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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）

　　　　７７７７月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（火火火火））））
1111 「「「「３３３３・・・・１１１１１１１１」」」」何何何何がががが起起起起きききき、、、、どうどうどうどう変変変変わるわるわるわる・・・・・・・・・・・・震災震災震災震災とととと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　　　　化学品需給化学品需給化学品需給化学品需給をををを追追追追うううう
　　　　緊急時対応緊急時対応緊急時対応緊急時対応でででで多多多多くのくのくのくの課題課題課題課題がががが露呈露呈露呈露呈
　　　　鹿島被災鹿島被災鹿島被災鹿島被災、、、、素材素材素材素材からからからから製品製品製品製品までまでまでまで影響影響影響影響

　東日本大震災は日本の製造業のサプライチェーンに大きな爪跡を残した。生産活動への影響だけ
でなく、代替供給など災害対応力をはじめ多くの問題が表面化した。一方、化学素材が幅広い分野
で重要な役割を果たしていることを改めて浮き彫りにした。官民挙げての努力により生産活動は、
正常化しつつあるが、電力問題など新たな課題が浮上、需要業界の動きを含めて見通しにくい状況
だ。「３・１１」以降の化学業界の動きを追い、何が変わろうとしているかを探る。

　　　　独禁法恐独禁法恐独禁法恐独禁法恐れれれれ及及及及びびびび腰腰腰腰
　今回の震災は、緊急時のサプライチェーン維持をめぐる、様々な課題を露呈させた。例えば、代
替生産や応援出荷。多くの企業は独禁法への抵触を恐れて業界内の調整に及び腰だった。製品によ
ては所管する法律や規制が複数の官庁にまたがることも大きなネックになった。材料メーカーにと
っては顧客や機種ごとのカスタマイズが差別化の大きな武器となっていたが、他方で膨大な数のグ
レードは安定供給の負担になりかねないという課題も突きつけられた。さらに計画停電実施により
医療用ガスの安定供給が妨げられるなど、産業界の震災対応とインフラ復旧を進める上で、混乱を
招いた分野も少なくない。

「Ｋ「Ｋ「Ｋ「Ｋプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」立立立立ちちちち上上上上げげげげ
　化学業界でも多くの事業が被災したが、鹿島コンビナートの操業停止は、幅広い分野のサプライ
チェーンに大きなダメージを与える強い懸念があった。経産省は震災発生直後から被災状況など被
害状況の調査に着手し、鹿島が津波により港湾設備の実情を把握。他方面への影響を鑑みて、早期
復旧を目指す緊急対策「Ｋプロジェクト」を立ち上げた。製造産業局担当の大臣官房審議官をトッ
プに、化学課のほか需要業界を所管する自動車課、情報通信機器課等もチームに加わった。現地事
業所のチーム、関連企業の本社チーム、地方自治体と密接な連携を取りながら対応を進めた。

　　　　定修定修定修定修のののの延期延期延期延期がががが実現実現実現実現
　紆余曲折を経て、鹿島の第２エチレンプラントは予想を上回るスピードで５月２０日に再稼働に
こぎ着け、深刻な供給不足は回避された。ただ、同プラントは６月末に定期修理を予定していた為
２カ月もたたないうちに生産停止せざるを得ない。安定供給を確保するためには、定修時期の延長
が必要だ。エチレンプラントは高圧ガス保安法、消防法、労働安全衛生法に基づき定修が義務付ら
れている。それぞれの立法趣旨によって経産省の原子力安全・保安院、総務省、厚生労働省が別々
に所管し、定期修理時期変更の最終判断は知事の権限。調整作業を経て８月末に延長が実現した。
６月３０日には第１エチレンプラントも復旧作業に続いて定期修理を終え操業を再開。誘導品プラ
ントも順次再稼働を果たした。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・転換期転換期転換期転換期をををを迎迎迎迎えたえたえたえた石化製品石化製品石化製品石化製品のののの輸出入輸出入輸出入輸出入
　石油化学製品の輸出の縮小傾向が鮮明になる一方で、輸入品が着実に増えている。経産省がまと
めたエチレン換算輸出入によると、エチレン系石化製品の輸出は昨年１２月から６ヵ月連続で前年
同月を下回った。これに対し輸入は２０１０年２月から１６ヵ月連続増加、５月の輸入比率は１９
％まで上昇した。とくにポリエチレンの輸入が増加しており、エチレンを含めて石化工業の構造改
善を迫ることになりそうだ。
　エチレン系製品は、エタンを原料に圧倒的なコスト優位を持つ中東石化製品の影響が大きいが、
競合が少ないとされるポリプロピレンでも輸出が伸び悩み、輸入が増加傾向にある。さらにレジ袋
に代表される樹脂製品の輸入が高水準に推移しているが、この背景に東日本大震災によるサプライ
チェーンの寸断によって、これまで石化製品の輸入に慎重だった食品関連などの需要家も輸入に動
いたこともある。
　石化企業の収益をみるとカプロラクタム、フェノールなどの基礎化学品は堅調だが、樹脂の貢献
度は極めて限定的だ。プラントは国際規模に達しておらず、多品種少量生産から脱しきれない。こ
れまでは国産品は高品質によって安定供給が可能だったが、自動車や家電など工業用途から食品分
野まで価格の安い輸入品に切り替える動きが強まるだろう。ポリオレフィンの動向は、石化産業の
根幹を揺るがす衝撃を持っているだけに、明確な戦略構築が喫緊の課題になる。

2222 ユニチカユニチカユニチカユニチカ・・・・・・・・・・・・ナイロンフィルムナイロンフィルムナイロンフィルムナイロンフィルム、、、、中国生産拡大中国生産拡大中国生産拡大中国生産拡大へへへへＦＳ、ＦＳ、ＦＳ、ＦＳ、７５００７５００７５００７５００トントントントン新設備新設備新設備新設備　　　　１５１５１５１５年年年年にもにもにもにも稼働稼働稼働稼働
　ユニチカは、中国でナイロンフィルムの生産を拡大する。２０１５～１６年の稼働を目指し、本
格的な事業化調査（ＦＳ）を開始した。年間７５００トン規模の同時２軸延伸フィルム生産設備を
導入する方針で、同国での生産能力を同１万２５００トンに引き上げる。ナイロンフィルムは食品
包装用途を中心に中国で年２０％以上の高成長が続いている。同社は今春、インドネシアで増設を
決めたばかりだが、中国国内の旺盛な需要に応え、安定供給体制を構築する。インドネシア及び中
国での増設により、同社グループの総生産能力は現状の約４０％増の同５万４０００トンとなる見
通しで、世界トップメーカーの地位を堅持する。

10101010 エフピコエフピコエフピコエフピコ・・・・・・・・・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルリサイクルボトルリサイクルボトルリサイクルボトルリサイクル、、、、３３３３拠点拠点拠点拠点６６６６系列体制系列体制系列体制系列体制へへへへ拡大拡大拡大拡大
　　　　フレークフレークフレークフレーク再生装置再生装置再生装置再生装置　　　　関東関東関東関東・・・・福山福山福山福山にもにもにもにも導入導入導入導入、、、、透明容器透明容器透明容器透明容器をををを一貫生産一貫生産一貫生産一貫生産

　プラスチック食品容器最大手のエフピコは、ＰＥＴボトルリサイクル能力の大幅増強に乗り出す。
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来年央、ＰＥＴボトルをフレークに再生する装置の第２系列を中部リサイクル工場（岐阜県輪之内
町）に導入するのに続き、２０１５年頃にかけて関東と西日本のリサイクル拠点でも順次導入。
　３拠点６系列体制とする。日本全国から回収したＰＥＴボトルを原料に、透明容器を一貫生産す
る体制を構築、更なるコスト競争力の向上を図る。関東・西日本両拠点での投資額は合わせて７０
～８０億円と見られる。

3333 フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・構成材料世界市場構成材料世界市場構成材料世界市場構成材料世界市場　ＥＶＡ　ＥＶＡ　ＥＶＡ　ＥＶＡ・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴフィルムフィルムフィルムフィルム拡大拡大拡大拡大（（（（富士経済調富士経済調富士経済調富士経済調べべべべ））））
　富士経済はこのほど、高付加価値用途
のフィルムと構成材料の世界市場を調査
し、「２０１１フィルム用高機能材料の
市場展望とフィルムメーカーの戦略」を
まとめた。これによると、基材フィルム
は太陽電池用途が牽引し、２０１５年に
は１０年比でＥＶＡフィルムが２．７倍、
ＰＥＴフィルムが１．３倍の市場となる
見通し。
　今回の調査は、基材フィルム８品目、
フィルム用コーティング材９品目、ハー
ドコートフィルムなど機能フィルムの３
品目の市場の現状分析と今後の予測、ま
たフィルムメーカー、コンバーターメー
カーの合計４１社の事業戦略を調査した。

12121212 ＰＴＴ－ＰＴＴ－ＰＴＴ－ＰＴＴ－三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学・・・・・・・・・・・・バイオプラバイオプラバイオプラバイオプラ合弁始動合弁始動合弁始動合弁始動、、、、タイタイタイタイででででポリブチレンサクシネートポリブチレンサクシネートポリブチレンサクシネートポリブチレンサクシネート２２２２万万万万トントントントン設備設備設備設備
　ＰＴＴと三菱化学は、植物を原料とする生分解性樹脂ポリブチレンサクシネート（ＰＢＳ）をタ
イで企業化する。ＰＴＴによると、２０１２年にも年２万トン能力のＰＢＳ設備を建設したい意向
で、原料となる植物由来のコハク酸および１・４ブタンジオール（１・４ＧＤ）についても１４年
の企業化を目指していく。
　三菱化学は今年に入り、植物由来のコハク酸技術を有する加社、およびもう一方の主原料である
植物由来の１・４ＢＤ技術をもつ米社と提携している。サトウキビなど植物原料を持つＰＴＴ、高
度な生産技術・分離精製技術を持つ三菱化学、植物由来の原料技術を持つ加社・米社の４社が連携
し、「タイを含めた世界の持続的社会の発展に貢献していく」（三菱化学の石塚博昭代表取締役専
務執行役員）考え。

　　　　７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（水水水水））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本のののの““““一流品一流品一流品一流品””””がががが売売売売れれれれ続続続続けるけるけるける方策方策方策方策

　東日本大震災は日本のファインケミカル製品の重要性を再認識させたが、一方で自動車や電気電
子などの需要業界に複数購買の必要性を改めて投げかける格好になった。他のソースから調達を余
儀なくされた顧客は、日本の“一流品”ではなく“二流品”を使いこなすことで製品の安定供給責
任を果たした。いったん途切れたサプライチェーンが大震災前の状態に戻るか不安視する声もある。
高機能・高品質の日本製品の調達が途切れた国内外の顧客は、日本製品に頼らず海外ソースから調
達するケースが起きた。このことは顧客のＢＣＰ（事業継続計画）の一環からも当然のことだ。
　ただ、複数購買の拡大により日本の素材を取り巻く競争は激しくなる。顧客は性能・品質とコス
トとの見合いで発注先を選ぶが、大震災を契機に安定調達が以前にも増して重要な選択肢になって
くる。生産拠点の分散化も重要性をましており、早々に検討を開始した企業は多い。東京電力福島
第１原子力発電所の警戒区域内に工場を持つ企業では、有機化学品住宅合成のみどり化学がいち早
く埼玉県秩父市に新工場建設を決定したほか、具体化の段階まできている企業もある。
　「グローバル・ニッチ・トップ」を標榜してきたファイン・スペシャリテイケミカル企業が今後
ニッチ市場でありながらもダントツでシェアを維持することは難しくなるかもしれない。顧客サイ
ドは安定調達を前提にした複数購買を拡大してくるだろうし、日本の“一流品”が売れ続ける保証
はない。安定供給も素材における信頼性の一部として捉え、あらゆる面で顧客の要求に応えていく
ことが今以上に重要になってくる。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・上半期上半期上半期上半期のののの電力消費量電力消費量電力消費量電力消費量１２１２１２１２％％％％増増増増
　中国国家エネルギー局は、上半期（１－６月）の全国電力消費量が２兆２５１５億キロワット時
と、前年同期比１２．２％増加したと発表した。伸び率は前月から０．２ポイント加速した。
　うち第１次産業の消費量は５．９％増の４７５億キロワット時、第２次産業は１１．９％増の１
兆６９６１億キロワット時、第３次産業は１５．３％増の１９７９億キロワット時。一般家庭用は
１２．３％増の２３８４億キロワット時だった。
　６月は前年同月比１３．０％増の３９６５億キロワット時だった。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・今年今年今年今年ののののレアアースレアアースレアアースレアアース輸出枠輸出枠輸出枠輸出枠３３３３万万万万トントントントン、、、、合金合金合金合金もももも対象対象対象対象にににに
　中国商務省は先頃の会見で、今年のレアアース（希土類）輸出枠が約３万トンと前年比横ばいに
なったことについて、「今年の輸出枠にはレアアース合金類も含まれるので、内容は若干異なる」
ことを明らかにした。輸出枠の対象が拡大することで、実質的な削減につながる恐れがあるが、具
体的な数字は明かさなかった。また、今後はレアアース之環境・加工基準を輸出企業の資格審査に
組み込み、輸出秩序をさらに強化する方針を示した。

　　　　７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（木木木木））））
1111 震災震災震災震災とととと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、、、、化学品需給化学品需給化学品需給化学品需給をををを追追追追うううう・・・・・・・・・・・・供給途絶回避供給途絶回避供給途絶回避供給途絶回避へへへへ行政行政行政行政もももも支援支援支援支援
　　　　同業者連携同業者連携同業者連携同業者連携などなどなどなど調整図調整図調整図調整図るるるる



　東日本大震災で影響を受けた部素材の供給を途絶させないためにはどうするか。経産省の化学課
は震災発生当日の３月１１日夕方から休日返上の２４時間体制で、被災地に送る救援物資の調達と
併せ、各社の被災状況等の情報収集に追われた。生産ができなくなった化学品のなかには、ライフ
ラインの観点から極めて重要な品目も含まれていた。
　その１つが人工透析の溶液に使われる重炭酸ナトリウム（重曹）。最大手メーカーである旭硝子
の千葉工場が被災により生産停止を余儀なくされた。人命にかかわるだけに代替供給が喫緊の課題
として浮上。化学課は直ちに他のメーカーに増産を要請する一方、被災企業には顧客リストの提供
を求めた。しかし、顧客リストの開示は独禁法に抵触する。このため公取委に事情を説明、公取委
は１６日に①実施期間を明確にすること②業界任せではなく経産省が主導すること―を条件に、同
業者間の連携による緊急対応を認めた。
　結果的に、この顧客リストは開示しなくて済んだ。同課が厚生労働省へ働きかけて、透析用（局
方）グレード以外でも代用が可能な規制緩和が実施されたためだ。公取委はこの件で示した考え方
をベースに、震災対応のための同業者間の供給調整についての公式見解をまとめて１８日付けで公
表、その後の他の製品分野でも適用された。
　自動車業界は、「マイコンよりもポリプロピレン（ＰＰ）の方に危機感を持っていた」（化学課）
マイコンと同様に、ＰＰも顧客や車種毎にカスタマイズされ、グレード数が膨大な数にのぼる為だ。
経産省は当該企業に在庫の確認とともに、輸入対応、他社からの代替供給の可能性を打診。幸いに
も顧客側は同一品を競合メーカーから並行購買しており、購買比率を変えることなどによって供給
途絶を回避することができた。
　経産省は、こうした取り組みを踏まえ、新たな課題にどう対処するかの検討に着手。化学企業の
経営者等で構成する「化学ビジョン研究会」が昨年４月のまとめた報告書のフォローアップを行う
とともに、新たな対応策を加えた緊急取りまとめを発表した。
　そこでは、「皮肉にも化学素材産業の果たしてきた役割の重要性が改めて認識された」と強調す
る一方、サプライチェーンの不安定さによって空洞化危機が高まったと指摘。サプライチェーン競
争力の強化、災害対応力の確保、空洞化対策などの対応策が示された。
　緊急時の代替生産では独禁法上問題にならない行為の明確化などが盛り込まれた。これらの対応
策の一部は、産業構造審議会の産業競争力部会の議論にも反映されている。

2222 提携強化提携強化提携強化提携強化するするするするダウダウダウダウとととと三井物産三井物産三井物産三井物産・・・・・・・・・・・・ブラジルブラジルブラジルブラジルででででグリーンケミカルグリーンケミカルグリーンケミカルグリーンケミカル計画計画計画計画
　　　　米国電解米国電解米国電解米国電解にににに次次次次ぐぐぐぐ大型協業大型協業大型協業大型協業、、、、初期投資最大初期投資最大初期投資最大初期投資最大２０２０２０２０億億億億ドルドルドルドル、、、、包括的関係包括的関係包括的関係包括的関係にににに発展発展発展発展もももも

　ダウ・ケミカルと三井物産が提携を強化する。ブラジルで共同でサトウキビ由来のグリーンケミ
カル事業に乗り出すことを決めたもので、米国における電解事業に続く大型協業になる。資産軽量
化戦略のなかで日系企業と個別事業での提携や協業を促進しようというダウと、「戦略的パートナ
ーとの提携を通じた事業強化が成長戦略の基本の１つ」（本坊吉博基礎化学品本部長）とする三井
物産。両社による連携強化が更に進んでいく可能性が大きい。
　ブラジルのグリーンケミカル計画は、サトウキビ農園～バイオエタノール～Ｌ－ＬＤＰＥなどの
化学製品の一貫生産プロジェクト。ダウ１００％出資の事業会社で１万７０００ヘクタールの農場
を持つ「ＳＶＡＡ」の５０％株式を三井物産が取得して事業参画する。まずは２０１５年に３５万
トンのＬ－ＬＤＰＥの事業化を目指し、バイオエタノール、バイオエチレン、ＰＥ工場の建設など
を進める。世界最大の糖質原料産地であるブラジルでの事業化は、地域完結型の構造へと化学産業
の形態が移行しつつあるなかで「地域で入手可能な原料をベースに事業設計を図っていく」（本坊
本部長）という今後の事業戦略とも合致するものとなる。
　日系企業を中心に優れた技術を持つ誘導品メーカーの呼び込みを図ることも三井物産の役割。
両社の関係強化は、フリーポートでの電解ソーダ事業での合弁がきっかけ。電解を立ち上げるとと
もに、三井物産がダウにＥＤＣ生産を委託、アジア等で販売する。すでにＥＤＣの販売先の大半が
決まるなど、１３年の事業開始に向け予想以上に順調に準備が進んでおり、相互の信頼関係が深ま
っている。

3333 エフピコエフピコエフピコエフピコ・・・・・・・・・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ再生事業再生事業再生事業再生事業、、、、プリフォームプリフォームプリフォームプリフォーム参入検討参入検討参入検討参入検討　　　　リサイクルシステムリサイクルシステムリサイクルシステムリサイクルシステム強化強化強化強化へへへへ
　エフピコは、プラスチック透明容器の容器ｔｏ容器リサイクルの一環として、ＰＥＴボトルの成
形前材料であるプリフォームの製造販売に参入する検討に入った。同社は今後数年内に、関東（茨
城）、中部（岐阜）、西日本（福山）の全国３カ所でＰＥＴボトル専用のメカニカル（マテリアル）
リサイクルプラントを設置し、リサイクル原料となるポリエステル（ＰＥＴ）樹脂のフレークの生
産体制を構築する方針。このフレークの一部を利用し、プリフォームの製造販売を事業に追加する
可能性を検討する。

12121212 ガラスガラスガラスガラスびんびんびんびんリデユースリデユースリデユースリデユース・・・・・・・・・・・・自主行動目標自主行動目標自主行動目標自主行動目標をををを達成達成達成達成、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル促進協促進協促進協促進協ネットネットネットネット軽量化率軽量化率軽量化率軽量化率１１１１．．．．７７７７％％％％
　ガラスびんリサイクル促進協議会は、最新の３Ｒ進捗状況を公表した。リデユースでは、２０１
０年度にガラスびん１本当たりの単純平均重量で、基準年である０４年度比６．０％の軽量化を達
成。容量構成比の要素を除いたネットの軽量化率は１．７％と、１０年度を最終年とする自主行動
目標を１．５ポイント上回った。
　リサイクル（０９年度実績）は、前年比３ポイント増の６８．０％で、上昇傾向を維持。
カレット使用率は前年並みの７４．２％、「びんｔｏびん」率はびん用カレットの回収減が響き、
５．２ポイント減の８２．４％だった。従来の市町村や事業系から、その他用途事業者に直接引き
渡される空きビンの量は推計が困難だったが、０９年分は容器包装リサイクル協会から数値提供を
受け、加算した。これも「びんｔｏびん」率の減少につながった。

14141414 １０１０１０１０年年年年のののの輸出輸出輸出輸出１８１８１８１８％％％％増増増増、ＧＤＰ、ＧＤＰ、ＧＤＰ、ＧＤＰはははは１１１１１１１１％％％％伸伸伸伸びびびび・・・・・・・・・・・・ＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣ年次報告年次報告年次報告年次報告
　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が１９日発表した年次統計報告によると、２０１０年のＯＰＥＣ諸
国の輸出額は前年比１８％増と１兆ドル超え、域内総生産（ＧＤＰ）が１１％の伸びとなった。
ただ、１０年の北海ブレント原油価格は、これを上回る前年比２８％上昇している。
　１０年のＯＰＥＣの輸入額は、前年比８％増の約６２００億ドルにとどまり、海外とのモノやサ
ービスの取引状況を示す経常収支の黒字額が、前年比７９％増の２０６０億ドルに急拡大した。



　中東と北アフリカの民主化運動「アラブの春」に対応する為、財政支出を増やした産油国にとり、
キャッシュフローの改善は大きな助けになっている。

14141414 地域統括本部地域統括本部地域統括本部地域統括本部・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル事業本部事業本部事業本部事業本部　　　　シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールにににに設置設置設置設置のののの動動動動きききき加速加速加速加速
　シンガポールで日系・欧米企業による
地域統括本部やグローバル事業本部など
を設ける動きが加速している。
　日系化学メーカーでは今年４月に三井
化学の高機能エラストマー「タフマー」
事業の本社機能をシンガポールに移管し
たほか、住友化学は域内コーポレート統
括機能の拡充を推進中。その他の日系・
欧米化学メーカーでも近年地域本部や事
業部機能の移管が進んでおり、一部では
今後の投資計画に関して現地の資本であ
大部分をまかなうことを視野に入れてお
り、域内で全ての事業スキームを完了す
る流れもみえてきた。

　　　　７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金））））
1111 石化協会長会見石化協会長会見石化協会長会見石化協会長会見・・・・・・・・・・・・秋以降秋以降秋以降秋以降のののの需給需給需給需給にににに不安不安不安不安

　石油化学工業協会は２１日、定例の首脳会見を開催した。高橋恭平会長（昭和電工会長）は。秋
以降の石化製品需給は自動車生産が本格的に立ち上がることが貢献しつつも、「中国の需要低迷が
続いており、国内の電力不足、政治動向も消費心理にマイナスに動く」として懸念を表明した。
　また、海外市場も欧州の通貨不安、中国の金融引き締めによる需要低迷から盛り上がりに欠けて
いるとし、米国の金融緩和の効果や中国の需要回復がいつごろ表れるか注目しているとした。
円高については、７０円台が定着してきた感があるとし、「このまま放置すると海外への拠点シフ
トがいっそう進む」として是正に動く姿勢のない政府に強い不満を示した。

2222 上期上期上期上期はははは微減微減微減微減のののの３３４３３４３３４３３４万万万万トントントントンににににエチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産・・・・・・・・・・・・軒並軒並軒並軒並みみみみ高高高高いいいい稼働率稼働率稼働率稼働率　　　　
　石油化学工業協会がまとめた１－６月のエチレン生産量は、前年同期比０．４％減の３３３万
９２００トンとなった。東日本大震災により一部設備の稼働に影響が出たが、期間を通じて高い
操業率を継続。昨年は定期修理が多かったこともあって、ほぼ横ばいの水準を維持した。
ただ、ここにきて稼働率に低下傾向が若干出ているうえ、今後の需要動向に不透明感もあり、下期
にかけて減産の動きが広がる可能性もある。
　エチレン以外の品目では、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）が７％増と好調だった一方、ポリプ
ロピレン（ＰＰ）は同６％減と大きく落ち込んだ。
　同時にまとめた６月実績は、エチレンが前年同月比３．１％増の５２万４４００トン。前年に３
社４プラントあった定修が１社２プラントに減ったことが主な増加要因。ただ、稼働率試算は９２．
８％で２６カ月連続で９０％台を上回ったものの前年同月の９５．１％、前月の９４．５％等と比
べ低下している。
　また６月の主要樹脂の出荷実績は、国内出荷は減少。ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥは輸入品増加の影響で
フィルム分野が後退。ＰＰは射出成形分野が振るわなかった。輸出も３カ月連続でマイナス。

【６月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、％）

【６月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

2222 石化協石化協石化協石化協・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２年度税制改正要望年度税制改正要望年度税制改正要望年度税制改正要望をををを決定決定決定決定
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　石化協は２０１２年度の是正改正要望をまとめた。前年度に継続して、喫緊の課題に位置付ける
ナフサなど石油化学原料に対する免税措置の本則恒久化に加え法人実効税率の軽減や、いわゆる環
境税である地球温暖化対策税の導入反対等を盛り込んだ。また消費税仕入税額控除の９５％ルール
の撤廃の見直しに関しても新たに要請する。
　原料とする輸入ナフサや液化石油ガス（ＬＰＧ）、重質ＮＧＬ、粗製灯油、軽油に対する免税措
置については、原料非課税が世界標準であると言及。昨年１２月に閣議決定された１１年度の税制
改正大綱で引き続き検討する方針が出されたことを踏まえ、実現を目指す考えだ。環境税について
は「まず日本のエネルギー戦略の方向性を打ち出すべきだ」とし、拙速な導入には難色を示した。

2222 石連会見石連会見石連会見石連会見・・・・・・・・・・・・石油石油石油石油ををををエネエネエネエネ政策政策政策政策のののの基幹基幹基幹基幹にににに、、、、二重課税解消二重課税解消二重課税解消二重課税解消もももも要望要望要望要望
　石油連盟の天坊昭彦会長（出光興産会長）は２１日会見し、今後のエネルギー政策の見直しにお
いて、「石油を基幹エネルギーと位置付けることが最も重要だ」との考えを示した。
　会見で天坊会長は「東日本大震災では、最後に頼りになるのは石油しかないことが明らかになっ
た」と基幹エネルギーとして石油の重要性を強調。その上で、「緊急時に追加で供給できる量は、
平時の需要がベースになる。政府には、重油火力の発電所を動かすなり、公民館などの暖房には灯
油をつかうなど、平時の需要を支える政策を推進してほしい。また、経済性の無くなったサプライ
チェーンについては国の予算で維持するべきだ」と、今後のエネルギー政策に対する考えを述べた。
　続いて税制改正に対する要望として、「二重課税の解消を求めたい。このまま消費税率が引き上
げられると負担増が大きすぎる。それが難しいなら、この影響を排除できる仕組みを設けてもらい
たい」との方向性を示した。

12121212 環境省環境省環境省環境省などなどなどなど・・・・・・・・・・・・容器容器容器容器リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル費用未払費用未払費用未払費用未払いいいい３３３３社公表社公表社公表社公表
　環境省、経産省、農水省は２１日、容器包装リサイクル法で定める再商品化義務（リサイクル費
用の支払い）を果たさず、勧告にも従わなかったとして、あまいけ（東京都東久留米市）、カル
チャー（群馬県高崎市）、中島商事（佐賀県杵島郡江北町）の小売業３社を公表した。
　容器包装を製造または利用する一定規模以上の事業者には、リサイクル費用の支払いが課せられ
ている。義務を果たしていないことが確認された事業者に対し、昨年９月３０日に指導・助言を行
い、また１１月３０日に勧告を行ったが、３社は従わなかった。

12121212 日本日本日本日本ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー安全保障安全保障安全保障安全保障・・・・・・・・・・・・バランスバランスバランスバランス取取取取れたれたれたれたソースソースソースソース不可欠不可欠不可欠不可欠　　　　田中伸男田中伸男田中伸男田中伸男ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡ事務局長事務局長事務局長事務局長がががが講演講演講演講演
　「　「　「　「ガスガスガスガス黄金黄金黄金黄金シナリオシナリオシナリオシナリオ」」」」でもでもでもでもＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２削減限定的削減限定的削減限定的削減限定的」　」　」　」　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のののの拡大重要拡大重要拡大重要拡大重要

　世界エネルギー機関（ＩＥＡ）の田中伸男事務局長はこのほど都内で講演し、ＩＥＡがまとめた
「ガス黄金シナリオ」を基に、日本のエネルギー安全保障のあり方について語った。同シナリオは、
天然ガスの世界需要が２０３０年近傍に石炭を上回り、３５年にはエネルギー需要の４分の１を賄
うまでになるというもの。シェールガスなど非在来型ガスの増産もあり、その実現可能性は低くな
いと見られるが、田中事務局長はエネルギー安全保障の観点から、原子力や天然ガス、再生可能エ
ネルギーを含むバランスのとれたエネルギーソースの確保が不可欠と指摘した。

14141414 三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学　　　　ブドウブドウブドウブドウ糖糖糖糖からからからからブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン・・・・・・・・・・・・実用化実用化実用化実用化へへへへバクテリアバクテリアバクテリアバクテリア駆使駆使駆使駆使、、、、１１１１・・・・４４４４ＢＤ、ＢＤ、ＢＤ、ＢＤ、コハクコハクコハクコハク酸等酸等酸等酸等もももも
　　　　各国各国各国各国とととと連携連携連携連携、、、、研究体制強化研究体制強化研究体制強化研究体制強化

　三菱化学はグルｋ－ス（ブドウ糖）を原料にバクテリア技術を駆使してプロピレン、ブタジエン、
１・４ブタンジオール（１・４ＢＤ）、テレフタル酸、コハク酸を製造する技術の実用化を視野に
入れる。今年に入り相次ぎ提携または出資したカナダや米国のベンチャー企業とも連携し、コハク
産、１・４ＢＤで先行させるのに続き、中長期的な供給不足が予想され現在市況が１トン当たり
４０００ドル以上に高騰しているブタジエンについても「少なくとも２０００ドル以下で製造でき
る」（石塚博昭代表取締役専務執行役員）と自信を示しており、日本のバイオ研究所でのブラッ
シュアップに拍車をかける。バクテリアを駆使しグルｋ－スから直接モノマーを製造する新技術は、
ブタジエンなど石化由来の一部モノマーにおいてコストでも大きな優位性を見いだしており、将来、
石化産業の地図を塗り替える可能性があり大きな注目が集まる。


