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　日本ポリエチレン製品工業連合会
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）

　　　　９９９９月月月月０５０５０５０５日日日日（（（（月月月月））））
1111 野田内閣発足野田内閣発足野田内閣発足野田内閣発足でででで石化協会長石化協会長石化協会長石化協会長・・・・・・・・・・・・現実的現実的現実的現実的・・・・着実着実着実着実なななな政権運営政権運営政権運営政権運営をををを

　石油化学工業協会の高橋恭平（昭和電工会長）は２日、野田内閣発足にあたってコメントを発表
した。新内閣に対し現実的な政権運営とともに、危機的局面にある日本経済の立て直しを要請した。
　内容は次の通り。ここ２年間の政権与党としての苦い経験を生かし、現実的かつ着実な政権運営
をお願いしたい。新首相は財政、経済への理解が深い方なので、危機的状況にある日本経済をある
べき方向に引っ張って頂きたい。とくに税制改正などについては、厳しい国際競争下にある産業界
の実態をよく踏まえたうえで実施して頂きたい。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ免税恒久化免税恒久化免税恒久化免税恒久化へへへへ最後最後最後最後ののののチャンスチャンスチャンスチャンス
　いつもなら８月末に行われる来年度の政府予算の概算要求、税制改正要望は、東日本大震災後の
政治混乱によって１カ月遅れになりそうだ。経済界は２０１２年度税制改正の要望を提出している
が、化学業界ではナフサなど石油化学原料の免税恒久化を最重要課題に掲げている。この２年間は
税収不足の代替財源に取り上げられたナフサ課税の動きに振り回され、どうにか租税特別措置法（
租特）による免税は継続した。今年は業界の悲願であり、本来の要望の「本則による免税恒久化」
実現に向けて最後のチャンスという決意が必要である。
　１２年度税制改正において、ナフサ課税問題の重要性が高まっているのは「今年、免税恒久化を
実現できなければ、来年度以降はもっと難しくなる」という認識が経産省首脳にもあることだ。
　日本の石化工業に量的な拡大は期待できないものの、国際競争を行う最低限の条件である原料税
制における国際的イコールフッテイングを実現しない限り、縮小均衡は避けられない。石化産業が
転換期を迎える中で、１２年度の税制改正におけるナフサ課税問題の重要性を再認識して、免税の
本則恒久化を実現してほしい。

10101010 ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル　　　　国内循環国内循環国内循環国内循環へへへへ““““ＢｔｏＢＢｔｏＢＢｔｏＢＢｔｏＢ””””・・・・・・・・・・・・飲料各社飲料各社飲料各社飲料各社がががが検討検討検討検討、、、、００００のののの字字字字リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル実現実現実現実現
　　　　海外流出海外流出海外流出海外流出のののの抑制抑制抑制抑制にににに期待期待期待期待

　使用済ＰＥＴボトルの新たなマテリアルリサイクル（ＭＲ）システム「ＢｔｏＢ」の構築が始ま
った。高度化リサイクルにより製造した再生樹脂を飲料用ボトルに戻すことで、良質な“都市油田”
である使用済ＰＥＴボトルの国内循環を促すもの。従来“Ｕの字”“Ｌの字”であった国内リサイ
クルチェーンが“Ｏの字”に代わるため、課題となっているＰＥＴボトルの海外流出が抑制できる。
既存用途におけるリサイクルの活性化にもつながると期待されている。

　単一素材で単品回収が可能な
使用済みＰＥＴボトルは、ＭＲ
に適した循環資源。
　ただ、国内で回収されるＰＥ
Ｔボトルの約３分の２は買取価
格の高い中国など会議に流出し
ているのが現状。
　容リ法による回収量は約２０
万㌧にとどまり、再生設備の
平均稼働率は５割程度に落ち込
んでいるという。

12121212 タイタイタイタイ石化大手石化大手石化大手石化大手・・・・・・・・・・・・チャンドラチャンドラチャンドラチャンドラ株買収株買収株買収株買収にににに名乗名乗名乗名乗りりりり、、、、テマセクテマセクテマセクテマセク持分持分持分持分２２２２２２２２．．．．８７８７８７８７％％％％海外投資海外投資海外投資海外投資にににに照準照準照準照準
　インドネシアの石化大手チャンドラ・アスリペトロケミカルにタイ石化大手が出資に乗り出そう
としている。チャンドラに現在２２．８７％出資するシンガポール政府系投資会社テマセク・ホー
ルデイングスが全株の売却を検討しており、その持分買収にＰＴＴグループ、サイアムセメントグ
ループ（ＳＣＧ）が名乗りを上げている。タイの石化産業はマプタプット問題が解決したものの、
川上の大型投資は当面難しい状況にあり、ＰＴＴとＳＣＧの二大企業は海外投資拡大を経営課題の
１つに挙げている。
　一方、インドネシアは多くの石化製品の国内生産が需要に追い付かず、輸入に依存する構造が続
く。チャンドラはオレフィン増強を検討するほか、ブタジエン抽出設備新設に乗り出しており、さ
らに、ブタジエンの川下ではスチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）の企業化なども視野に入れ始めて
おり、積極投資を模索中だ。

　　　　９９９９月月月月０６０６０６０６日日日日（（（（火火火火））））
2222 ＨＤＰＥＨＤＰＥＨＤＰＥＨＤＰＥ各社各社各社各社　　　　円高円高円高円高でででで事業環境急変事業環境急変事業環境急変事業環境急変・・・・・・・・差別化戦略待差別化戦略待差別化戦略待差別化戦略待ったなしったなしったなしったなし、、、、輸入急増輸入急増輸入急増輸入急増　　　　センターセンターセンターセンター問題問題問題問題のののの波及波及波及波及
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　高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）各社が苦境に立たされている。４月以来輸入が急増しており、
樹脂の輸入は７月には１万トンを超えた。加工製品の輸入も４月以降は３万トン前後で推移してい
る。ＨＤＰＥ各社はもともと数年かけて差別化製品の比率を上げて生き残りを図る方針だが、事業
環境の急変により速い決断を迫られている。ただ、設備能力の削減はエチレンセンター問題に直結
するだけに問題は根深い。
　ＨＤＰＥはレジ袋など加工製品でも約３万トンが輸入されている。もともとＨＤＰＥ各社は、汎
用グレードはエタンベースの海外製品と太刀打ちできないと認識しており、事業構造改革が必要と
していた。ＨＤＰＥ最大手の日本ポリエチレンは川崎、水島、大分の３工場に計４７万５０００ト
ン能力を備えている。このうち大分生産のガソリンタンクグレードは国内市場を独占し、貯蔵タン
ク用大型ブロー成型品も強化している。また、水島の印画紙ラミグレードの拡充を検討している。
　プライムポリマーは、千葉の市原及び姉崎に計３系列を有し、メタロセンＨＤＰＥ「エボリュー
－Ｈ」で早期に５万トンの需要を獲得すべく,マーケテイングを活発化させている。
　東ソーは次世代ＨＤＰＥと位置付ける高溶融張力ポリエチレン（ＨＭＳ－ＰＥ）の量産を昨秋開
始し、３年後をめどに数万トンの需要を創出したいとしている。チーグラ触媒を用いた特殊グレー
ドと合わせて５万トン程度の販売量を確保することで、ＨＤＰＥ事業を存続させたいとしている。
　エチレン必要量の半分以上を購入し、ＨＤＰＥ事業だけの採算性で判断すればいい東ソーは例外
として、他社はいずれもセンター問題に直結する。

【ＨＤＰＥ各社の生産能力】（単位：千㌧）
旭化成ケミカルズ
チッソ石油化学
東ソー
日本ポリエチレン
日本ユニカー
プライムポリマー チッソ石油化学と丸善石油化学の
丸善石油化学 HDPEは京葉ポリエチレンが販売

10101010 廃廃廃廃プラプラプラプラ処理処理処理処理““““ごみごみごみごみ発電発電発電発電””””ででででＴＲＴＲＴＲＴＲ拡大拡大拡大拡大をををを、ＭＲ、ＭＲ、ＭＲ、ＭＲ過程過程過程過程ででででエネエネエネエネ資源資源資源資源のののの無駄無駄無駄無駄、ＬＣＡ、ＬＣＡ、ＬＣＡ、ＬＣＡのののの視点視点視点視点がががが重要重要重要重要にににに
　　　　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　　　　　　　　稲葉稲葉稲葉稲葉　　　　敦敦敦敦　　　　代表代表代表代表（（（（工学院大学教授工学院大学教授工学院大学教授工学院大学教授））））

　「プラスチックごみの処理方法を考える研究会」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。同研究会代表を務める工学院大学の稲葉敦教授に研究会
発足の背景や提言内容、廃プラリサイクルの課題について聞いた。
容容容容リリリリ法法法法にににに問題問題問題問題
　―研究会発足の背景は。
「国内でプラスチックの原料として使われるナフサを精製するのに必要な原油の量は、内需の僅か
２％。全体構成からみれば、プラスチックは原油用途の僅かを占めるに過ぎず、他の原油は重軽油
など石油製品として燃やされている」
「にもかかわらず、現状の容リ法にように、廃プラをＭＲ優先で循環させるのがいいことなのか。」
「ＭＲ優先にともなう社会的コストの増加を含め、リサイクルの専門家や樹脂メーカー等は容リ法
の課題について気付いているが、これまで社会に伝える努力が不十分だった。問題提起を行う母体
をどう作るかは、業界全体で議論すべき課題。研究家等を通じ、社会をリードできる専門知識を持
った人材の環を広げて行きたい」
　―廃プラのＭＲの課題とは。
「たとえば容リ法上の『その他プラ』はＭＲの過程で半分が残渣となってＴＲされており、完全な
ＭＲ循環はなされていない。付加価値の高い製品に再生できていないのも課題だ。リサイクルでは
コスト抑制と再生品の有効活用が大事。現状の容リ法は『燃やさないこと』が柱で、確かにＣＯ２
排出抑制には寄与しているが、コストと再生産されるものの付加価値とのバランスがとれていない」
目的目的目的目的はっきりとはっきりとはっきりとはっきりと
　―年末にも容リ法改正に向けた議論が本格化します。
「先ずは容リ法の目的をはっきりさせる必要がある。ＣＯ２削減か、もしくは石油資源の保全か。
仮にＣＯ２削減が主目的だとすると、ＭＲは分別や製品製品再生にかかるコストが大きすぎる。
容リ法の枠組みだと、１キログラムのＣＯ２を削減するのに３０～１００数十円かかる計算。
これは太陽光発電のＣＯ２削減コスト（同６０円）と同水準。（補助金などを回して）太陽光発電
で電力を生み出した方が合理的ともいえる」
ＭＲＭＲＭＲＭＲプラプラプラプラをををを限定限定限定限定
　―廃容プラリサイクルのあるべき姿とは。
「研究会では、『その他プラ』を再生しやすいポリオレフィンやポリスチレンに限定し、それ以外
のプラは燃やすのがＴＲ拡大に向けた第１ステップといった意見がある。この方法だと、分別のコ
ストや労力が軽減できる。このほか『その他プラ』を素材別にさらに細かく分別すべきといった意
見もある」
「環境省と経産省のリサイクルおよび廃棄物行政の担当者には、提言内容を伝えた。容リ法のあり
方については、国としても知恵を出しあう段階にきていると考えているようだ」
　―ごみ発電を増やす方策は。
「容リ法の枠組みで、特定事業者は年間４００億円を拠出している。この金額が使えるとすれば、
最新のごみ焼却発電所（焼却能力・日量５００トン）を２基建設できる）」
「ごみ処理場の新設に当たっては、『ノット　イン　マイ　バックヤード』意識が問題となる。
ただ、『自分の裏庭』とはどこを指すのか。こういった問題は、自治体単位でごみ収集・処理を
行うから生じる。より広域に実施すればごみも集まり易く、発電もしやすいだろう」
消費者消費者消費者消費者にににに理解理解理解理解をををを
　―今後の活動は。
「消費者にもＴＲ拡大への理解を求めて行きたい。すでに日本消費生活アドバイザー・コンサルタ
ント協会（ＮＡＣＳ）の担当者と廃プラを燃やすことのメリットなどについて話した。今後、多く
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の消費者団体と勉強会を設ける予定だ」
「ＭＲが優先される背景には、日本人の『もったいない意識』がある。ただ、節約には『金属資源』
の節約と、原油など『エネルギー資源』の節約があり、これは分けて考えるべきだろう。当然、金
属資源にも埋蔵量が有り節約すべきだ。一方で原油の２％しか使わないプラスチックをＭＲ循環さ
せる意味は本当にあるのか。ＭＲの過程でエネルギー資源を無駄に投入しているのではないか。
ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）の視点が大切だ」

10101010 環境環境環境環境・・・・原発事故担当原発事故担当原発事故担当原発事故担当　　　　細野豪志細野豪志細野豪志細野豪志　　　　大臣大臣大臣大臣・・・・・・・・・・・・災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物はははは広域処理広域処理広域処理広域処理
　　　　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普及普及普及普及　　　　あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる方法排除方法排除方法排除方法排除せずせずせずせず

　細野豪志環境・原発事故担当大臣は４日、本紙などと会見し、再生可能エネルギー普及に向けた
考え方などを語った。発言要旨は以下の通り。
＜再生可能エネルギー普及の考え方＞
　あらゆるエネルギー源について、その可能性を排除せずしっかり後押しする。どの手段が伸びる
かは、まだ誰も明確に言えない。太陽光発電は有力だが、風力、波力、地熱などすべてに可能性が
ある。どのようなエネルギー源を確保できるかが日本の明暗を握る。
　被災自治体は、それぞれの足で立ち上がって再生しなければならない。再生可能エネルギーを被
災地に大量導入すべきという議論もあるが、できるだけ自治体から意見を出してもらいたい。
環境省として支援メニューは幅広く用意するが、自治体それぞれの計画に政府が寄り添っていく姿
をとりたい。
＜環境対策の国際協力＞
　環境・エネルギーは東アジアの最大の懸案。そこで連携できる枠組みはしっかりとつくっていき
たい。

　　　　９９９９月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（水水水水））））
2222 最終消費者最終消費者最終消費者最終消費者へへへへ供給確保供給確保供給確保供給確保をををを　　　　――――石連石連石連石連、、、、エネエネエネエネ政策見直政策見直政策見直政策見直しでしでしでしで提言提言提言提言――――
　　　　温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策・・・・・・・・・・・・実現可能目標実現可能目標実現可能目標実現可能目標をををを再検討再検討再検討再検討

　石油連盟は、エネルギー政策の見直しへ向けた提言として、安定供給の確保を最優先することを
求める方向で調整を進めている。地球温暖化対策が先行した従来のあり方から原点回帰を促すもの
で、上流権益の拡大にとどまらず、緊急時を含めた最終消費者への供給確保までを視野に、国民生
活に直結した部門では、緊急時の対応力に優れた石油利用を推進。電源構成においても石油・液化
天然ガス（ＬＮＧ）・石炭のベストミックスを達成するよう訴えている。日本のエネルギー政策の
基本方針である３Ｅ（安定供給の確保、環境への適合、市場原理の活用）については、これまで
同様達成を目指すことは重要としながら、現行のエネルギー基本計画では地球温暖化対策が突出し
安定供給の確保も自主開発比率の倍増など上流部門に関心が偏っていたと指摘。今後は最終消費者
への供給確保を含めた広義の安定供給を最優先した上で、同時達成を目指すべきと主張している。
　具体的には２０３０年に向けたあるべきエネルギーのベストミックスを再検討するに当たり
①電化政策の見直し、国民生活に直結した暖房・給湯・輸送部門では緊急対応力に優れた石油利用
を推進する②電源構成については、再生可能エネルギーが拡大するなかで供給安定性に優れた火力
の重要性を踏まえ、石油・ＬＮＧ・石炭のベストミックスを達成するべき―と提言している。
　背景には、東日本大震災の教訓がある。被災地で震災直後に使用できた最大のエネルギーは灯油。
製油所も被害を受けたが、西日本の製油所をフル稼働することで玉を確保した。しかし、被災地で
油槽所やサービスステーションの機能が失われたことが一部で迅速な対応の障害となり、今後のエ
ネルギー政策において、緊急時の対応力に優れたエネルギーとして石油製品を明確に位置付け、最
終消費者への供給確保に向けてサプライチェーンの維持・強化を進めることの重要性が明らかにな
った。
　一方、地球温暖化対策については従来の数値目標を前提としたあり方を見直し、実現可能な目標
の再検討を促しており、基本方針には省エネの強化や再生可能エネルギーの導入拡大などが望まし
いとしている。加えて、国内に閉じた政策ではなく、日本の世界トップクラスにある省エネ・低炭
素技術を海外展開するなど、世界規模で二酸化炭素（ＣＯ2）削減に取り組むことの重要性を指摘し
た。

3333 経産省経産省経産省経産省　　　　７７７７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・・・・・・・・・・・・実質実質実質実質１１１１年半年半年半年半ぶりぶりぶりぶり出荷減出荷減出荷減出荷減　　　　在庫増在庫増在庫増在庫増へへへへ　　　　
　プラスチック製品の出荷がリーマンショックの影響から立ち直って以来の調整局面を迎えている。
７月出荷が速報ベースでマイナスに転じ、在庫水準も前年同月を上回る製品が続出している。
この間、電力不足や設備の被災、原燃料価格の上昇など、仮需を誘発する複数の要因が同時並行で
進行、実際の需要レベルや先行きのトレンドが把握しづらい状況が続いてきた。これらの底上げ要
因の一服とともに、二番底に直面している国内市場の実態が見え始めてきた。

【７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＞

品目 前年同期比区分 ７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 210,287210,287210,287210,287 99.599.599.599.5
出荷出荷出荷出荷 210,388210,388210,388210,388 96.296.296.296.2
在庫在庫在庫在庫 226,855226,855226,855226,855 106.3106.3106.3106.3

日用品日用品日用品日用品・・・・雑貨雑貨雑貨雑貨
生産 23,232 104.9
出荷 23,966 103.5
在庫在庫在庫在庫 19,58219,58219,58219,582 103.9103.9103.9103.9

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 59,556 100.4
出荷出荷出荷出荷 60,66260,66260,66260,662 98.698.698.698.6
在庫在庫在庫在庫 34,41134,41134,41134,411 110.7110.7110.7110.7



6666 震災契機震災契機震災契機震災契機にににに進進進進むむむむ化石燃料化石燃料化石燃料化石燃料のののの再評価再評価再評価再評価・・・・・・・・・・・・““““分散型分散型分散型分散型エネエネエネエネ””””供給柔軟性供給柔軟性供給柔軟性供給柔軟性もももも、、、、内需削減対応課題内需削減対応課題内需削減対応課題内需削減対応課題にににに
　　　　石油製品石油製品石油製品石油製品はははは““““最後最後最後最後のののの拠拠拠拠りりりり所所所所””””・・・・・・・・・・・・政策的支援不可欠政策的支援不可欠政策的支援不可欠政策的支援不可欠
　　　　原子力代替原子力代替原子力代替原子力代替ででででＬＮＧＬＮＧＬＮＧＬＮＧ拡大拡大拡大拡大・・・・・・・・・・・・気温上昇気温上昇気温上昇気温上昇などなどなどなど排出削減効果相殺排出削減効果相殺排出削減効果相殺排出削減効果相殺もももも

　日本のエネルギー政策が大幅な見直しを迫られている。東日本大震災では、石油製品の分散型エ
ネルギーとしての高い機動性が再評価され、福島第１原子力発電所の事故を受け再開の是非が問わ
れることになった原子力に代わる電源として、天然ガスの役割が増している。再生可能エネルギー
の普及促進が期待されるものの、安定したエネルギー源として機能するまでには相当時間を要する
ことは明らかで、エネルギーの基盤として化石燃料の位置付けが高まることは必至だ。

【【【【２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１－－－－６６６６月月月月のののの石油製品需給石油製品需給石油製品需給石油製品需給】】】】
　　　　　　　（単位：千キロリットル、上段は前年同期実績、下段は前年同期比％）

期初在庫

　　　　松井英生松井英生松井英生松井英生　　　　石油連盟専務理事石油連盟専務理事石油連盟専務理事石油連盟専務理事・・・・・・・・・・・・平時利用平時利用平時利用平時利用がががが緊急時緊急時緊急時緊急時のののの備備備備えにえにえにえに、、、、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強化維持強化維持強化維持強化をををを
■・・・東日本大震災では、被災地へのエネルギー供給で石油製品が大きな役割を果たしました。
「震災後、緊急で官邸から約１４００件にも上る石油製品の供給要請があった。病院、水道、通信
原子力発電所の冷却装置、避難住民の避難所向けなどさまざま。石連内にオペレーションを設け、
元売り各社が系列を超え、一致団結して対応に当たった。エネルギー供給構造高度化法の下、能力
削減に動き出す矢先のことで、この点では箇条能力がバッファーとして機能したと言える。」
「むしろ障害となったのは物流だ。ローリーでピストン輸送を行ったが、道路が寸断されている状
況下、最終消費者までの道のりは遠く、なんとか対応できたのは長時間ローリーを走らせ続けた人
間の心意気と頑張りによるところが大きい」
■・・・震災を経験して見えてきた課題は。
「港湾の浚渫や道路の復旧は比較的早く進んだが、油槽所の電源や通信の回復に時間がかかった。
衛星電話や自家発電を整備しておくことが重要だ。また、被災地への燃料供給にはドラム缶を使用
したが、通常の物流には使わないため充填設備の用意がなかった。こうした緊急時にだけ必要な設
備については、国の政策で配備を進めてもらいたい。国家備蓄も原油ではなく石油製品なら緊急時
の需要に対応できる」
■・・・エネルギー供給高度化法に従って処理能力の削減が進むと、緊急時での対応力が損なわれ
ることになりませんか。
「サービスステーションまでを含め緊急時にあっても、日本全国の消費者に石油製品を供給できる
サプライチェーンを維持することは重要な課題だ。個人的には高度化法が想定している範囲の整理
は必要だと思うが、それ以上に進むと支障が出てくる。ただ、利用手段が失われてしまうのであれ
ば、供給能力があっても意味が無い。緊急時の需要を支える為には製油所の分散配置や油槽所の災
害対策などとともに、消費者に日頃から一定量の石油製品を使ってもらう必要がある」
「電力向けも休止中の石油火力をすべて再稼働するとなると需要は従来の３倍にまで膨れ上がるが、
平時に利用していなければ内航タンカーが足りず輸送できない。過程も含めて緊急時を想定した石
油製品を含むエネルギーのベストミックスが求められており、石油連盟として理解を求めていきた
い」
■・・・今後のエネルギー政策に何を求めますか。
「３Ｅ（供給安定性、地球温暖化対策、経済性）の同時達成という原則は今も有効だ。ただ、これ
までは、地球温暖化対策ばかりが突出し、温暖化ガスを排出する石油製品は劣後に置かれていた。
今回の震災では、石油製品の有用性が再確認されるとともに、エネルギー政策にとって安定供給の
確保がもっとも重要だと、国民全体が認識したことと思う。是非安定供給の確保を最優先に検討を
進めてもらい、安定供給といっても権益確保ばかりでなく、求めるエネルギーの供給を緊急時にも
受けられるサプライチェーンの維持・強化を政策の対象にしてほしい」

12121212 環境省環境省環境省環境省　　　　新政務役新政務役新政務役新政務役のののの抱負抱負抱負抱負　　　　　　　　横光克彦横光克彦横光克彦横光克彦　　　　環境副大臣環境副大臣環境副大臣環境副大臣・・・・・・・・・・・・２５２５２５２５％％％％削減目標堅持削減目標堅持削減目標堅持削減目標堅持
　環境省は地球温暖化の問題、生物多様性保全、公害問題など、様々な課題に取り組んできた。
今回の大震災を契機に、環境の重要性というものを国民はあらためて認識したのではないか。来年
４月から、原子力安全庁が環境省の外局となり、原子力政策の一部を担うことになる。環境省に対
する国民の注目度は高まっている。様々な課題にしっかりと取り組んでいかなければならない。
　細野大臣を支え、国民の期待に応えられる環境省であるように頑張っていきたい。
地球温暖化対策では、２０２０年に２５％温室効果ガス削減という野心的な目標を掲げている。
たとえ原発事故があったからといって、旗を降ろすようなことはあってはならない。

　　　　９９９９月月月月０８０８０８０８日日日日（（（（木木木木））））
1111 住化住化住化住化　　　　国内国内国内国内ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン事業事業事業事業・・・・・・・・高機能化高機能化高機能化高機能化にににに拍車拍車拍車拍車、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ４４４４減減減減らしらしらしらしＣＣＣＣ６６６６強化強化強化強化、、、、高特性生高特性生高特性生高特性生かしかしかしかし需要拡大需要拡大需要拡大需要拡大

　住友化学は、千葉工場で生産するポリエチレン（ＰＥ）製品構成の高機能化を推進する。低密度
ポリエチレン（ＬＤＰＥ）は電子分野向けプロテクトフィルムなどを強化し、今秋の定修でエチレ
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ン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）の生産能力を増強。高圧法直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤ
ＰＥ）はＣ６系製品を強化し、Ｃ４系製品はサウジアラビアのペトロ・ラービグ製品に置き換えて
いる。気相法ＬＬＤＰＥ設備は全てイージープロセッシングポリエチレン（ＥＰＰＥ）に転換して
おり、ＬＤＰＥの代替用途で採用を広げている。

6666 ＰＰ　ＰＰ　ＰＰ　ＰＰ　需給引需給引需給引需給引きききき締締締締まりへまりへまりへまりへ・・・・・・・・・・・・自動車生産回復受自動車生産回復受自動車生産回復受自動車生産回復受けけけけ、、、、価格価格価格価格はははは弱含弱含弱含弱含みみみみ
　ポリプロピレン（ＰＰ）の需給が引き締まりつつある。主要需要先である自動車の生産回復が鮮
明になってきたためだ。食品やフィルム向け需要に在庫調整の影響が出ているものの、これから年
末にかけて需要が右肩上がりで増加することが予想される。価格は、原料ナフサの下落を受けて弱
含みとなっている。
　今年に入って２回上がった価格の前提は、国産ナフサ価格が１キロリットル当たり６万円超。
これに対し足元の輸入ナフサ価格は国産換算で同約５万３０００円となっている。７－９月期の国
産ナフサ価格が、４－６月期の同５万９０００円より値下りすることも確実なため、地合いは弱い。

　　　　９９９９月月月月０９０９０９０９日日日日（（（（金金金金））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・相次相次相次相次ぐぐぐぐ景気景気景気景気のののの足踏足踏足踏足踏みみみみ示示示示すすすす経済統計経済統計経済統計経済統計

　景気の先行きに不安を感じさせる経済統計が相次いでいる。経産省が先月末に発表した７月の鉱
工業生産速報は、生産予測を下回る前月比０．６％の伸びに止まった。８日には内閣府が発表した
機械受注統計では、７月の船舶・電力を除く民需は同８．２％減となった。４－６月期に順調に回
復した反動が大きいとしているが、足元の円高や海外経済の変調の影響が懸念される。
　民需設備投資の先行指標である船舶・電力を除く民需は、１－３月期は前月比５．６％増、
４－６月期は同２．５％増と震災の影響をあまり受けず、着実に回復を続けてきた。７月は、６月
の伸びが大きかったことから３カ月ぶりのマイナスになることは想定されていたが、前月比８．２
％減は関係者の予想を上回る落ち込みである。
　秋口からの不安材料は、産業界の想定を上回る円高。経産省が大企業製造業を対象にした影響調
査によると、１ドル７６円の為替レートが半年以上継続した場合、回答企業の３２％が２０％以上
の減益になるとしている。５０％以上に企業が原材料や部品の海外調達を増やすとし、生産工程や
研究開発施設の海外移転を考える企業も半分近くある。
　円高に加えて、欧米各国の財政問題や中国のインフレ抑制のための景気引き締めの影響も懸念さ
れる。経産省が７日開催した拡大経済産業局長会議では、円高に加えてウオン安による空洞化懸念
が地方経産局から相次いだ。冬場の電力制約を不安視する声も多かったという。野田新政権は迅速
な対応が問われている。

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　　　　８８８８月月月月はははは１１１１．．．．９９９９％％％％増増増増
　経産省がまとめた８月のエチレン生産速報によると、生産量は６１万２４００トンで前年同月比
１．９％増となった。定修プラントは前年同月、当月とも１プラント。前月比では８．２％増。

11111111 ８８８８月月月月のののの倒産倒産倒産倒産００００．．．．５５５５％％％％増増増増・・・・・・・・・・・・円高関連円高関連円高関連円高関連はははは今年最多今年最多今年最多今年最多
　帝国データバンクが８日発表した企業倒産件数（負債額１０００万円以上）は、前年同月比０．
５％増の９６９件となり、２カ月連続で前年を上回った。とくに８月に戦後最高値を更新した急激
な円高影響を受け、「円高関連倒産」は今年最多の８件となった。
　今年の円高関連倒産は１－８月累計で３４件となり、前年同期の２８件を上回るペース。また、
負債総額は、前年同月の４．７倍に当たる７９７５億８１００万円で、今年では最多となった。

12121212 １２１２１２１２年年年年のののの世界原油世界原油世界原油世界原油　　　　需要増加幅見通需要増加幅見通需要増加幅見通需要増加幅見通しししし・・・・・・・・・・・・米米米米ＥＩＡＥＩＡＥＩＡＥＩＡ下方修正下方修正下方修正下方修正
　米エネルギー情報局（ＥＩＡ）は７日、２０１２年の世界原油需要の増加幅見通しを日量１３９
万バレルとし、前月時点の見通しから２５万バレル下方修正した。
　米景気回復ペースの鈍化を示唆する指標の発表が相次ぎ、経済成長見通しが下方修正されたこと
を反映した。一方、１２年の石油精製向け原油コスト見通しは１バレル＝１０３ドルと先月発表し
た同１０７ドルから下方修正。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）非加盟国のブラジルやカナダ、中国の
産油量が予想を上回り、コストの下押し圧力が強まるとの見通しを示した。
　ＥＩＡは、産油地域の情勢不安や先進国の需要が予想を上回る可能性を背景に、原油相場が急上
昇するリスクを指摘。そのうえで、景気回復を巡る不透明感が世界的に続いているうえ、欧州連合
（ＥＵ）に債務危機が広がっており、他の各国も財政問題を抱えているため、下振れリスクの方が
大きいのは間違いないと述べた。


