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松井

「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２２２２２２２２日日日日（（（（月月月月））））
1111 フィルムフィルムフィルムフィルム２２２２次加工各社次加工各社次加工各社次加工各社、、、、収益力強化収益力強化収益力強化収益力強化へへへへ次次次次のののの一手一手一手一手・・・・・・・・・・・・タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル向向向向けけけけ高度高度高度高度ニーズニーズニーズニーズにににに対応対応対応対応

　フィルム２次加工メーカーが、事業拡大に向けた新たな取り組みを加速している。高成長が続い
ているパッチパネル向けは、高度化するユーザーニーズに対応する新製品の投入を積極化。
中国を中心とするアジアでの現地展開を推進するとともに、環境・新エネルギー分野への取組みも
強化している。これまで需要を牽引してきた液晶テレビ向けの先行きが不透明なだけに、各社は収
益源の多角化を図ることによって経営基盤を固めたい考え。
　リンテックは、生産工程を短縮できる次世代型の太陽電池用バックシートや、環境配慮型製品の
開発を進め、売上高比率を４０％に引き上げるとしている。
　サンエー化研はタッチパネル向け部材、ガラス用保護フィルムの新製品を投入した。粘着剤など
を工夫し、貼り合わせ後の浮きの問題を解決した。
　藤森工業は医薬・医療向けの包装材料を強化しており、新たにライフサイエンスに特化した事業
所の立ち上げを予定。研究開発への投資も積極的に行っており、ＬｉＢの外装用ラミネートや部材
の開発も進めている。
　各社の２０１１年４－６月期決算は、液晶パネルメーカーの一部生産調整により売上高は減少傾
向だが、ハードコートフィルムや製造工程で使用される保護フィルムや製造工程で使用される保護
フィルム、剥離フィルムなどの売れ行きが堅調。ただ、スマートフォンなどは液晶テレビと比較す
ると１台当たりの使用面積が小さい。年末商戦に向けて各種ＦＰＤ用フィルムは伸びが予想されて
いるが、液晶テレビ向けは鈍化すると見られる。

1111 持続成長持続成長持続成長持続成長とととと化学化学化学化学のののの力力力力――――トップトップトップトップにににに聞聞聞聞くくくく――――　　　　　　　　　　　　旭化成旭化成旭化成旭化成　　　　藤原藤原藤原藤原　　　　健嗣健嗣健嗣健嗣　　　　社長社長社長社長
　　　　モノモノモノモノづくりのづくりのづくりのづくりの強強強強ささささ再認識再認識再認識再認識、、、、新新新新しいしいしいしい価値提供価値提供価値提供価値提供をををを使命使命使命使命にににに

　東日本大震災と原子力発電所の事故は大きな被害をもたらしただけでなく、人々の意識、社会構
造さえも変えようとしている。産業活動に於いてはサプライチェーンの寸断が大きな問題として取
り上げられたが、化学素材の重要性も再認識されるようになった。
▼東日本大震災が日本経済に与える短中期的影響は。
「当社でも昨年度決算で特損を出したが、今年度に入ると思ったよりモノは出ているし、どの事業
会社も滑り出しは良いようだ。問題は電力で、生産への影響と消費マインドの減退の２つが考えら
れる。自然エネルギーがベース電力になり得ないなか、本当に整合性を持ってエネルギー構造を変
えていけるものか。むしろ技術的に安全な原発の使い方を英知を結集して確立すべきではないか。
廃燃料や廃炉の問題についても国際的枠組みで、しかも今すぐに取り組んでいく必要があるだろう」
▼日本のモノづくりを再評価するとすれば。
「あえて言えば、モノづくりの力が強かったからこそ、（産業面では）これぐらいの被害で済んだ
といえるだろう。他の国だったらこんなに早く立ち直ることはなかったはずだ。メンテナンス、材
料、支援体制など、社会としての厚みがある。」
▼日本でのモノづくりは将来どうなりますか。
「今回の震災で供給に影響が出たキーマテリアル、キーコンポーネンツのほとんどが日本の発明に
よるものだ。しかし、これらは１つひとつの量が少なく、今度の震災でジャスト・イン・タイムで
対応できないことが分った。在庫を持つなり、ベンダーを多様化するなりの対応を図っていくしか
ない。一方でバルキーなものはやはり海外で生産するということになるが、その場合に重要になる
のは次世代領域において日本発の標準化を確立すべきということだ。また、汎用品であっても特殊
化の動きがさらに強まり、ジャスト・イン・タイム方式で供給を継続する小ロット製品もなくなる
ことはない。汎用といえども２極化が進むことになり、大震災がそのきっかけとなるのではないか」

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ充実充実充実充実へへへへ一石一石一石一石をををを投投投投じるじるじるじる２２２２報告書報告書報告書報告書
　ものづくりでは大量のエネルギーを消費して二酸化炭素を排出する。加えて原料の採取・輸送、
製品の流通、消費、廃棄など製品のライフサイクルにおいてもＣＯ２が発生、環境に負荷を与える。
化学産業はエネルギー消費・ＣＯ２発生の多い産業に分類されるが、ライフサイクル全体でみると
ＣＯ２削減に貢献していると主張してきた。これは必ずしも正当に受け入れられていないが、その
一因はライフサイクルを通じた定量的な分析・評価（ＬＣＡ）の遅れだ。これに一石を投じる提言
・報告書が日本学術会議、日本化学工業協会から発表された。
　最近では主に消費財を対象にするカーボンフットプリント制度が導入されたが、データを作成す
る際に推定値を用いることもあり恣意的になりがちという意見も多く、定量的かつ信頼性の高いＬ
ＣＡ構築は容易ではない。
　学術会議は「資源循環型ものづくりを実現するための学術的指針―地球温暖化対策を主対象に」
を提言した。ライフサイクルの各工程で使用するエネルギーを削減するには素材利用を最小化し、
かつその再生を最大化することが「素材とエネルギーを含めた資源循環型ものづくり」の減速と強
調した。
　日化協は「国内における化学製品のライフサイクル評価報告書―温室効果ガス削減に向けた新た
な視点」を発表した。２００９年に国際化学工業協会協議会（ＩＣＣＡ）が試算した、化学製品の
製造過程で排出されるＣＯ２と、製造された化学製品の使用によって削減されるＣＯ２の比較を実
証的に示すことが狙いだ。具体的ンは２０年時点で普及が予想される８製品を選び、競合製品と比
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較した。航空機では炭素繊維を用いて従来と同じ性能・安全性を保ちつつ軽量化すると、原料・製
造組立て工程で１２２万トンのＣＯ２削減が可能とした。
　成長戦略においてグリーンイノベーションの重要性が高まっているが、その推進は部分最適では
なく全体最適を視野に入れ、科学的、定量的データに基づいて実行すべきだ。政府には、ＬＣＡの
役割を再認識した積極的支援を望みたい。

2222 三菱商事三菱商事三菱商事三菱商事・・・・・・・・・・・・中央化学中央化学中央化学中央化学ににににＴＯＢ、ＴＯＢ、ＴＯＢ、ＴＯＢ、連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社でででで再建加速再建加速再建加速再建加速
　三菱商事は１９日、中央化学に対し株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施すると発表した。買い付
け価格は１株３８６円、期間は９月５日から１０月１９日まで。化学品グループのバリューチェー
ン強化の一環として、プラスチック食品容器加工で高度な技術を有し、成長する中国事業を強化中
の中央化学を連結子会社化する。
　三菱商事は現在、中央化学の株式（自己株式を除く）の９．３７％を、連結子会社の三菱商事パ
ッケージングが４．９６％保有している。今回のＴＯＢでは、中央化学の筆頭株主である渡辺明人
氏が保有する４９０万７８４７株（２４．３６％）のうち４７９万８０００株（２３．８１％）と
第２位株主である渡辺興産が保有する３９８万株（１９．７５％）の全てを取得する予定。
　ＴＯＢに成功すれば、三菱商事は中央化学に取締役の過半数を派遣する。一方、中央化学の宇川
進社長は引き続き代表取締役を務める。

3333 凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷・・・・・・・・・・・・高耐性包材高耐性包材高耐性包材高耐性包材をををを拡販拡販拡販拡販、、、、医薬医薬医薬医薬・・・・洗剤向洗剤向洗剤向洗剤向けけけけ狙狙狙狙うううう
　　　　複合容器内装複合容器内装複合容器内装複合容器内装にもにもにもにも採用採用採用採用、、、、１３１３１３１３年度年度年度年度５５５５億円規模億円規模億円規模億円規模にににに

　凸版印刷は、アルコールや香料成分など、浸透性の高い内容物の軟包装化を実現する「高耐性包
材」の拡販を加速する。すでに採用されている入浴剤向けやアルコール除菌剤向けのパウチで更な
る顧客獲得を狙うほか、アルカリ性の強い洗剤・クリーナーやうがい薬といった医薬品分野などを
中心に代替を加速していく。
　高耐性包材は、これまでガラス瓶、金属缶、プラスチックボトルなど剛性容器でしか保存できな
かった内容物に対し、パウチやラミネートチューブといった軟包装での保存を可能にする技術を採
用した包装材料。高耐性包材はアルコール濃度が９０％の内容物でも包装材の強度を保つことが確
認されており、消防法で定められている軟包装の上限（内容物のアルコール濃度６０％）を十分に
クリアーできる。多様な包装形態を顧客に提案することで、軽量化・省資源化の選択肢を広げてい
く方針だ。

10101010 新新新新たなたなたなたな環境管理手法環境管理手法環境管理手法環境管理手法　　　　導入機運高導入機運高導入機運高導入機運高まるまるまるまる、、、、CCCC－ＬＣＡ　ＭＦＣＡ－ＬＣＡ　ＭＦＣＡ－ＬＣＡ　ＭＦＣＡ－ＬＣＡ　ＭＦＣＡ・・・・・・・・・・・・ポイントポイントポイントポイントはははは““““見見見見えるえるえるえる化化化化””””
　　　　両手法両手法両手法両手法のののの組組組組みみみみ合合合合わせにもわせにもわせにもわせにも期待期待期待期待、、、、標準化標準化標準化標準化もももも後押後押後押後押しししし

　モノづくりに関わる新たな環境管理手法の導入機運が高まっている。
省資源化分野に於いては「マテリアルフローコスト会計」（ＭＦＣＡ）のＩＳＯ化が決まり、温暖
化防止領域では「カーボンライフサイクル分析」（C－ＬＣＡ）手法の導入が活発化するとともに、
統一化作業が化学産業で始まる見通し。両手法とも部分的にしか管理されていなかったマテリアル
ロス（廃棄物）、製品ライフサイクルＣＯ２を可視化して、改善点を抽出することがポイント。
標準化を機に、さらなる普及が期待されている。

　　　　８８８８月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（火火火火））））
12121212 台湾石化台湾石化台湾石化台湾石化４４４４社社社社　ＳＩＮＯＰＥＣ　ＳＩＮＯＰＥＣ　ＳＩＮＯＰＥＣ　ＳＩＮＯＰＥＣとととと枠組枠組枠組枠組みみみみ協定協定協定協定・・・・・・・・・・・・福建省福建省福建省福建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　「　「　「　「政治判断政治判断政治判断政治判断」」」」がががが焦点焦点焦点焦点

　　　　精製精製精製精製１６００１６００１６００１６００万万万万トントントントン、、、、エチレンエチレンエチレンエチレン１２０１２０１２０１２０万万万万トントントントン　　　　１４１４１４１４年稼働目指年稼働目指年稼働目指年稼働目指すすすす
　台湾の石化産業が内外で動き出している。先頃、台湾鄹合化学品（ＵＳＩ）や李長栄ら台湾企業
４社は中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）と中国・福建省古雷で大型石化コンプレックスの建設計画の枠
組み協定を結んだ。２０１４年の稼働開始をメドに、年産処理能力１６００万トンの石油精製設備
とエチレン年産１２０万トンのナフサクラッカーを軸に２６のダウンストリーム設備を含むプロ
ジェクト。
　ただ、現時点では台湾政府は中国におけるナフサクラッカーへの投資を認めておらず、政治判断
が焦点になってくる。一方、台湾内では頓挫した大型石化計画「國光プロジェクト」が建設候補地
の変更、規模の縮小、ダウンストリームに焦点、という条件で新たな展開を見せており、今後の動
向に注目が集まっている。

　　　　８８８８月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水））））
3333 ７７７７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・・・・・・・・一転一転一転一転マイナスマイナスマイナスマイナスにににに　ＯＰＰ　ＯＰＰ　ＯＰＰ　ＯＰＰはははは３３３３．．．．８８８８％％％％減減減減、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰはははは３３３３．．．．８８８８％％％％減減減減

　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、７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３．８％減の１万８７８６トン、
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムは、同３．８％減の１万３２７０トンだった。
　先取り需要の反動。

【７月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

3333 １０１０１０１０肥料年度肥料年度肥料年度肥料年度　　　　複合肥料出荷複合肥料出荷複合肥料出荷複合肥料出荷４４４４．．．．５５５５％％％％増増増増・・・・・・・・・・・・高度化成高度化成高度化成高度化成などなどなどなど軒並軒並軒並軒並みみみみ伸長伸長伸長伸長

工業用・他

７月 前年同月比 ７月 前年同月比

Ｏ
Ｐ
Ｐ

食品 14,001 96.6

工業用・他 3,238 92.6

10,960 105.2
繊維・雑貨 1,190 100.0 繊維・雑貨 1,543 97.3

Ｃ
Ｐ
Ｐ

食品

内需計 18,429 96.1 内需計
259 45.2

508 41.9
13,011 98.4

輸出 357 101.1 輸出

20,467 102.4
合計合計合計合計 18,78618,78618,78618,786 96.296.296.296.2 合計合計合計合計 13,27013,27013,27013,270 96.296.296.296.2
在庫 24,205 在庫91.3



　日本肥料アンモニア協会はこのほど、２０１０肥料年度（１０年７月～１１年６月）需給実績を
まとめた。複合肥料（高度化成、普通化成、ＮＫ化成）の国内出荷数量（都道府県向けと原料用外
販）の合計は、前年度比４．５％増の１１５万８４５４トンだった。高度化成、普通化成、ＮＫ化
成いずれも前年度出荷量に対し伸びを示した。

【１０肥料年度（７－６月）主要品目の年間需給】（単位：トン、前年比％）

12121212 「「「「プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックごみのごみのごみのごみの処理方法処理方法処理方法処理方法をををを考考考考えるえるえるえる研究会研究会研究会研究会」」」」提言提言提言提言
　　　　廃容器包装廃容器包装廃容器包装廃容器包装プラプラプラプラ・・・・・・・・・・・・““““ごみごみごみごみ発電発電発電発電””””ででででＴＲＴＲＴＲＴＲ拡大拡大拡大拡大－－－－社会社会社会社会コストコストコストコスト低減低減低減低減、、、、省省省省エネエネエネエネ
　ＰＥＴ　ＰＥＴ　ＰＥＴ　ＰＥＴボトルボトルボトルボトル・・・・トレートレートレートレーははははＭＲＭＲＭＲＭＲでででで

　廃容器包装プラスチックの処理・リサイクルのあり方を検討する「プラスチックごみの処理方法
を考える研究会」（代表・稲葉敦、工学院大学教授）はこのほど、ＰＥＴボトルと白色トレーを除
く廃容器包装プラを「可燃ごみ」として処理し、ごみ発電によるサーマルリサイクル（ＴＲ）を増
やすことを提言する中間報告書をまとめた。
　熱量の大きいプラスチックのＴＲを増やすことで、リサイクルにかかる社会コストを低減でき、
省エネ・環境負荷低減効果も見込めるという。研究会は来年以降の容器包装リサイクル法（容リ法）
改正も見据え、関係各省や消費者団体などにも提言への理解を求めて行く。

☆☆☆☆中間報告中間報告中間報告中間報告はこちらからはこちらからはこちらからはこちらから
http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRhokokusyo220110824.pdf

☆☆☆☆説明説明説明説明ののののＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴ資料資料資料資料はこちらからはこちらからはこちらからはこちらから
http://www.ns.kogakuin.ac.jp/~wwb1046/TRsetsumei.pdf

12121212 市町村市町村市町村市町村のののの廃廃廃廃ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル・・・・・・・・３３３３分分分分のののの１１１１はははは独自独自独自独自ルートルートルートルートへへへへ、、、、環境省環境省環境省環境省がががが調査調査調査調査「「「「高高高高くくくく販売販売販売販売」」」」がががが理由理由理由理由
　環境省は、市町村における廃ＰＥＴボトルの独自処理に関する実態調査結果をまとめた。
廃ＰＥＴボトルの分別収集を行う１７５０市町村を対象に実施。容器包装リサイクル法の指定法人
ルートの処理量の割合はおよそ３分の２で、この３年間ほとんど変わらない。
　廃ＰＥＴボトルは通常は容リ法の指定法人ルートで再商品化されるが、輸出など独自ルートを使
用する市町村もみられる。同省ではその実態を把握するための調査を毎年行っている。
　市町村が独自ルート処理を行う理由は、「指定法人ルートよりも高く販売できる」（４５．２％）
が最多で、「小ロットでも引き取ってもらえる」（３１．７％）、「量が多いときに迅速引き取る
など柔軟に対応してもらえる」（３０．５％）と続く。
　使用済みＰＥＴボトルの行き先（０９年度実績）は、「国内で再商品化されている」が５５・９
％。一方、「原料化から先は把握していない」（２４．１％）と「全部または一部が海外に輸出」
（１４．３％）を合算、最大で３８．４％の市町村が使用済ＰＥＴボトルを海外輸出している可能
性があるという。

　　　　８８８８月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））
1111 産総研産総研産総研産総研・・・・大日精化大日精化大日精化大日精化・・・・関東化学関東化学関東化学関東化学、、、、セシウムセシウムセシウムセシウム吸着材吸着材吸着材吸着材をををを開発開発開発開発・・・・プルシアンブループルシアンブループルシアンブループルシアンブルー利用利用利用利用、、、、布布布布・・・・液液液液・・・・ビーズビーズビーズビーズ

　産業技術総合研究所は２４日、大日精化工業、関東化学と共同で、多様な用途に使用できる各種
セシウム吸着材を開発したと発表した。青色顔料のプルシアンブルー材料の２種類を適切に使い
分けることで、布状、液状、ビーズ状などの形態にした。　
　プルシアンブルーはセシウム吸着材として、ゼオライトなどの天然鉱物と並んで知られている。
高いセシウム吸着能力を持ち安価で、金属置換によりさらに改善できるなどの特徴がある。
　既に吸着材の一部は各種実証試験において使用中または使用される予定。産総研は今後、各種
吸着材の実証試験を進めるとともに、大規模面積に展開できる体制を整えるため関連企業などとの
連携を進める。

1111 三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学　　　　新新新新フォーミュラフォーミュラフォーミュラフォーミュラ実施実施実施実施・・・・・・・・・・・・粗粗粗粗ＣＣＣＣ４４４４留分留分留分留分　　　　ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン市況市況市況市況にににに連動連動連動連動
　三菱化学は、ブタジエン価格に連動させたクルード（粗）Ｃ４留分価格フォーミュラを実施する。
需要家と７月末までに合意しており、４月に遡って適用する。適用期間は複数年。同社はナフサ価
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24,048 99.0
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在庫 37,599 122.9 在庫



格に１００％連動させたフォーミュラを採用していたが、ブタジエン価格の高止まりが定着し、ナ
フサとの価格差が３０００ドル前後まで拡大していることから、市場の状況に対応させたフォーミ
ユラが不可欠と判断した。石油化学原料事業の採算是正と、ナフサクラッカーの稼働率安定につな
げたいとしている。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・人民元建人民元建人民元建人民元建てててて投資投資投資投資、、、、規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和　　　　貿易決済貿易決済貿易決済貿易決済はははは全土全土全土全土にににに拡大拡大拡大拡大、、、、国際化国際化国際化国際化へへへへ加速加速加速加速
　中国政府は人民元の国際化を促すため、資本取引規制の緩和や貿易決済の解禁地域拡大を相次ぎ
打ち出した。中国は世界最大の輸出国。為替リスク軽減を図りたい企業の人民元ニーズは国内外で
高まっており、利便性向上で利用に弾みがつきそうだ。
　中国商務省は、外国企業が貿易決済等で人民元建て債券、株式発行など「合法的な手段」で調達
した人民元を、そのまま中国に投資することを認める新ルールを策定した。
外国企業が中国で獲得した人民元建て利益や持ち株譲渡、減資、会社清算等で得た人民元も投資を
認める。
　一方、中国人民銀行は一部地域で実施していた全世界を対象にした人民元建て貿易決済を、国内
全土で解禁する方針を発表した。これまでは外国人が人民元を得ても投資できる対象が限られ、使
い勝ってが悪かった。「直接投資の対象拡大で、国際通貨化が一段と加速する」との見方も出てい
る。

　　　　８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・再生再生再生再生エネエネエネエネ法施行法施行法施行法施行にににに産業政策産業政策産業政策産業政策のののの視点視点視点視点をををを

　菅直人首相退陣の条件として注目を集めた再生可能エネルギー特別措置法案がきょうの参議院で
可決・成立する。当初の目的は地球温暖化対策だったが、原子力発電所事故を契機に「脱原発」の
切り札として関心が高まった。一方で再生エネルギーによる発電コストは割高だけに化学、鉄鋼、
など電力多消費産業の負担軽減措置で与野党が合意したことは評価したい。
　既に太陽光発電の余剰買い取り制度は導入されているが、東日本大震災が発生した３月１１日に
閣議決定した再生エネルギー法案は、現在９％程度にとどまっている太陽光、風力、水力、地熱、
バイオマスを用いて発電された電気全量の買い取りを電力会社に義務付け、エネルギー供給構造の
変革を促すものだ。
　再生エネルギー導入によるコストアップ分は広く国民が負担することになるが、過大な負担を強
いられる電力多消費型産業の軽減措置が焦点になった。日本ソーダ工業会などが負担軽減を求めた
が、経産省は特別措置は認めないという方針を示してきた。　
　経済活動の基盤を支える産業が国際的にイコールフッテイングで競争するためには不可欠な対策
という認識で見直された結果、売上高に対する電力使用量の比率が製造業平均の８倍を超える場合、
８割以上の軽減措置という基準が示された。また、買取単価の決定は経産省から中立的な第三者機
関に委ねることになった。ソーダ工業会の他にも産業・医療ガスなどは素材産業から機会・エレク
トロニクス等先端産業まで支えているため、過剰な負担はこうした産業の収益力悪化にとどまらず
原材料のコストアップによる需要業界の海外生産移管を加速することにもなりかねない。
　原発を含めたエネルギー政策、地球温暖化対策、国内生産を可能にする競争力維持の為の産業政
策など総合的な視点から再生エネルギーの位置付け、普及に向けた取り組みが必要になる。

2222 ７７７７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４４４４．．．．７７７７％％％％減減減減　　　　　　　　　　　　主要樹脂内需主要樹脂内需主要樹脂内需主要樹脂内需ももももマイナスマイナスマイナスマイナス　　　　　　　　
　石油化学工業協会がまとめた７月のエチレン生産量は、前年同月比４．７％減の５６万６０００
トンとなった。前月比では８．０％増。稼働プラントの実質稼働率試算は８８．７％。　
稼働率の低下は、東日本大震災後に輸入品が増えたこと、中国需要の低迷によりアジア市場で需給
が緩んだことなどが影響した。　

【７月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、％）

【７月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

2222 米国米国米国米国・・・・シェールガスシェールガスシェールガスシェールガス　　　　掘削時掘削時掘削時掘削時のののの環境対策進展環境対策進展環境対策進展環境対策進展・・・・・・・・・・・・使用薬品使用薬品使用薬品使用薬品のののの公表義務付公表義務付公表義務付公表義務付けなどけなどけなどけなど州単位州単位州単位州単位でででで
　米国各州でシェールガス掘削時の環境対策の整備が進んでいる。岩盤の破砕に用いる水に加える
薬品が水質を汚染するとの懸念に対応したもので、使用薬品の提出と公表が主な内容。これまで水
圧破砕を禁止していたニューヨーク州でも、掘削禁止区域の設定などを通じ開発を可能にする方向
で議論が進んでおり、シェールガス開発が一段と活発になりそうだ。
　飲料用帯水層の深度が１００～４０００メートル程度であるのに対し、シェールガス層は３００

生産高 前月比 前年同月比

エチレン 566.0566.0566.0566.0 108 95959595
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ＰＰ 211.4 112 103

在庫
国内国内国内国内 輸出 計

71 90

生産
出荷出荷出荷出荷

ＬＬＬＬ
ＤＤＤＤ

数量 149.0 112.3

前年同月比 110 92 124

385.1
前月比 101 98 74 95 107

10.5 122.8

ＨＨＨＨ
ＤＤＤＤ

数量 67.1 63.9

前年同月比 78 88
前月比 90 100 99

92 94

100

196.6
100 97

7.8 71.7

57 83

ＰＰＰＰ
ＰＰＰＰ

数量 211.4 193.6

前年同月比 103 94 109

609.7
前月比 112 100 99 100 100

14.7 208.3



～４０００メートルと深い為因果関係は明確ではないが、フランスのように環境影響に配慮して水
圧破砕によるガス開発を禁止する国も現れており、米連邦政府も関係性の有無について、１４年ま
でに検証結果をまとめる方針だ。
　こうしたなか規制当局である各州政府では、環境対策の整備が進んでいる。最大の産ガス州であ
るテキサス州では、水圧破砕の圧入水に添加する薬品名の提出とウエブサイトでの公表を義務付け
る法律が９月１日に発効する。同様の法律は既にワイオミング州、アーカンソー州でも整備され、
ルイジアナ州、モンタナ州、ニューヨーク州でもこうした動きがある。「規制や監督権が連邦では
なく州政府に属することは、米国におけるシェールガスの急速な開発を可能にした大きな要因の１
つ」。

3333 ７７７７月月月月エチレンエチレンエチレンエチレン用輸入用輸入用輸入用輸入ナフサナフサナフサナフサ・・・・・・・・２２８２２２８２２２８２２２８２円下円下円下円下げのげのげのげの５５５５万万万万３９２８３９２８３９２８３９２８円円円円
　経産省がまとめた７月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、輸入単価は１キロ当たり５万
３９２８円で、前月よりも２２８２円値下がりした。ドル建て単価は９７８．２ドルで、前月より
３９．６ドル値下がりした。為替レートは０．５円円高に振れ８０．４円。

3333 プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製品製品製品製品・・・・値上値上値上値上げげげげアナウンスアナウンスアナウンスアナウンス相次相次相次相次ぐぐぐぐ・・・・・・・・・・・・円高急進円高急進円高急進円高急進、、、、コストコストコストコスト転嫁転嫁転嫁転嫁にににに不透明感不透明感不透明感不透明感
　原料価格の高騰を受けて、プラスチック製品の価格改定のアナウンスが相次いでいる。ナフサ基
準価格が、１－３月、４－６月と上昇したことや、これを受けて原料プラスチック段階で今年に入
り段階的に実施されたこと、さらには原料モノマー類のアジア市況が上昇していること―等が背景。
　ただ、急激な円高を背景に、円建てベースの原料価格がここにきて足踏みしており、川下産業に
よってはデフレ圧力の強い分野もあるためコスト転嫁には不透明感もあり、プラ製品メーカーは正
念場の秋を迎えそうだ。
　原油・ナフサ価格はドルベースでみた輸入価格がここにきて横ばい推移している上、急激な円高
により円建てベースでは値下がり傾向にあることから、デフレ傾向が強い川下産業向けでは、プラ
製品の値上げに対する抵抗も予想されている。

3333 中国中国中国中国ののののプラプラプラプラくずくずくずくず輸入輸入輸入輸入・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１年年年年もももも拡大傾向拡大傾向拡大傾向拡大傾向、、、、上期上期上期上期でででで４００４００４００４００万万万万トントントントン突破突破突破突破　ＰＥ　ＰＥ　ＰＥ　ＰＥ系等伸系等伸系等伸系等伸びびびび顕著顕著顕著顕著
　中国のプラスチックくず輸入がいぜん、高水準で推移している。２０１１年１－６月の輸入量は
４０４万トンと、上期としては初めて４００万トンを突破した。通年の輸入量が過去最高だった
２０１０年の８０１万トンを上回る可能性が高まっている。品目別では、最大製品のポリエチレン
系が一段と拡大している他、ポリプロピレンが中心とみられるその他も昨年を上回る勢いで輸入が
拡大している。

12121212 台湾台湾台湾台湾ＦＰＧＦＰＧＦＰＧＦＰＧ・・・・中国展開中国展開中国展開中国展開をををを大幅見直大幅見直大幅見直大幅見直しへしへしへしへ・・・・・・・・・・・・寧波寧波寧波寧波のののの第第第第２２２２期期期期ダウンストリームダウンストリームダウンストリームダウンストリーム白紙撤回白紙撤回白紙撤回白紙撤回のののの可能性可能性可能性可能性もももも
　台湾プラスチックスグループ（ＦＰＧ）が、中国展開の大幅見直しに迫られている。昨年ＦＰＧ
は中国・寧波で第２期ダウンストリーム増強計画を策定。原料確保のため、中国石化（ＳＩＮＯＰ
ＥＣ）とナフサクラッカーの合弁を模索してきた。ただ、台湾企業による中国でのナフサクラッカ
ーへの投資が禁じられていりことに加えて、ＳＩＮＯＰＥＣがダウンストリームへの参加も条件と
して提示していることに難色を示したＦＰＧとの間で交渉が決裂したもよう。
　一連の火災事故などで供給能力が低下する台湾・麦寮拠点から寧波への原料供給も厳しい状況の
ため、寧波における第２期ダウンストリーム増強計画が白紙撤回される可能性が高まっている。
　一方で、ＳＩＮＯＰＥＣと台湾石化４社が大型石化コンプレックスを計画する福建省古雷で独自
の石化コンプレックス計画の可能性も浮上しているが、先行きは不透明な情勢だ。
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　中国の化学業界では、金融政策の影響が荷動きや投資活動の足かせとなっている。「最近ではユ
ーザーが、これまでの半分もしくはそれ以下の単位でしか購入しなくなっている」という例が示す
取引の縮小や「設備投資をしようにも、外資系銀行では資金枠がなくなっており資金調達難に苦慮
している」など、企業活動にも影を落としている状況。
　資金調達難から、化学品市場では「デイーラーを中心に在庫を吐き出して資金を確保」といった
動きも出ており、需給バランスの軟化で一部製品の市況下落につながっている。ただ中国国内の化
学工業自体は堅調に推移している。なお、日系企業には高水準で推移する円高が課題になっており
今後、中国への生産移転の動きが加速するという見方が多い。


