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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１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金））））
7777 実質実質実質実質００００．．．．５５５５％％％％にににに下方修正下方修正下方修正下方修正――――今年度今年度今年度今年度のののの成長率見通成長率見通成長率見通成長率見通しでしでしでしで政府政府政府政府

　内閣府は１１日、２０１１年度の経済成長率見通しを物価変動の影響を除いた実質で、従来見込
んでいた１．５％から０．５％に引き下げる方針を固めた。東日本大震災で全国的に生産が停滞し
たことなどから、大幅に下方修正する。
　１２年度の実質成長率については２％台後半を見込む。震災からの復興を本格的に進める１１年
度第３次補正予算の規模や執行時期等によって、成長率がどの程度押し上げられるか、２通りのケ
ースを示す方針だ。

8888 インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・・・・・・・・・２５２５２５２５年年年年メドメドメドメド石化自給化石化自給化石化自給化石化自給化、、、、輸入依存輸入依存輸入依存輸入依存からからからから脱却脱却脱却脱却　　　　クラッカークラッカークラッカークラッカー拡充拡充拡充拡充へへへへ
　インドネシア工業省は、２０２５年までに現在輸入超となっている石油化学製品の自給体制を目
指す方針を明らかにした。
　中間層拡大等を背景に、２５年に需要はエチレンが年２１０万トン（現在１１２万トン）、プロ
ピレンが１９０万トン（同７０万トン）、ポリエチレンが１５５万トン（同６０万トン）、ポリプ
ロピレンが１７７万トン（同１００万トン）までそれぞれ成長すると見込んでおり、需要を満たす
ナフサクラッカー、さらに上流の石油精製の拡充に力を注ぐ意向を示した。基礎化学品担当のトニ
ー・タンﾄﾞｳク・デイレクターが明らかにした。

8888 韓国韓国韓国韓国・・・・中国企業中国企業中国企業中国企業・・・・・・・・・・・・ＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮでででで存在感存在感存在感存在感、、、、センターセンターセンターセンター開設開設開設開設、、、、多様多様多様多様なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ
　ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）で、韓国と中国企業の存在感が高まっている。ＡＳＥＡＮへ
の進出を支えて関係を強化するため、韓国は２００９年に、中国は今年６月に、それぞれアセアン
センターを開設しており、多様な取り組みが続いている。
　韓国はＡＳＥＡＮとの貿易の活性化を目指し、自由貿易協定（ＦＴＡ）に関する情報窓口を韓－
アセアンセンターのＨＰ内に開設した。輸出入に要する日数を調べたり、需給状態のデータベース
を用いて販売のシュミレーションも可能だ。
　中国は０９年に締結した「中－アセアン環境保全戦略」に基づき、中－アセアンセンター内に環
境保全に関する組織を置くことを決めた。また、アジア地域の持続的な経済成長をリードするとい
う目標を明言している。
　この３０年間でＡＳＥＡＮと日本、中国、韓国の貿易状況は大きく変化している。日本はＡＳＥ
ＡＮの貿易相手国の中で２５．９％と４分の１以上を占めていたが、現在は１０．４％と半分以下
に縮小している。一方で、韓国は１．６％から４．９％に、中国は１．８％から１１．７％まで拡
大している。

　　　　８８８８月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（月月月月））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・３３３３度度度度のののの経営戦略転換経営戦略転換経営戦略転換経営戦略転換をををを実行実行実行実行したしたしたしたダウダウダウダウ

　ダウ・ケミカルは現在、３度目の事業構造転換に取り組んでいる。同社が汎用化学品の売上げ比
率引き下げを目指し、ワンサード計画を打ち出したのは１９９０年。当時のポポフ会長のもとで、
基礎化学品、産業用スペシャリテイ、消費者スペシャリテイの３事業部門の売り上げ規模を等分に
する計画が推進された。安定した収益が見込める産業用スペシャリテイ、消費者スペシャリテイの
事業比率を高めることで、景気循環に強い体質を構築するのが狙いだった。
　５年後、ポポフ会長の後を継いだスタブロプロス氏はこの方針を１８０度転換する。同氏は「景
気循環はどの産業にもあり、避けることはできない。問題は景気が底の時に利益が出せる体質を構
築することだ」と石油化学、クロルアルカリなどを中心とする本業回帰へ舵を切った。
医薬品事業のマリオンメレルダウを当時のヘキストへ売却、一方でＵＣＣと合併し、汎用強化の方
針を明確に打ち出した。
　そして次のリバリス氏が脱景気循環（ブレーク・ザ・サイクル）の企業方針を打ち出し、持分軽
減化（資産軽量化）、市場密着型事業の拡大を打ち出したのは００年代後半。発泡ポリスチレンを
除くスチレン事業を投資ファンドのベイキャピタルに売却、さらにポリプロピレン事業をブラスケ
ムに売却することで合意している。一方、米国最大のスペシャリテイケミカル企業だったローム・
アンド・ハースを買収、高機能型・市場密着型・ソリューション提供型事業の戦略的拡大に乗り出
している。
　３回の事業構造転換のキーポイントは２つある。まず景気循環とどう向き合うか。最初は景気循
環の影響を軽減することを狙い、２回目は景気循環から逃れられないなかで収益力の向上が焦点と
なり、３回目は景気循環の打破に狙いが定められている。このなかで汎用製品は、１回目が相対的
な売上げ比率の減少が目標になり、２回目は景気が底でも安定した収益を確保できる競争力を目指
した。そして３回目は資産軽量化のなかで売却、合弁化の対象になっている。
　注目したいのは、いずれも前任者の方針を大きく変えるものであること。そして強いリーダーシ
ップのもとで、進められた点である。日本も汎用化学品をどう位置付けるかという命題に直面して
いる。強いリーダーシップと大胆さが求められる局面に突入したといえよう。

3333 中国中国中国中国プラプラプラプラ製品製品製品製品・・・・・・・・・・・・輸出金額輸出金額輸出金額輸出金額　　　　着実着実着実着実にににに拡大拡大拡大拡大、、、、６６６６月月月月はははは３０３０３０３０億億億億ドルドルドルドル目前目前目前目前　　　　原材料輸入額原材料輸入額原材料輸入額原材料輸入額にににに急接近急接近急接近急接近
　中国のプラスチック製品輸出が着実に拡大している。日本プラスチック工業連盟がまとめた中国
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の貿易統計によれば、金額ベースでみた月間輸出量は今年４月から３カ月連続で過去最高を更新。
６月の輸出額は２８億８５００万ドル（約２２１８億円）と、月間３０億ドルに近付いてきた。
　ここにきて縮小しているプラスチック原材料の輸入額に急接近しており、いずれ原材料輸入額を
賄う体制も見えてきた。
　中国のプラスチック生産は、その規模を年年拡大させており、足元の月間生産量は約５００万ト
ンと日本の１０倍に達している。このうち輸出量は生産量の１割に相当する月間約５０万トンで、
日本の生産量がそっくり輸出されている計算だ。一方、中国と日本の輸出規模を金額ベースで比較
すると日本の６月の輸出金額は約１１５０億円で、その差は約２倍に縮小する。汎用品の輸出が多
い中国に対し、日本はＩＴ関連製品や高機能プラスチックによる成型品など高付加価値品を輸出し
ており、単価で５倍程度の差があることが分かる。
　中国は、これまで基礎化学品やプラスチックなど原材料の輸入量の巨大さがクローズアップされ
てきたが、プラ製品の輸出拡大により川下産業を含めた石化製品全体の貿易収支を大きく改善させ
つつあるといえる。

7777 内閣府内閣府内閣府内閣府、、、、成長率見通成長率見通成長率見通成長率見通しをしをしをしを改定改定改定改定・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２年度年度年度年度、、、、実質実質実質実質はははは２２２２．．．．７７７７～～～～２２２２．．．．９９９９％％％％増増増増
　内閣府が先週１２日の閣議に提出した成長率見通しの改定によると、物価の影響を除いた実質は
東日本大震災の影響で２０１１年度が０．５％増、昨年末の政府経済見通し（１．５％）を大幅に
下回った。１２年度は復興財源のための増税期間を５年と１０年の場合に分けて、それぞれ２．７
％増と２．９％増の２つのケースを想定、３年連続のプラス成長を見込んだ。ただ、米国をはじめ
世界経済の減速や急激な円高の進行など今後のさらなるリスクは織り込んでおらず、見通しの実現
は不透明だ。

　　　　８８８８月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（火火火火））））
1111 石化製品石化製品石化製品石化製品・・・・・・・・・・・・輸入輸入輸入輸入がががが高水準高水準高水準高水準　　　　エチレンエチレンエチレンエチレン換算換算換算換算　　　　４４４４－－－－６６６６月過去最高月過去最高月過去最高月過去最高
　　　　震災震災震災震災でででで供給力低下供給力低下供給力低下供給力低下、、、、内外価格差内外価格差内外価格差内外価格差もももも響響響響くくくく

　東日本大震災を契機に、石油化学製品の
輸入が急増している。経産省化学課がまと
めたエチレン換算輸出入統計によると、
４－６月累計の輸入量は前年比６６．４％
増の２５万３５３９トン。
四半期ベースで初めて２０万トン台に達し
た。１－６月累計でも３９．５％増の
３８万３２９８トンと過去最高となった。
三菱化学・鹿島事業所が５月２０まで全停
止していたことなどから供給能力が低下し
たことに加え、円高やアジア市況低下に伴
う内外価格差拡大などの要因が重なった。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・マイナスマイナスマイナスマイナス成長回避成長回避成長回避成長回避へへへへ直面直面直面直面するするするする課題課題課題課題
　今年４－６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は、前期比０．３％減（年率換算１．３％減）とな
３期連続のマイナス成長だが、民間の０．７％減程度の事前予測に比べ、落ち込み幅は小さかった。
個人消費の持ち直しが下支えする半面、輸出が大きく落ち込んだ。４－６月期ＧＤＰの内外需別の
寄与度は、内需がプラス０．４％、輸出から輸入を差し引いた純輸出（外需）がマイナス０．８％。
個人消費は３期連続のマイナスとなったものの、０．１％の微減にとどまった。地デジ対応薄型テ
レビなど耐久財が好調だったほか、衣服など半耐久財もプラス。また震災復旧に向けた政府支出や
仮設住宅など公的需要も増加した。
　これに対し、サプライチェーン寸断の影響を受けた自動車、半導体などが大きく減少して、輸出
は前期比４．９％減の落ち込み。ただ、サプライチェーンの修復は順調に進み、７月以降の自動車
の生産は震災前の水準に回復しつつある。
　一方で円高、資源の高騰、さらに欧米の財政危機や中国など新興国のインフレ懸念など、先行き
の不透明感が一段と広がっている。
　日本経済にとっては、季節調整済みＧＤＰデフレーターが９四半期連続で前期比マイナスになり、
名目ＧＤＰが実質ＧＤＰを下回る「名実逆転」に歯止めがかからない。デフレからの脱却なしには
景気回復を実感できない。

2222 ６６６６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・・・・・・・・・・・・灯油除灯油除灯油除灯油除きききき下落下落下落下落



　６月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、灯油を除く全油種が下落した。　　
原油は前月速報比１キロリットル当たり２４１１円下げの５万８３８３円、
ナフサは同１１７０円下げの５万７２９７円だった。
【６月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート：８０．９５円／ドル　出所：財務省貿易統計

6666 協栄産業協栄産業協栄産業協栄産業・・・・・・・・・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル　ＢｔｏＢ　ＢｔｏＢ　ＢｔｏＢ　ＢｔｏＢリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル推進推進推進推進、、、、サントリーサントリーサントリーサントリーにににに続続続続きききき引引引引きききき合合合合いいいい活発活発活発活発
　　　　安全性試験安全性試験安全性試験安全性試験もももも実施実施実施実施、、、、採用拡大採用拡大採用拡大採用拡大へへへへ設備増強設備増強設備増強設備増強もももも

　協栄産業（栃木県小山市、古澤栄一社長）は、メカニカルリサイクルによる使用ずみＰＥＴボト
ルの高度化リサイクルを推進する。力を注ぐのが飲料用ボトルへの「ボトルｔｏボトル」リサイク
ル。リサイクルシステムを共同で構築したサントリー食品に採用されたのに続き、他の飲料メーカ
ーから引き合いも活発化している。顧客の要求に応じ安全性試験を行える体制も整えており、採用
状況を見ながら生産能力の増強も検討する。物性と衛生面で高い技術が求められるＢｔｏＢを実現
することで、再生ペレットの高度利用を促す。

　　　　８８８８月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（水水水水））））
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・・・・・・・・・・・・食品包材食品包材食品包材食品包材のののの重要性再認識重要性再認識重要性再認識重要性再認識、、、、業界挙業界挙業界挙業界挙げげげげ供給責任果供給責任果供給責任果供給責任果たすたすたすたす

　パン、カップラーメン、お弁当、ミネラル水・・・。東日本大震災の被災地が待ち焦がれる支援
物質も、包装材料がなければ運ぶこともできない。「開封後、直ちに捨てられるため“厄介なごみ”
と言われてきた。震災により食品包装材料の重要性が再認識された」。供給責任への使命感に燃え
る包装材料メーカーは、被災を免れた西日本の工場で超フル生産体制を敷く一方で、損傷を受け
操業を停止した関東、東北地域の設備復旧に全力を注いだ。
　主要基材５フィルムの主力工場の内、震災で停止した工場は１７カ所に上る。生産設備の問題の
ほかにも、主原料である合成樹脂やその添加済、グラビア印刷用の溶剤となるＭＥＫなど原材料の
調達が難しくなったほか、自動立体倉庫の損傷やガソリン不足による物流・在庫機能の麻痺、電力
供給への不安などもあり、震災から１カ月程度は混乱状態が続いた。
　被災した基材フィルムの工場は、早いところでは３月中旬に復旧・再稼働にこぎ着けた。４月中
旬にはほとんどの設備が復旧し、５月初旬には全設備が通常生産を取り戻した。一部の添加済や溶
済類はなお品不足状態が続いたが、代替品の調達でしのいだ。こうした包装材料各社の努力により、
「震災直後はサプライチェーンが混乱したが、結果的に需要家に大きな迷惑をかけずにすんだ」と
いう。
需要先食需要先食需要先食需要先食いのいのいのいの懸念懸念懸念懸念
　しかし、新たな問題も残った。５月が過ぎても６月に入っても需要を上回る注文が続いたのだ。
「不要不急の注文は断る方針だったが、結局どこまでが本当の需要で、どこからが買い占め需要か
判断がつかなかった」という。
食品包装材料の５、６月の出荷実績には、相当量の先食い需要が入っていると見られている。その
反動は夏場過ぎから顕在化し、一転して設備稼働率の低下に直面する懸念がある。
　川上の資材供給の立場から、サプライチェーンの正常化に尽くした包装材料メーカー。しかし、
需要家の極端な購買行動は、その努力に対する苦い報酬になりかねない。

1111 ＰＬＡＰＬＡＰＬＡＰＬＡフィルムフィルムフィルムフィルム・・・・・・・・・・・・韓国韓国韓国韓国ＳＫＣ、ＳＫＣ、ＳＫＣ、ＳＫＣ、日本市場日本市場日本市場日本市場のののの開拓急開拓急開拓急開拓急ぐぐぐぐ　　　　食品包装参入目指食品包装参入目指食品包装参入目指食品包装参入目指すすすす
　韓国ＳＫＣは、ポリ乳酸（ＰＬＡ）フィルムの日本市場開拓を急ぐ。まず食品包装分野への参入
を目指す。ＰＬＡフィルムを量産しているのは、世界的にみても同社だけ。安定した供給体制を強
みにしながら、主力の米国市場で顧客開拓を加速するとともに、日本および韓国での提案活動を積
極的に進めて行く。
　ＳＫＣのＰＬＡフィルム「Ｓｋｙｗｅｌ」はネイチャーワークスのＰＬＡを原料にしている。
米国市場ではペプシコ傘下のフレトレーのポテトチップスの包装、日本市場では窓付き封筒のフィ
ルムへの採用が中心となっている。生産は米国のジョージア工場で行っている。販売量が増加すれ
ば韓国・水原工場の既存設備を再稼働させ、グローバルでの生産体制を整える。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・広広広広がるがるがるがるＣＣＣＣ４４４４留分価格決定方式留分価格決定方式留分価格決定方式留分価格決定方式のののの見直見直見直見直しししし
　粗Ｃ４（ブタン・ブチレン）留分の価格フォーミュラを見直す動きが広がってきた。これまでの
ナフサ価格に連動させた価格決定方式に変えて、ブタジエン市況に連動させた方式へ移行させよう
とするもので、昭和電工など複数のエチレンセンター企業が、需要家である合成ゴムメーカーと交
渉を進めている。中東の石化設備の本格稼働によりエチレン系製品の収益性は低下しており、
粗Ｃ４留分価格を見直さなければナフサクラッカーの稼働維持も難しくなるとの主張はそれなりに
説得力がある。
　ブタジエンにそれほど高い価値が認められていない時代は、粗Ｃ４留分はエチレン副生品の扱い
で、価格はナフサに１００％連動させて決めてきた。しかし、安価なエタンベースの中東品がアジ
ア市場で増え、ポリエチレン市況は低迷し採算が悪化している。プロピレンはエタンクラッカーか
らは得られないためタイト化が予想されていたが、流動接触分解（ＦＣＣ）など他のソースで増強
されたためＰＥ程ではないにしてもポリプロピレンの収益性は満足のいく水準ではないという。
　ＰＥ、ＰＰ価格が低迷しているのに対し、ブタジエン価格は１トン当たり４０００ドル前後で推
移しており、輸入ナフサ価格の４倍の水準にある。エチレン、プロピレンのソースが多様化して
いるのに対し、ブタジエンはエチレンクラッカーからしか得られない。一方、ブタジエン需要はタ
イヤ向けを中心に世界的に伸びており、特にエコタイヤ原料となる溶液重合スチレン・ブタジエン
ゴム（Ｓ－ＳＢＲ）で世界市場をリードしている国内合成ゴムメーカーは、必要量を安定的に確保
することが戦略的に重要になっている。昭和電工はすでに一定部分をブタジエン市況連動とするこ

原油・粗油 58,383 114.66

灯油 113,154 222.23

ガソリン(自動車用） 64,002 125.70
ナフサ（石化用） 57,297 112.53

円／ＫＬ ドル／バレル



とでユーザーと合意している。他のコンビナートでも同様の動きが広がりそうだ。

3333 経産省経産省経産省経産省　　　　６６６６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・・・・・・・・・・・・生産生産生産生産・・・・出荷出荷出荷出荷　　　　伸伸伸伸びびびび率大率大率大率大きくきくきくきく鈍化鈍化鈍化鈍化　　　　
【６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＞

　生産・出荷ともに３ヵ月連
続で前年実績を上回ったが、
各分野で流通在庫を含めた在
庫の増加が見られ７月以降の
動向に不透明感が出ている。

　　　　８８８８月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　震災から５カ月余。復旧に向けて動き出した４～６月期の実績が７月末から相次いで発表された。
この期間の企業業績はサプライチェーン寸断の影響を受けた自動車などで厳しさが続いたものの、
復旧は順調に進んだ。化学では上期業績の上方修正が相次いだ▼４～６月期の鉱工業生産は３月の
前期比１５．５％減が響き、前期比４．０％減になった。それでも３カ月連続で前月比プラスと着
実な回復ぶりだ。今週発表された国内総生産（ＧＤＰ）は前期比０．３％減となったが、民間の事
前予測ほどは落ち込まなかった▼日本経済の底力を感じさせる数値だが、牽引したのは民間の頑張
り。被災した工場を立て直した「現場力」は賞賛に値するだろう▼一方で気になるデータもある。
個人消費の控除項目にある「非居住者家計の国内での直接購入」は前期比２６．８％減。これは
外国人観光客の消費激減が原因で、原発事故などによる大量の訪日キャンセルの影響という▼震災
による経済活動の停滞は、リーマンショック後の不況深刻ではなさそうと胸をなでおろす一方、
新たな苦難も待ち受けている。強すぎる円だ。史上最高値も視野に入る円レートに産業界から悲鳴
が上がり始めた。回復に転じた外国人観光客にも水を差す。「人災」による二番底防止、的確な
政策が問われる。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産　　　　７７７７月月月月はははは４４４４．．．．７７７７％％％％減減減減
　経産省がまとめた７月のエチレン生産速報によると、生産量は前年同月比４．７％減の５６万
６０００トンだった。定修プラントは前年が２プラントだったのに対し、今年はなし。前月比では
８．０％増となった。

6666 事業系食品廃棄物発生量事業系食品廃棄物発生量事業系食品廃棄物発生量事業系食品廃棄物発生量・・・・・・・・・・・・実態実態実態実態はははは推計値推計値推計値推計値のののの２２２２倍倍倍倍、、、、農水省農水省農水省農水省のののの手法変更手法変更手法変更手法変更でででで判明判明判明判明
　　　　０９０９０９０９年度年度年度年度、、、、２２００２２００２２００２２００万万万万トントントントン超超超超えるえるえるえる

　事業系食品廃棄物の発生量の推計値が、実態と大きくかい離していたことが明らかになった。
実際の年間発生量が２２００万トン以上であるのに対し、従来の推計法では１１３５万トン程度と
集計されていた。農水省が新たに事業者の報告に基づく手法で推計して分った。新推計手法で集計
した結果、２００８年度の発生量は２３１５万トン、０９年度は２２７２万トンだった。
　事業系食品廃棄物は、ここ数年は１１３５万トン前後の横ばい推移と公表されてきたが、実際は
２倍の発生量だったことになる。前提となる数値が大きく変わったことで食品関連業界やリサイク
ル事業者の事業計画にも影響を与えそうだ。同省も食品廃棄物発生抑制やリサイクル政策を見直す
可能性があるとしている。
　新手法による推計値が大幅に上がった理由は、製造業の寡占業種で比較的大規模な事業者を、こ
れまでの推計手法では捕捉していなかったため。動物油脂製造業での年間発生量は従来手法では、
約８万トンだったが、定期報告に基づく推計では約３７５万トン。製造業も従来数値よりも２００
～３００万トン多くなっているという。従来調査では捕捉されなかった一部の大規模製造事業者が
加わったことで、食品製造業のリサイクル率は大きく向上。食品リサイクル法で定める１２年度
目標（８５％）を前倒しで達成している。

8888 中国中国中国中国　　　　原油輸入量原油輸入量原油輸入量原油輸入量がががが拡大基調拡大基調拡大基調拡大基調・・・・・・・・・・・・対外依存度対外依存度対外依存度対外依存度５５５５５５５５％（％（％（％（上期上期上期上期））））にににに
　中国の原油輸入量が拡大基調を継いでいる。
国家発展改革委員会のまとめによると、'１１年
１～７月の累計輸入量は前年同期比８．４％増の
約１億４６６８万トンとなった。これに伴い原油
の海外依存度も右肩上がりでの上昇が続いており、
上半期では１０年比１ポイント上がり５４．８
％に達した。国内経済の急速な発展に伴い、中国
の原油輸入量は０９年に初めて２億トンを突破し
た後も拡大が続いている。対外依存度は０６年に
４４％だったのが、すでに５割を超えている。

　　　　８８８８月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））
1111 日系化学大手日系化学大手日系化学大手日系化学大手、、、、中国中国中国中国にににに相次相次相次相次ぎぎぎぎ統括拠点統括拠点統括拠点統括拠点・・・・・・・・・・・・グループグループグループグループ強化強化強化強化、、、、効率運営効率運営効率運営効率運営
　　　　対外的対外的対外的対外的なななな代表機能代表機能代表機能代表機能、、、、間接部門間接部門間接部門間接部門サービスサービスサービスサービス、、、、リスクリスクリスクリスクのののの一元管理一元管理一元管理一元管理

　日系化学関連企業の中国展開が新たな段階を迎えている。一部企業で先行していた統括拠点設置

品目 前年同期比区分 ６月

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 213,367213,367213,367213,367 102.4102.4102.4102.4
出荷出荷出荷出荷 218,366218,366218,366218,366 103.4103.4103.4103.4
在庫 217,400 102.6

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 23,89823,89823,89823,898 107.2107.2107.2107.2
出荷出荷出荷出荷 24,77924,77924,77924,779 109.2109.2109.2109.2
在庫 19,335 101.7

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 60,40460,40460,40460,404 105.0105.0105.0105.0
出荷出荷出荷出荷 59,93759,93759,93759,937 105.5105.5105.5105.5
在庫 33,946 103.6



の動きが広がりを見せている。今年に入って三菱ケミカルホールデイングス、住友化学などが拠点
を構築。昭和電工は今年秋をメドに上海に管理性公司を立ち上げる計画。複数の生産拠点を有し
今後も事業地盤の強化を志向するなか、代表機能の確立やリスクの一元管理、間接部門サービスの
提供など管理・統括機能を充実させ、中国におけるグループ力を強化することが狙いだ。

1111 新社長登場新社長登場新社長登場新社長登場　　　　大日精化工業大日精化工業大日精化工業大日精化工業　　　　高橋弘二高橋弘二高橋弘二高橋弘二　　　　氏氏氏氏・・・・・・・・・・・・同社同社同社同社３５３５３５３５年年年年ぶりのぶりのぶりのぶりの新社長新社長新社長新社長
　　　　高橋会長高橋会長高橋会長高橋会長からからからから受受受受けけけけ継継継継いだいだいだいだ経営哲学経営哲学経営哲学経営哲学をををを基本基本基本基本にににに、、、、時代時代時代時代にににに即即即即したしたしたした変革推進変革推進変革推進変革推進

▼８０周年を迎える年の就任です。
「前社長の任期が長かったことなどもあり、たまたま８０という数字が揃った年の就任になった。
前社長の高橋靖会長には非常に辛抱強く育ててもらったし、当社の大先輩たちからも３代目として
の教育をうけることができた」
▼会長がいわれていることは。
「伝統ある会社なので、それを考えた行動をとれということ。ただ、変革は進めないといけない。
時代に即した対応をとる必要がある。とくにグローバリゼーションは否応なく進めなくてはいけな
い」
▼東日本大震災の影響は。
「一部で在庫の荷崩れなどがあっただけで、生産設備には直接的な影響はなかった。しかし、原材
料の調達に苦慮しコスト負担も増加した。顧客に迷惑はかけれないので、海外調達も行い対応して
きた」
▼課題に掲げたグローバリゼーションへの対応は。
「当社には海外関係会社が２０社強ある。１０年度の連結海外売上高比率は２７～２８％だったが、
国内事業が落ちるとすぐに３０％に高まる。一方、国内をどうするかが問題であり、このバランス
を考えながら舵取りしていかないといけない。樹脂コンパウンドは海外比率が７０％くらいで、顧
客の海外進出に速い対応を行ったことで高い比率になっている。付加価値が高いものは国内、汎用
は海外という捉え方をしているが、その先をどうするかだ」
▼将来を見据えた製品戦略をどう描いていますか。
「化成品事業は情報材料や電子ハイテク分野、化学品事業はコンパウンドを中心とした海外展開、
高分子事業は中国、アジアをはじめとした海外や新製品の展開だ。
　ただ、印刷インキ関連を扱う印刷総合システム事業は非常に難しい。業界自体が１つの転換点に
あり、今後はオンデマンド関連への対応などをどうするかだ。また、これからの分野では環境・エ
ネルギー関連に期待している。太陽電池パネル、リチウムイオン２次電池の基幹材料、ＰＯＤ用の
トナーやインクジェット関連、液晶の周辺材料、メデイカル分野など、当社の技術力で可能性があ
る分野を模索している。これらは次の中計でいくつか出てくるかもしれない」

3333 防曇防曇防曇防曇ＰＥＰＥＰＥＰＥフィルムフィルムフィルムフィルム、、、、青果物向青果物向青果物向青果物向けけけけ投入投入投入投入・・・・・・・・・・・・ベルグリーンワイズベルグリーンワイズベルグリーンワイズベルグリーンワイズ　ＯＰＰ　ＯＰＰ　ＯＰＰ　ＯＰＰ並並並並みみみみ防滴性防滴性防滴性防滴性
　ベルグリーンワイズ（名古屋市、小森弘道社長）は、通常のポリエチレンフィルムより防曇性が
高い青果物向け鮮度保持ポリエチレン防曇フィルム「デラフレッシュ」を開発、８月中旬から販売
開始した。防曇剤を厳選することで、２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ)と同等の防滴性を持たせた。
　同社は、デラフレッシュを一般的なポリエチレンフィルムの販売価格とほとんど変わらない価格
で販売し、既存のポリエチレンフィルムの代替を図っていく考え。
　同社は、鮮度保持用包装資材の加工・販売を手掛けており、自社開発した主力商品の「オーラパ
ック」は、転写した周波数の特性波動がフィルムから生じ、青果物の水分子を活性化させ、一般的
な防曇フィルムよりも長く鮮度保持できる。オーラパックを中心に青果物向けフィルム包装資材
市場で、中部地区で約４０％、全国で約１０％のシェアを持つ。

3333 食品包材食品包材食品包材食品包材のののの国際標準規格国際標準規格国際標準規格国際標準規格へへへへ注目注目注目注目ののののＰＡＳＰＡＳＰＡＳＰＡＳ223223223223・・・・邦訳版邦訳版邦訳版邦訳版ををををＷＥＢＷＥＢＷＥＢＷＥＢでででで発売発売発売発売　ＢＳＩ　ＢＳＩ　ＢＳＩ　ＢＳＩグループジャパングループジャパングループジャパングループジャパン
　ＢＳＩ（英国規格協会）グループジャパンは１７日、食品包装材メーカー向けの新企画である
「ＰＡＳ223」（食品製造者向けの前提条件プログラム）の邦訳版を発売した。同社の書籍販売の
ＷＥＢページ（http://www.bsigroup.jp/standards）から外部の販売サイトを通じて購入できる。
（ＰＤＦファイル）　価格は税込み１万６８００円。
　食品の安全性にかかわる国際規格として、これまでは食品におけるリスク管理手法であるＩＳＯ
22000（食品安全マネジメントシステム）と、同規格の前提条件プログラムを強化した規格として
２００８年にＢＳＩが発行したＰＡＳ220があった。ＰＡＳ223は、これらの規格を補強する形で、
食品包装材についての前提条件プログラムを規定したもので、今年７月１日にＢＳＩから発行され
た。同規格は大手食品・飲料メーカーが国際基準規格として、包装材メーカーとの取引の要求事項
にすることを検討しているため、世界的に注目されている。
　ＰＡＳ223の策定にはダノン、ネスレ、テトラ・パック、コカ・コーラ、ユニリーバ等の世界的な
包装材及び食品メーカーがかかわった。
　ＰＡＳ223はまた、国際食品安全イニシアチブ（ＧＦＳＩ）の食品包装資材に関する認証について
のガイダンスにも沿っており、将来、ＧＦＳＩ承認の食品安全の認証スキームの一部になることが
確実視されている。


