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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）

　　　　８８８８月月月月１１１１日日日日（（（（月月月月））））
1111 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・不安不安不安不安をををを残残残残すすすす輸出輸出輸出輸出にににに依存依存依存依存したしたしたした生産回復生産回復生産回復生産回復

　東日本大震災の影響を受けて厳しい状況が続いていた日本経済は、このところ明るい材料が増え
てきた。経産省が２９日公表した６月の鉱工業生産速報によると、自動車、情報電子関連産業のサ
プライチェーンの修復が進み、３カ月連続で生産が増加した。生産予測も着実に回復するとみられ
ている。懸念された電力不足への対応が進み、サプライチェーン再構築が加速されることで、震災
発生以前の生産水準への回復も視野に入っている。
　ただ、問題が無いわけではなく、自動車では輸出比率の高い普通自動車やトラックなどの出荷が
好調な半面、国内市場向けの小型乗用車は伸び悩んでいる。情報電子でも地デジ対応液晶テレビの
販売は好調だったが、需要一巡に加えて輸入品比率が高まり、国内生産への貢献は限定的だ。
　結局、今回の景気回復に於いても輸出依存で、不安材料になる。経産省は現在の円高に関しては、
為替予約でそれほど大きな影響は無いと判断しているが、長期化すると企業収益に与える打撃が無
視できなくなる。また、中国など新興国のインフレ懸念、欧米の財政問題などから、海外経済の先
行きに不透明感が増している。震災から復旧・復興の遅れも指摘されており、景気回復を確たるも
のにするためには、内需回復が迫られている。

2222 日本日本日本日本ののののバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノール普及普及普及普及にににに黄信号黄信号黄信号黄信号・・・・・・・・・・・・ブラジルブラジルブラジルブラジル輸出輸出輸出輸出、、、、今年度今年度今年度今年度２４２４２４２４％％％％減減減減
　　　　原料原料原料原料サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ減産予測減産予測減産予測減産予測、、、、求求求求められるめられるめられるめられる安定供給体制安定供給体制安定供給体制安定供給体制

　ブラジルのバイオエタノール輸出量が大幅に落ち込む見通しとなった。ブラジルサトウキビ産業
協会（ＵＮＩＣＡ）は、２０１１年度のバイオエタノール輸出量が前年度比２４％減の１３５万
キロリットルになるとの予測を発表した。既に３月時点で、内需拡大から同１８％減を予想して
いたが、原料サトウキビの生産見通しが減少に転じたことで減少幅が拡大した。日本は国内で利用
するバイオエタノールの大半をブラジルに依存しており、安定供給への不安が、今後の導入拡大の
アキレス腱となる可能性が出てきた。
　ＵＮＩＣＡではかねて、ブラジルのサトウキビ生産は構造的な不足の恐れがあるとして、増産へ
の投資を引き出す刺激策を求めていた。日本が１７年度までにバイオエタノール導入を倍増するに
は、ブラジルからの調達拡大が大前提になっており、同国の需給バランスを注視していく必要があ
りそうだ。

10101010 プラプラプラプラ処理協処理協処理協処理協、、、、廃家電混合廃家電混合廃家電混合廃家電混合プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック石化原料化技術石化原料化技術石化原料化技術石化原料化技術・・・・・・・・・・・・経済性評価含経済性評価含経済性評価含経済性評価含めめめめ年内確立年内確立年内確立年内確立へへへへ
　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ２２２２排出量排出量排出量排出量　　　　年年年年１７１７１７１７．．．．６６６６万万万万トントントントン削減削減削減削減

　プラスチック処理促進協会が進める「廃家電由来混合プラスチックのケミカルリサイクル技術の
開発」が順調に進展している。使用済み容器包装プラを廃ＦＣＣ触媒を使ってナフサリッチな分解
油にする技術を応用するもの。分解油は石油化学原料としてリファイナリーでの受け入れを見込み、
副生ガスは熱分解の熱源に再利用する。プラ高度選別など他の資源化手法に比べ処理コストを低減
できるのが特徴。
　プラスチック処理協の推定によると混合プラ１トンを処理するコストは、焼却処分が３万円、
湿式比重選別が１万５０００円、高度選別が２０００円。これに対し、石化原料化では分解油と
選別プラを外販できるため、逆に２万６０００円の利益が出ると試算する。実現には付加価値の
いＡＢＳ樹脂の回収率を約８０％に高めることが課題になる。もう１つの課題は、分解油中の塩基
性窒素含有量の低減。塩基性窒素はポリウレタンの分解で発生する為、事前の選別工程でこれを
効率よく除去する必要がある。
　国内における廃家電由来混合プラの排出量は年間１０万トンと推定されるが、高度リサイクルさ
れているものは全体の２０％程度。焼却処理されている約７万トンを石化原料化すると仮定した場
合、ＣＯ２排出量を１７万６０００トン削減できると試算する。
　実用化に向けては、東芝の子会社でリサイクル事業を手掛けるテルム（横浜市）に原料提供と
プロセス検討を、ＪＸ日鉱日石エネルギーに分解油評価と石油精製プロセスの処理可否の検討を
それぞれ委託する。

12121212 欧米化学企業欧米化学企業欧米化学企業欧米化学企業　　　　第第第第２２２２四半期好業績続四半期好業績続四半期好業績続四半期好業績続くくくく・・・・・・・・・・・・通年通年通年通年もももも良好良好良好良好なななな結果見込結果見込結果見込結果見込むむむむ
　欧米化学企業は好調な業績が続いている。２０１１年第２四半期の業績は、米国企業ではダウ・
ケミカルの売上高が四半期ベースでは２番目の高水準を記録、純利益も前年同期を７３．５％上回
った。奥宗勢も好調で、ＢＡＳＦは前年同期比約１４％の増収を達成、通年でも特別項目形状前の
ＥＢＩＴ（金利・税引前利益）が前年実績を大きく上回ると見込んでいる。両社以外でも、１１年
は良好な結果を残すと見込む企業が多い。

12121212 タイタイタイタイ自動車生産自動車生産自動車生産自動車生産・・・・・・・・・・・・１５１５１５１５年年年年にににに２５０２５０２５０２５０万台万台万台万台へへへへ、、、、域内域内域内域内ポジションポジションポジションポジション一段一段一段一段とととと向上向上向上向上　　　　
　　　　インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアとととと競合競合競合競合もももも　　　　棲棲棲棲みみみみ分分分分けなどけなどけなどけなど課題課題課題課題にににに、、、、日系日系日系日系メーカーメーカーメーカーメーカー相次相次相次相次ぎぎぎぎ｢｢｢｢エコカーエコカーエコカーエコカー」」」」

　タイの自動車生産台数が２０１５年までに年２５０万台に達しそうだ。タイ自動車研究所がまと
めた５カ年計画（１２～１６年）によると、１５年までに生産能力が３００万台を超え、生産台数
は２５０万台を上回ると試算している。とくに燃費効率が高い小型乗用車「エコカー」計画で日系
メーカーが相次ぎ生産に乗り出す影響が大きく、域内における自動車生産基地のポジションを一段
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と高める。ただ、域内最大の自動車生産国を目指すインドネシア四府も優遇税制の充実化などを進
目る方針で、海外の自動車・部品メーカーにとっては両国の棲み分けや最適化が今後の課題となり
そうだ。

13131313 新新新新たなたなたなたな「「「「化学化学化学化学のののの時代時代時代時代」」」」へへへへ転換点転換点転換点転換点・・・・・・・・問問問問われるわれるわれるわれるリスクリスクリスクリスク対応対応対応対応とととと競争力競争力競争力競争力
　　　　難局突破難局突破難局突破難局突破へへへへ戦略戦略戦略戦略とととと実効実効実効実効　　　　果敢果敢果敢果敢にににに　＜　＜　＜　＜夏季特集夏季特集夏季特集夏季特集＞＞＞＞
“座談会”　未曾有の大震災が東日本を襲ってから間もなく５カ月。その余波はいまだ収まらず、化学

　　　　産業も例外ではない。震災を契機にサプライチェーンや電力問題など新たな課題が浮かび
　　　　上がり、従来とは異なる発想による打開策が求められている。混迷を深める市場にどう立
　　　　ち向かうべきか。日本の化学産業の明日を担う若手経営者の方々に展望を語ってもらった。
◆３・１１から５カ月
　調達先の分散化など推進・・・池田　全徳　　社長　　日本触媒
　企業のあるべき姿目指す・・・吉高　紳介　　社長　　電気化学工業
◆今後のサプライチェーン
　韓・中国企業への対抗力・・・市川　秀夫　　社長　　昭和電工
　グローバルの観点で配置・・・小柴　満信　　社長　　ＪＳＲ
　成長市場で特徴ある製品・・・吉高
◆電力供給問題 ◆事業戦略の方向性
　ＣＯ２削減計画は続ける・・・小柴 　従来の延長線にない展開・・・小柴
　長期戦になるとの覚悟・・・・吉高 　素早く、大胆に、行動する・・市川
　イコールフッテイングを・・・池田 　新エネ関連事業立ち上げ・・・池田
　料金高騰は十分吸収可能・・・市川 ◆化学産業のあるべき姿
◆日本でものづくり 　ＮＯ１、２となる事業創出・・市川
　Ｒ＆Ｄや技術開発進める・・・池田 　世界標準の製品持つ企業・・・小柴
　Ｃ４、Ｃ５は十分な競争力・・小柴 　高機能・高収益品の追求・・・吉高
　国内で行う意味ある事業・・・市川 　人と社会の快適に貢献へ・・・池田
　加工系は顧客に近い場所・・・吉高
◆下期見通し
　自動車は想定以上の回復・・・小柴
　中国でも電力不足顕在化・・・吉高
　円高と米経済腰折れ懸念・・・市川
　７―９月はスローダウン・・・池田

17171717 ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン・・・・・・・・・・・・サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンがががが回復回復回復回復、、、、中国需要伸中国需要伸中国需要伸中国需要伸びびびび鈍化鈍化鈍化鈍化、、、、円高円高円高円高もももも懸念懸念懸念懸念、、、、
　アジア需要を背景に堅調な需給バランスだったポリオレフィンだが、２０１１年３月を境に内外
とも事業環境が大きく変わってしまった。国内では３・１１以降サプライチェーンが寸断され需要
供給とも大混乱に陥った。海外では市場を牽引していた中国が金融引き締めの影響で需要の伸びが
鈍化し、ポリオレフィン市況は低迷して採算が悪化している。
　国内では、復興需要を見込んで、あるいは製品手当てが困難になることを見越して４-５月には
仮需が積み上がったが、サプライチェーン回復にメドが立ってきた６月以降はやや失速した。
サプライチェーンは急速に正常化し、自動車生産は秋には１００％稼働に戻る見通しとなっている。
　アジアでは中国政府の金融引き締め、物価抑制策を実施した為、旧正月が明けても需要の盛り上
がりに欠く状況が続いている。このため原油価格は徐々に騰勢を強めていたにもかかわらずナフサ
価格は弱含みで、オレフィン価格も低迷した。エチレンは春から採算割れが続いており、ブタジエ
ンだけが合成ゴムなど誘導品需要の好調により高値となっているが、エチョイレンセンターの稼働
には支障が生じている。
　また円高が内外価格差を拡大させており、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）やＣ４直鎖状低密度
ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）の輸入が増えている。自動車生産の戻りがあるとはいえ、秋以降の
景気、需要動向に懸念が強まっている。

29292929 アジアアジアアジアアジアでででで化学関連企業化学関連企業化学関連企業化学関連企業のののの投資続投資続投資続投資続くくくく
　東南アジアと中国で化学関連企業の年が続いている。東南アジアは経済成長に加え、自由貿易協定（
　ＦＴＡ）が投資を呼び込んでいる。一方で中国の金融引き締めの影響はアジア諸国の企業活動にも
　影響を及ぼしているが、中長期的に中国市場が成長を続けるとの見方は強く、中国における投資も
　続いている。
　　　　東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア・・・・・・・・・・・・新興国新興国新興国新興国のののの存在感一段存在感一段存在感一段存在感一段とととと、、、、成長市場成長市場成長市場成長市場のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ活発化活発化活発化活発化
　　　　中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・化学品生産化学品生産化学品生産化学品生産のののの拡大続拡大続拡大続拡大続くくくく、、、、５５５５月末累計月末累計月末累計月末累計エチレンエチレンエチレンエチレンはははは６５９６５９６５９６５９万万万万トントントントン超超超超えにえにえにえに

35353535 電力需給電力需給電力需給電力需給ひっひっひっひっ迫待迫待迫待迫待ったなしったなしったなしったなし・・・・・・・・・・・・節電対策節電対策節電対策節電対策　　　　あのあのあのあの手手手手このこのこのこの手手手手
◆供給不足　西日本がより深刻
◆勤務シフト変更　各社が工夫
◆ビル・住宅ＥＭＳ導入加速
◆この夏はスーパークールビズ

　　　　８８８８月月月月２２２２日日日日（（（（火火火火））））
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・・・・・・・・・・・・ジレンマジレンマジレンマジレンマ抱抱抱抱えるえるえるえる塗料業界塗料業界塗料業界塗料業界、、、、差別化差別化差別化差別化がががが供給供給供給供給リスクリスクリスクリスク増幅増幅増幅増幅

　「われわれの業界だけでは製品供給が維持できないと改めて実感した」。
日本塗料工業会の河盛裕三会長（関西ペイント社長）の言葉に象徴されるように、塗料業界各社も
また東日本大震災の原材料調達、サプライチェーンの維持に手を焼いた。
「急がないと製品供給が途切れるかもしれない」。重要な原料の確保は他社との奪い合いになる。
新たな調達先を求め海外にも手をまわした。ものによっては通常の２～３倍の価格でも購入した。
供給責任を果たす。すべての塗料メーカーがこの大命題のもと、原材料の確保に血眼になった。



　類似品の採用試験を次から次へと依頼され、日夜問わず検査を続けた。各社は海外の調達先拡大
 で供給網のテコ入れを図る。もっともそこにはジレンマも潜む。塗料業界は差別化を図るための少

量多品種生産の流れを加速している。だが、「特徴を出す為に、特殊な顔料や添加剤にこだわるほ
ど、特定のサプライヤーに頼らざるを得なくなり、製品供給のリスクは増している」。
　製品の差別化と、それに相反する供給網の維持。各社はいま、矛盾を抱えつつ、それぞれが成長
戦略を模索している。

2222 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・石油化学事業石油化学事業石油化学事業石油化学事業、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル運営体制確立運営体制確立運営体制確立運営体制確立へへへへ
　　　　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センターセンターセンターセンター機能機能機能機能、、、、販売会社販売会社販売会社販売会社やややや技術拠点技術拠点技術拠点技術拠点もももも

　住友化学は、石油化学事業におけるグローバル運営体制の確立を進める。ラービグ計画の本格化
やシンガポール事業の拡大にともなって、収益構造における海外依存度が向上、全体最適を考えた
オペレーションを図る必要性が高まっている。同時に販売や事業開発面でも海外動向に即応できる
体制の構築が急務となってきた。東京からシンガポールへのセンター機能の逐次移管、新規のアジ
ア販売会社の設立検討、テクニカルセンター設置等による地場密着型の営業・開発体制の立ち上げ
などを推進。ビジネスフロントの海外への拡張を通じ、効率的かつ迅速に成長市場の取り込みを図
って行きたい考えだ。

12121212 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・環境会議環境会議環境会議環境会議・・・・・・・・・・・・次期次期次期次期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でででで方向性方向性方向性方向性
　　　　来夏来夏来夏来夏はははは９９９９．．．．２２２２％％％％のののの電力不足予測電力不足予測電力不足予測電力不足予測、、、、短期短期短期短期はははは需要構造改革需要構造改革需要構造改革需要構造改革がががが軸軸軸軸、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ導入等供給多様化導入等供給多様化導入等供給多様化導入等供給多様化もももも

　政府のエネルギー・環境会議は、来年作成する「革新的エネルギー・環境戦略」に向けた中間的
な論点整理をまとめ、今後のエネルギー政策の方向性を示した。エネルギーのベストミックスの抜
本的見直し、新たなエネルギーシステムの実現、国民合意形成の３点を基本理念に置き、６つの重
要課題について、短期、注記(２０２０年）、長期（３０～５０年）の工程を示した。
　今後３年をメドとする短期では、省エネ製品・技術の促進など需要構造改革と供給構造の多様化
を推進。原発が全面停止の場合でも電力使用制限令の発動を回避すること、化石燃料コストの大幅
な上昇抑制を目指す。
　中間論点整理は、現行のベストミックスを抜本的に見直し、原発依存度を低減する新たなベスト
ミックスの構築、課題解決先進国として国際的にも貢献する分散型エネルギーシステムの実現、国
民合意の形成を基本理念とする。経産省の総合資源エネルギー調査会での議論も踏まえ、エネルギ
ー基本計画、グリーンイノベーション戦略、エネルギー・環境産業戦略をまとめる。
　同会議の試算では、原発が全面停止し、需要が前年並みだった場合、来年夏には９．２％の電力
供給不足となる。原発を火力発電で代替した場合、燃料コストは約２割、３兆円増加し、ＣＯ２排
出量も増加する。
　短期では、ピーク時の電力不足とコスト上昇リスクの回避を目指した当面の需給安定策を示した。
３次補正予算も活用し、先行的にエネルギー構造改革に取り組む。住宅エネルギーマネジメントシ
ステム（ＨＥＭＳ）やビルＥＭＳ（ＢＥＭＳ）、ＬＥＤ照明など省エネ投資の拡大等による需要構
造改革を通じてピーク電力を抑制。再生可能エネルギーの導入、自家発電設備の活用や夜間電力の
利用を拡大し供給力を強化する。
　経産省の調査では、全国の自家発電設備で追加的に電力会社に売電できるのは１２８万キロワッ
トにとどまる。これをピーク時の電源に活用する一方、夜間に利用可能な自家発は蓄電池や揚水発
電と組み合わせてピーク対策やコスト抑制に活用する。
　中期、長期についてもグリーンイノベーションの実現などの方向性を示しているが、具体的な肉
付けは次期政権以降で検討されることになる。

　　　　８８８８月月月月３３３３日日日日（（（（水水水水））））
1111 ＦＰＧＦＰＧＦＰＧＦＰＧ麦寮麦寮麦寮麦寮　　　　火災相次火災相次火災相次火災相次ぐぐぐぐ・・・・・・・・・・・・川下設備川下設備川下設備川下設備　　　　全面停止全面停止全面停止全面停止もももも、、、、アジアアジアアジアアジア石化供給網石化供給網石化供給網石化供給網にににに打撃打撃打撃打撃
　　　　アジアアジアアジアアジア石化供給網石化供給網石化供給網石化供給網にににに打撃打撃打撃打撃

　台湾プラスチックグループ（ＦＰＧ）の麦寮コンプレックスで相次ぎ発生している火災事故は、
中期的なアジアの石油化学サプライチェーン（供給網）に大きな影響を及ぼしそうだ。原因調査の
ため台湾政府は川下の約３０プラントに稼働停止命令を下す可能性が浮上しており、それらには、
モノエチレングリコール（ＭＥＧ）等が含まれる。ＭＥＧは３基合計で年１９０万トンの能力があ
り、アジア需要の約１割を賄う一大拠点。
　先月末には第３製油所で火災が発生し３製油所とも稼働を停止、２基のナフサクラッカーも定修
に入るためエチレン生産は３分の１に減少する。地域住民からは移設などを求める声が噴出してお
り、アジア需要の約１割を賄う一大拠点。来年１月に総統選挙を控える政府は当分の間、稼働停止
を命じる可能性が大きい。

1111 第第第第３３３３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でででで火災火災火災火災
　ＦＰＧの麦寮拠点の第３リファイナリー（処理能力日量１８万バレル）で７月３０日、火災が発
生した。火災はすぐに鎮火したが、ＦＰＧは安全確認・原因調査にため同リファイナリーの稼働を
停止している。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・問問問問われるわれるわれるわれる日本型雇用日本型雇用日本型雇用日本型雇用システムシステムシステムシステム再構築再構築再構築再構築
　バブル崩壊後の「失われた２０年」を象徴する１つが雇用問題であろう。
リーマショックを契機とした世界同時不況、そして東日本大震災によって雇用の先行きは厳しく
なっている。高止まりする失業率、広がる資金格差をこのまま放置すると、消費などを通じて日本
経済に与えるダメージは一段と深刻になる。激化する国際競争に対した日本型雇用システムを再構
築できるか、官民の英知が問われている。
　先月公表された２０１１年版労働経済白書は、震災後の労働経済指標に基づく雇用状況、今後の
方策に言及している。バブル崩壊後に進んだ不安定就業の増加や人材育成機能の低下を分析、資金
格差の拡大や平均賃金の低下が国内需要の停滞を招いた要因と指摘。特に、厳しい経営環境により
正規雇用が絞り込まれ、若年層の雇用情勢は悪化した。大学進学率は高まったものの、社会や企業



のニーズと合致しなかったことも一因だ。
　白書は雇用の安定・確保を基本に、労使が協力し人材育成の機能を再強化し、競争力の源泉であ
る技術・技能の継承に務めるべきとする。また不本意なまま非正規就業層をこれ以上増加・年長化
させないため、就業能力開発を目的にした社会的支援や、正規雇用に転換させるための取り組みの
重要性も強調した。さらにミスマッチを起こしている高学歴者の就業支援も喫緊の課題になる。
　経済界では、日本経済を支えてきた終身雇用、年功序列賃金、企業内組合を軸にした日本型労働
システム崩壊による負の側面に対する認識が生まれている。とくに製造業を中心に団塊世代のリタ
イアが進むなかで、技術の移転・継承が遅れ、ものづくり競争力の相対的低下に不安が広がってい
る。そして非正規雇用の増加や若年層の実質収入の低下が、内需の慢性的低迷につながっていると
いう見方も定着している。
　一方、東アジアの急速な経済発展は製造業が牽引した。そしてパソコンのようなモジュール型
産業では、新興国に対し競争力低下が鮮明になった。さらに震災によるサプイライチェーン寸断を
契機に、自動車など摺り合わせ型産業でも、材料や部品点数の削減を目指す動きが表面化している。
これは人材に支えられた日本型のものづくりにとって危機でもある。日本の競争力をどのように立
て直すか大きな課題になっているが、雇用システムの再構築抜きには実現しない。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・化学物質審議会化学物質審議会化学物質審議会化学物質審議会６６６６年年年年ぶりぶりぶりぶり開催開催開催開催、、、、ナノナノナノナノ物質物質物質物質ののののリスクリスクリスクリスクなどなどなどなど新新新新たにたにたにたに４４４４課題議論課題議論課題議論課題議論
　経産省は、化学物質審議会を６年ぶりに開催する。きょう３日に第１回会合を開く。改正化学物
質審査規制法（化審法）、化学物質排出把握管理促進法の施行状況を確認するとともに、化学物質
管理に関する新たな４つの課題を議論する。ナノ物質のリスク評価のあり方や、化学品の分類・表
示に関する世界調和システム（ＧＨＳ）の推進に向けたＪＩＳ統合作業について検討。他の化学物
質関係法令との連携強化や化学物質管理のアジア展開についても有識者から意見を聞く。

12121212 タイタイタイタイＳＣＧＳＣＧＳＣＧＳＣＧ・・・・海外事業海外事業海外事業海外事業にににに積極投資積極投資積極投資積極投資、ＡＳＥＡＮ、ＡＳＥＡＮ、ＡＳＥＡＮ、ＡＳＥＡＮ軸軸軸軸ににににＭ＆Ａ、Ｍ＆Ａ、Ｍ＆Ａ、Ｍ＆Ａ、ベトナムベトナムベトナムベトナム石化計画年内石化計画年内石化計画年内石化計画年内にもにもにもにも資金資金資金資金メドメドメドメド
　タイのサイアムセメントグループ（ＳＣＧ）は、ＡＳＥＡＮなど海外事業に積極投資する。遅れ
ているベトナムの石化コンプレックス計画は、年内にも資金調達のメドがつくとしており、具体化
を目指し取り組みを加速する方針。また化学・建材、セメント、紙・パルプの主要事業でベトナム
やインドネシアなどＡＳＥＡＮを中心にＡ＆Ｍ（合併・買収）を積極的に進める方針で、２０１２
～１７年の間に１０００億バーツ以上を投資する計画。とくに好調なセラミックス事業ではインド
ネシア拠点を拡大、ＡＳＥＡＮトップシェアを狙う。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・１１１１－－－－６６６６月月月月エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産７８１７８１７８１７８１万万万万トントントントンにににに、、、、単月伸単月伸単月伸単月伸びびびび率率率率はははは鈍化基調鈍化基調鈍化基調鈍化基調
　中国の石油・化学工業が拡大基調を継いでいる。国家発展改革委員会などのまとめによると２０
１１年上半期（１－６月）のエチレン生産量は、前年同期比１７．２％増の約７８１万トンとなっ
た。原油処理量は同７．１％増の約２億２２６９万トン、石油製品生産量は同７．４％増の約１億
３１５６万トンだった。石油・化学工業全体の総生産額は同３４．４％増の約４兆７０５０億元と、
１０年通年に比べ伸び率が０．５ポイント加速している。ここまでエチレンは生産１５００万トン
を超える勢いで生産をの伸ばしているものの、６月に入って伸び率は鈍ってきた。

　　　　８８８８月月月月４４４４日日日日（（（（木木木木））））
1111 ＦＰＧＦＰＧＦＰＧＦＰＧ麦寮麦寮麦寮麦寮、、、、２８２８２８２８プラントプラントプラントプラント停止停止停止停止へへへへ、、、、アジアアジアアジアアジア石化需給石化需給石化需給石化需給にににに影響影響影響影響・・・・・・・・・・・・川下産業川下産業川下産業川下産業のののの生産生産生産生産にににに支障支障支障支障もももも

　台湾プラスチクグループ（ＦＰＧ）の麦寮コンプレックスで発生した一連の火災事故は、アジア
の石油化学業界の商流に大きな影響を及ぼしそうだ。
　石油化学製品の需給は、中国、インドの需要減退で緩和基調にあるが、「麦寮コンプレックスの
休止状況次第で需給が大きく反転する可能性が高い」との見方が広がってきている。日本からの輸
出などを含め北東アジアの石化製品需給は大きな転換期を迎えるとともに、停止の期間次第では中
期的な商流に影響が出てきそうだ。

1111 経産省経産省経産省経産省、、、、日化協日化協日化協日化協・・・・石化協石化協石化協石化協にににに税制税制税制税制ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング・・・・・・・・・・・・石化原料石化原料石化原料石化原料ナフサナフサナフサナフサ非課税非課税非課税非課税　　　　本則恒久化本則恒久化本則恒久化本則恒久化をををを強強強強くくくく要望要望要望要望
　経産省は３日、２０１２年度税制改正要望のヒアリングで、石油化学工業協会及び日本化学工業
協会の意見を聞いた。両団体とも石化原料に対する石油石炭税免税措置の本則恒久化、法人税実効
税率の引き下げ、地球温暖化税導入の見送りなどを要望、事業環境の国際的なイコールフッテイン
グの重要性を強調した。日化協の藤吉建二会長は、法人税実効税率について「震災の関係ですぐに
は無理でも、一定期間後に引き下げることを担保してほしい」と述べた。
　質疑では、民主党の吉田おさむ衆議院議員から同党のプロジェクトが検討している「化学物質管
理基本法」について質問が出され、藤吉会長は「全く不要と考えている。基本法としてどういうこ
とをやりたいのか位置付けが不明。ここで定義されている『化学物質』が『元素及び化合物』にな
っているが、定義自体が非常におかしく海外にも説明できない。既存の法律と整合性をとるのも不
可能で、それ以前に１つの法律を１つの省でやらんとする意味もまったく分らない」との見解を示
した。質疑の最後に池田元久副大臣が「前回の経緯を踏まえれば恒久化、本則化は今回の税制改正
が勝負」と述べ、引き続き取り組みを強める方向を強調し締めくくった。

10101010 化学物質審議会化学物質審議会化学物質審議会化学物質審議会・・・・・・・・・・・・新課題新課題新課題新課題でででで意見交換意見交換意見交換意見交換、、、、ナノナノナノナノ材料材料材料材料・・・・アジアアジアアジアアジア展開展開展開展開などなどなどなど
　経産省は３日、化学物質審議会を開催した。改正化学物質審査規制法（化審法）と化学物質排出
把握管理促進法（化管法）の進捗状況が報告されるとともに、新たな課題であるナノ材料への対応
や化学物質管理のアジア展開などについて議論した。冒頭、中山善活政務官は「化学物質を適正に
使うことが日本の経済や産業の発展につながる」とあいさつ、１７名の委員が活発に意見交換した。
　新たな課題としてナノ材料への対応、化学品の分類・表示に関する世界調和システム（ＧＨＳ）
の推進に向けたＪＩＳ統合、化審法４７条による他の化学物質関連法との連携、化学物質管理のア
ジア展開を議論した。ナノ材料では委員で産業技術総合研究所の中西順子フェローからナノ材料の
規制や管理では比表面積が指標になり得るとする研究成果が報告された。
　また日本がリスク管理手法の確立で世界をリードしていってほしいという要望や、国を挙げての



連携した取り組みを求める意見が示された。

12121212 中国中国中国中国のののの石油石油石油石油・・・・化学工業化学工業化学工業化学工業・・・・・・・・・・・・総生産額総生産額総生産額総生産額１０１０１０１０兆元突破兆元突破兆元突破兆元突破へへへへ、、、、１１１１１１１１年通年見通年通年見通年通年見通年通年見通しししし　　　　下半期下半期下半期下半期のののの伸伸伸伸びはびはびはびは鈍化鈍化鈍化鈍化
　中国の石油・化学工業の総生産額が、２０１１年通年で１０兆元を突破する見通しだ。
工業情報化部がまとめた上半期の総生産額は、化学工業が前年同期比３６％増の約３兆７００億元
石油精製が同３１％増の１兆５１００億元、石油・天然ガス開発が同３５％増の６１６０億元で、
１２５７億元の専用設備製造業と合わせた石油・化学工業会全体では同３４％増の約５兆元を超え、
１０兆９１００億元に達すると予測している。ただ四半期ごとの総生産額は第３、第４四半期とも
前の期を割り込む見込み。

　　　　８８８８月月月月５５５５日日日日（（（（金金金金））））
1111 ダウダウダウダウ、、、、相馬市相馬市相馬市相馬市のののの復興支援復興支援復興支援復興支援

　ダウ・ケミカルのアンドリュー・リバリス会長・ＣＥＯは４日、福島県相馬市を訪れ、同市の復
興をダウ・ケミカルとして全面支援していくことを明らかにした。記者会見で立谷秀清市長に対し
被災した高齢者向けの共同住宅建設を約束するとともに、相馬工場のさらなる強化計画を示した。
ダウは住宅関連技術を提供して「相馬ダウ長屋」と称する共同住宅を建設する。化学産業では、欧
米企業の日本拠点が複数被災したが、外資系企業のトップが被災地を訪問し、自治体の特定の支援
を表明するのは極めて異例。ダウ・ケミカルは相馬市にイオン交換樹脂の工場を持つ。同社の戦略
事業の一つと位置づける水処理ビジネスの日本及びアジア拠点のひとつ。
　「日本には浄水という重要なニーズ、市場がある。相馬はこれまでＲ＆Ｈのイオン交換樹脂技術
が軸だったが、ダウの技術も挿入する。さらに仕上げ製品なども新たに事業化していく」方針を明
らかにした。

2222 総合化学各社総合化学各社総合化学各社総合化学各社　　　　上期業績予想上期業績予想上期業績予想上期業績予想をををを上方修正上方修正上方修正上方修正　　　　石化石化石化石化・・・・基礎化学品海外市況好調基礎化学品海外市況好調基礎化学品海外市況好調基礎化学品海外市況好調でででで
　円高、中国の金融引き締めなど経済状況は不透明感を強める一方だが、総合化学各社の２０１１
年上期業績予想は当初予想を上回る勢い。総合化学６社のうち４社が、４～６月期決算発表に合わ
せて上期予想を修正した。５月予想時よりよりも売上高は減少するものの営業利益は伸びる見通し
で、４～６月期実績が想定以上に好調だったことが要因。ただ懸念材料が依然多いとして、通期予
想は上期修正を反映させるにとどめている。

3333 凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷　　　　透明透明透明透明ハイバリアフィルムハイバリアフィルムハイバリアフィルムハイバリアフィルム　　　　産業分野産業分野産業分野産業分野へへへへ用途拡大用途拡大用途拡大用途拡大
医薬包装医薬包装医薬包装医薬包装やややや太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池バックシートバックシートバックシートバックシート等等等等　　　　新新新新グレードグレードグレードグレード開発開発開発開発もももも
　凸版印刷は、透明ハイバリアフィルム「ＧＬフィルム」の用途展開を国内外で強化する。主力の
食品包装の販売量を伸ばしながら、医薬・医療包装分野や、太陽電池バックシートなどの産業用途
への提案を進める。産業用途向けに、水蒸気バリア劣化耐性など、より高機能な特性を付与した新
グレードの開発を行う。ＧＬフィルムは、ポリエステルまたはナイロンフィルムにアルミナを蒸着
させたフィルム。２０年以上の実績があり、国内シェア４０％、世界シェア約５０％。一般的にハ
イバリアフィルムに使用されているのはアルミ箔。近年、リチウムイオン２次電池などでアルミ箔
の需要が高まっており、ハイバリアフィルム向けアルミ箔が不足。このため同フィルムへの需要が
高まっているという。２０１０年度の売上高は、国内が前年度比１０数％増、海外が同５０％増。
　今年度ハイバリアフィルムの売上高を前年度比１０％増の５００億円に拡大させる方針。

3333 アルミアルミアルミアルミ圧延品上期実績圧延品上期実績圧延品上期実績圧延品上期実績　　　　生産生産生産生産・・・・出荷出荷出荷出荷ともともともともマイナスマイナスマイナスマイナス　　　　自動車用自動車用自動車用自動車用２２２２ケタケタケタケタ減減減減
　日本アルミニウム協会は、２０１１年上期（１～６月）のアルミニウム圧延品の生産・出荷実績
をまとめた。震災の影響により板・押出合計は生産が前年同期比２．３％減の９９８，５７９㌧、
出荷も同１．９％減ん０１０４，７５５㌧。いずれも２年ぶりの減少。
　箔は、主力のコンデンサー向け出荷が震災影響で同２．２％減の２１，２５９㌧にとどまった。
しかし、食料品向けが復興支援に伴う需要増により同５．０％増の１６，４９１㌧と増加したこと
から、全体では生産・出荷ともプラスに。６月単月の箔は生産が同４．７％増の１１，３４４㌧、
出荷が同５．５％増の１１，０９２㌧となっている。

10101010 ＭＦＣＡ（ＭＦＣＡ（ＭＦＣＡ（ＭＦＣＡ（マテリアルフローコストマテリアルフローコストマテリアルフローコストマテリアルフローコスト会計会計会計会計））））にににに新新新新たなたなたなたな可能性可能性可能性可能性
ＳＣＳＣＳＣＳＣ全体全体全体全体のののの環境管理環境管理環境管理環境管理ツールツールツールツールにににに利用利用利用利用　　　　ロスロスロスロス評価評価評価評価、、、、省省省省エネエネエネエネにもにもにもにも効果的効果的効果的効果的　ＩＳＯ　ＩＳＯ　ＩＳＯ　ＩＳＯ化化化化でででで活用拡大期待活用拡大期待活用拡大期待活用拡大期待
　ＭＦＣＡの新たな可能性が高まっている。マテリアルロス（廃棄物）を削減する工程改善ツール
として活用されてきたが、生産プロセスで発生したロスに着目しロスも“負の製品”としてコスト
評価するその手法は、省エネ及びＣＯ２削減にも効果的。サプライチェーン（ＳＣ）全体の環境管
理ツールとして利用可能だ。



　見える化による生産工程の省エネはもとより、資源投入量の削減は、さらに大きな省エネおよび
ＣＯ２排出量の削減につながる。このほど日本ＭＦＣＡフォーラムが都内で開催した特別セミナー
で國部克彦ＭＦＣＡフォーラム会長（神戸大学大学院教授）は、「省資源化によりエネルギー効率
が２～３倍に高まる可能性がある」と指摘し、「マテリアルそのものを含む形で展開することが必
要」と述べている。
　ドイツで原型が開発されたＭＦＣＡは、日本で環境管理ツールとして発展。我が国の提案により
年内に「ＩＳＯ１４０５１」として国際標準される見込み。

12121212 中東石化設備中東石化設備中東石化設備中東石化設備、、、、フルフルフルフル稼働稼働稼働稼働へへへへ　　　　アジアアジアアジアアジア需要回復需要回復需要回復需要回復にらむにらむにらむにらむ　　　　シェアシェアシェアシェア拡大必至拡大必至拡大必至拡大必至
　中東の石油化学の新設備が相次ぎフル稼働しそうだ。アジアの石化市場は足元では軟調な状況が
続いているが、中国の合繊需要などが今後盛り上がり、さらにポリオレフィンでは中国の在庫減少
などにより秋口にかけて需要回復が鮮明になる可能性がある。アジアでは台湾プラスチックグルー
プのようにトラブルなどによる稼動停止が散見されるなか、中東の新設備がアジア市場でシェアを
広げそうだ。

12121212 グローバルグローバルグローバルグローバル化学化学化学化学メーカーメーカーメーカーメーカー　　　　大型投資計画相次大型投資計画相次大型投資計画相次大型投資計画相次ぐぐぐぐ　ＦＰＧ、　ＦＰＧ、　ＦＰＧ、　ＦＰＧ、火災事故火災事故火災事故火災事故のののの影響影響影響影響がががが懸念懸念懸念懸念
　グローバルプレーヤーによる大型投資の並みが本格化している。ダウ・ケミカルは先頃、サウジ
アラビアでサウジアラムコとの合弁で総額２００億㌦の大型プロジェクトの具体化に入ったほか、
マレーシアで同じく２００億㌦規模の石油精製・石化の統合プロジェクトを進めている。また、Ｂ
ＡＳＦは今後５年間で総額１２６億ユーロの投資を計画するほか、バイエルは研究開発を軸に今後
３年間で１５０億ユーロを投じる計画を打ち出し、成長に弾みをつける考えだ。
　一方、台湾の麦寮拠点における一連の火災事故に揺れる台湾プラスチックグループは、中国・寧
波や米国、ベトナムなどの複数投資案件を進めているが、火災の影響による現役や足元の株価急落
など経営再建に迫られ、今後の投資活動への影響は避けられない情勢だ。


