチェーンにおけるＧＨＧ排出量の算定を行い、
ＧＨＧ排出リスクへの対応方針や、チャンスを生かすための戦略の策定を支援する。


