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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）

　　　　９９９９月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（月月月月））））
1111 三井化学三井化学三井化学三井化学シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄセンターセンターセンターセンター始動始動始動始動・・・・革新技術海外革新技術海外革新技術海外革新技術海外からからからから発信発信発信発信、、、、先端材料先端材料先端材料先端材料・・・・バイオバイオバイオバイオ系系系系にににに重点重点重点重点

　三井化学は、シンガポールに設立した研究開発の新会社「三井化学シンガポールＲ＆Ｄセンター
（ＭＳ－Ｒ＆Ｄ）」を本格的に始動させる。ジェロン島内にあった研究所からサイエンスパークに
移転・拡張したもので、海外の研究員を採用するとともに、様々な化学品の工業化実績がある「ス
ーパーエース級の若手研究員を日本から複数連れてきた」（藤田照典執行役員・ＭＳ－Ｒ＆Ｄ社長）
。先端材料開発とバイオ・石油化学原料の革新技術開発に取り組み、グループのＲ＆Ｄ前線基地と
してグローバルな情報収集や人材確保・育成にも力を注ぐ。

1111 超短波超短波超短波超短波
◆・・・「今年は暑かった」と振り返るのはサウデイ石油化学の金森廣社長。社長室は東南の両面
に大きな窓ガラスがあり、扇風機を購入してしのいだ。サウジアラビアは土日が休みでないため、
ＳＡＢＩＣとの連絡のため出社することがあるが、ビルの空調は節電でストップ。それでもサウジ
駐在時代、「夏にコンドミニアムのエアコンが停止した」時のパニックを思えば何でもないという。
◆・・・東日本大震災により複数の国内石油設備が停止した際には、サウジからエチレングリコー
ル（ＥＧ）、ポリエチレン（ＰＥ）を緊急輸入した。「ＥＧは一時、国内の過半の設備がストップ
。頑張って応援した」と強調する。中国の金融引き締めにより石化製品市況は軟調気味だが、エタ
ンベースの同社製品は「販売、採算とも順調」と表情は明るい。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　物事をシロかクロかの二元論で片づけられれば簡単だが、なかなかそうはいかない。タバコにつ
いてすら、愛煙家と嫌煙家に２分して済む話ではない。自分は吸わないが他人の喫煙は容認する人、
普段は吸わないが酒席では吸うという人もいる▼コトがエネルギー問題なら、立場や考え方によっ
ては様々な意見が存在する。にもかかわらず「原発推進派＝自然エネルギー反対」と「反原発派＝
自然エネルギー推進」に色分けしたがる風潮が続き、肝心の論点が見えにくくなっている▼霞が関
を例にとろう。再生可能エネルギー導入拡大に、経産省は慎重だったが、環境省は積極的だった。
経産省が原発推進の立場だったことは誰でも知る。同時に環境省もまた、つまり原発推進である
▼理由は簡単。温暖化防止のためにＣＯ２排出削減が必要だから。ＣＯ２削減には、化石資源への
依存度を下げることが重要である。国の政策では、原発も非化石資源エネルギーとして太陽光や風
力の仲間に括られていた▼新たなエネルギー政策が、従来計画を白紙に戻して検討される。短期・
中期・長期それぞれにどういうベストミックスを選択すべきかが問われる。二元論で論ずべきテー
マではないという認識を、まずは共有しておきたい。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・日化協日化協日化協日化協ＬＲＩＬＲＩＬＲＩＬＲＩのさらなるのさらなるのさらなるのさらなる発展発展発展発展にににに期待期待期待期待
　日本化学工業協会が２０００年にスタートしたＬＲＩ（ロングレンジ・リサーチ・イニシアテイ
ブ）＝長期的自主研究）が、着実に成果を上げている。さきごろ第１２期の採択テーマが決まった。
　近年、化学物質管理の世界的な潮流は、化学物質のリスクに基づく安全管理に向かっている。
これを適切に実行していくには、科学的な影響評価や暴露評価が不可欠である。ＬＲＩは、化学物
質によるヒトの健康や環境に及ぼす影響に関する基礎的な研究に助成する事業。国際化学工業協会
（ＩＣＣＡ）の主導により日米欧の化学工業協会が連携し、重要テーマを分担して取り組んでいる。
日本は現在、「生態（環境）毒性」、「神経毒性」、「発がん」、「免疫毒性」、「リスク評価の
精緻化」の５分野を受け持つ。毎年３０件程度のテーマを採択し、総額１億数千万円の助成を行っ
ている。日化協ＬＲＩの研究が国のプロジェクトに発展したりＯＥＣＤなど国際的なガイドライン
に採用された例もある。
　日欧米３極の工業協会が自主的に連携・協調して基礎研究の支援に取り組むＩＣＣＡ－ＬＲＩは、
化学産業の国際性と先駆性を示すものと言える。化学の裾野が、あらゆる分野の産業資材や消費財
に広がっていることを踏まえれば、世界の化学産業による社会貢献活動と言ってもいいだろう。

2222 石油元売石油元売石油元売石油元売りりりり、、、、新新新新エネエネエネエネ事業育成急事業育成急事業育成急事業育成急ぐぐぐぐ、、、、燃料油内需減少進燃料油内需減少進燃料油内需減少進燃料油内需減少進むむむむ・・・・・・・・再生再生再生再生エネエネエネエネ法成立追法成立追法成立追法成立追いいいい風新風新風新風新たなたなたなたな収益源収益源収益源収益源
　　　　太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池・・・・風力発電風力発電風力発電風力発電・・・・燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池・・・・地熱地熱地熱地熱

　石油元売りによる新エネルギー事業が勢いづいている。太陽光や風力、地熱を利用した発電事業
の拡大を目指す動きが目立つほか、太陽電池や燃料電池装置の販売にも力を入れている。主力の燃
料油販売の内需減少が避けられないなか、再生可能エネルギー特別措置法（再生エネ法）の成立も
追い風にしながら新たな収益源に育て、総合エネルギー企業への発展を目指す。
　昭和シェル石油は子会社のソーラーフロンテイアでＣＩＳ（銅・インジウム・セレン）薄膜太陽
電池を手掛ける。従来の結晶系シリコン系に比べ設置量当たりの実発電量が高いことが特徴で、こ
の点が評価されてＧＥブランドによる海外供給も開始した。宮崎県の工場は７月までにフル生産体
制に移行、「下期には単月黒字を達成できる。需要は必ず出てくる」と自信を見せる。
　風力発電事業の育成を急ぐのはコスモ石油。昨年３月に荏原からエコ・パワーの株式を取得し
風力発電事業へ本格参入したばかりだが、設備の保全・補修体制の整備によって稼働率を向上させ
買収後わずか１年で黒字化を達成した。現在、２５拠点１３０基の設備で１４万７０００キロワッ
トの電力を供給するが、総出力を６割ほど増やし成長に拍車を掛けたい考えだ。
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　東日本大震災後、大きく関心を集めている地熱開発。日本は米国、インドネシアと並ぶ３大地熱
資源国の１つながら、その８割強は国立公園の特別保護地区・特別地域内にあるため、これまでは
開発が出来なかった。しかし、政府が景観保護と資源利用を両立させる開発のあり方の検討に入っ
たことで、地熱開発が活況を呈する可能性が出てきた。既に九州で実績がある出光興産は今年、国
際石油開発帝石と共同で、北海道および秋田県での地熱開発に向けた共同調査実施に乗り出すこと
を決めた。
　また、家庭向けに燃料電池「エネファーム」の普及を目指すのがＪＸ日鉱日石エネルギー。今年
秋からは、世界初の個体酸化物型（ＳＯＦＣ）機の販売を開始する。電解質にセラミックを用いて
おり、発電効率が高いことが特徴。現行の個体高分子型（ＰＥＦＣ）機とは発電と給湯のバランス
が異なるため、生活者は使用実態に応じて選択できるようになる。設備面積も小さくなったことで、
家庭への導入機運が高まることが期待される。

3333 新新新新・・・・鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持フィルムフィルムフィルムフィルム、、、、水分蒸散水分蒸散水分蒸散水分蒸散・・・・酸化防酸化防酸化防酸化防ぐぐぐぐ・・・・・・・・・・・・三井化学東三井化学東三井化学東三井化学東セロセロセロセロ　　　　売上高数億円規模売上高数億円規模売上高数億円規模売上高数億円規模へへへへ
　三井化学東セロは、生鮮食品の新鮮さを保持し食品ロスの削減に貢献する鮮度保持フィルム「ス
パッシュ」の拡販に力を注ぐ。防曇フィルムやＭＡ包装にはない特徴から、葉菜などの野菜類や高
級フルーツなどの果物向けのほか花き、水産物などにも採用が広がっている。２～３年後に数億円
規模の売上高を目指す。
　スパッシュは２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムの防曇フィルムをベースに、鮮度保持
力を持たせるためマスターバッチ段階で複数の無機物を添加した、新規の鮮度保持フィルム。
添加物の特殊な効果により、生鮮食品の水分の蒸散を抑えるほか、食品の酸化による劣化も抑制す
る。生鮮食品向け機能性包装材料には従来、界面活性剤の作用によりフィルム表面を新水化し、
包装内部の曇りを抑える防曇フィルムと、フィルムに無数の細かい孔を設けて内部のガスをコント
ロールし、鮮度保持力を持たせたＭＡ包装があった。一方、スパニッシュが数種類の無機物の組み
合わせにより、水分の蒸散と酸化防止の２つの機能を備えているのが特徴で、防曇フィルムに鮮度
保持機能を持たせた。開放型の包装であるため、密封型のＭＡ放送で必要な温度コントロールなど
細かな管理が不要となる。ホウレンソウや枝豆など軟弱野菜のしおれや劣化に高い効果をもつ。

10101010 スコープスコープスコープスコープ３３３３基準近基準近基準近基準近くくくく公表公表公表公表・・・・・・・・・・・・ＳＣＳＣＳＣＳＣののののＧＨＧＧＨＧＧＨＧＧＨＧ排出量排出量排出量排出量　　　　国国国国のののの枠超枠超枠超枠超ええええ「「「「見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」
　　　　世界市場世界市場世界市場世界市場でででで企業価値向上企業価値向上企業価値向上企業価値向上　　　　壮大壮大壮大壮大なななな理念理念理念理念ににににコンパクトコンパクトコンパクトコンパクトなななな対応対応対応対応、、、、経営経営経営経営マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント強化強化強化強化のののの契機契機契機契機にににに

　温室効果ガス（ＧＨＧ）排出の算定・報告に関する基準を開発する民間の国際組織「ＧＨＧプロ
トルコ」は近く、企業のサプライチェーン（ＳＣ）全体において排出されるＧＨＧを算定・報告す
るための国際基準「スコープ３スタンダード」を公表する。新基準は、企業や国の枠を超えてＧＨ
Ｇ排出っを「見える化」し、より実効的な排出削減を促すもの。発行を直前に控え、国内でも認知
が広がりつつある。ＳＣのＧＨＧ把握はあくまで自主的な取り組みであり、まずは様子見という
企業も多いが、内需の伸び悩みや円高を背景に日系企業の海外進出が今まで以上に加速するなか、
新基準はグローバル市場での企業価値向上ツールとして重要性が高まりそうだ。

11111111 ４４４４－－－－６６６６月期月期月期月期ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ改定値改定値改定値改定値・・・・・・・・・・・・年年年年２２２２．．．．１１１１％％％％減減減減にににに下方修正下方修正下方修正下方修正、、、、設備投資設備投資設備投資設備投資のののの下振下振下振下振れれれれ響響響響くくくく
　内閣府が９日発表した４－６月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整済）改定値は、物価変動の影
響を除いた実質で前期比０．５％減、年率に換算すると２．１％減となり、ともに８月公表の速報
値（前期比０．３％減、年率１．３％減）から下方修正された。財務省が２日に発表した４－６月
期の法人企業統計を受け、設備投資が下振れしたことが響いた。

12121212 研究研究研究研究もももも海外海外海外海外のののの時代時代時代時代・・・・・・・・・・・・三井化学三井化学三井化学三井化学　　　　グローバルグローバルグローバルグローバル企業企業企業企業へへへへ前進前進前進前進　　　　早期早期早期早期のののの成果発現成果発現成果発現成果発現がががが必須必須必須必須
　三井化学がシンガポールに本格的な基礎Ｒ＆Ｄ拠点を構築した背景には、連結営業利益の７割以
上を海外で稼ぎ出し市場・顧客の中心が海外に移るなかで、「研究開発を左右する人材についても
海外に求めていく自然な流れ」（藤田照典執行役員・三井化学シンガポールＲ＆Ｄセンター長）と
の判断がある。同社は日本に触媒科学研究所など合計約１０００名の研究員を擁するが、「グロー
バル化が遅れている」（田中稔一社長）との危機感も後押しした格好だ。
　同社はシンガポールに３社を有し、世界トップシェアを持つタフマー事業の本社機能も４月から
シンガポールに移管。Ｒ＆Ｄ優遇制度や知的財産権の保護が充実するシンガポールで、すでに２０
０４年からシンガポール科学技術庁（Ａ＊ＳＴＡＲ）と共同研究を開始し、０６年にＡ＊ＳＴＡＲ
傘下の科学工学研究所（ＩＣＥＳ）の研究所内にラボを開設。Ａ＊ＳＴＡＲと共同で天然ガス中の
メタンからベンゼン・水素を高効率に製造する新ゼオライト触媒を開発するなど実績を上げており
本格的な拠点構築により取り組みを加速させる。
　当面は１４名の研究員と決して多くはないが、超一流を揃え少数精鋭で世界最先端の研究開発に
臨む三井化学の挑戦は始まったばかりだが、その成果発現に注目が集まる。
　シンガポール政府は知財立国を目指し今年から１５年の５年間で前５年を２割上回る総額１６１
億シンガポールドル（約１兆５００億円）をＲ＆Ｄに投じる計画を推進し、これはＧＤＰに占める
比率で３．５％と世界トップレベルに引き上げたことになる。また、企業のＲ＆Ｄ支出を促進する
ため、税制面でも改革を進め、これまでＲ＆Ｄ支出の１５０％を法人税の課税所得から控除してい
たが、昨年から上限付きで２５０％まで拡大している。こうした背景のもと、三井化学のほか、
水処理で東レ、有機電子デバイス材料や水処理で日東電工が、ナノテクノロジー等ＢＡＳＦが研究
拠点を開設させるなど相次いでいる。

　　　　９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（火火火火））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・中国中国中国中国がががが関心示関心示関心示関心示すすすす日本日本日本日本のののの環境関連事業環境関連事業環境関連事業環境関連事業

　「中国の投資会社が環境関連技術を持つ日系企業の買収先を探している」。このように中国企業
による日系企業ならびに事業買収の動きが加速している。７月末、三洋電機の家電部門を白物家電
の世界最大手である海爾集団（ハイアール）が買収するという発表は、世界に話題を提供した。
中国企業は蓄積してきた豊富な資金力をバネに遅れていると指摘される研究・開発力、技術ノウハ
ウ、先端ハイテク製品を買収で一挙に納めようとする戦略に乗り出している。そして、技術力のあ



る日系企業がＭ＆Ａのターゲットになっている。既にハイテク関連ではＮＥＣグループの液晶生産
子会社株式の過半数を天馬微電子集団が買収。電気自動車などで急成長している比亜迪集団（ＢＹ
Ｄ）も昨年、金型製造の世界的大手オギハラの金型工場を買収するなど、その動きは加速度を増し
ている。環境関連技術、とりわけ中国側は、工場の省エネや生産効率向上、リサイクル、浄化関連
更に環境改善性能そのものを有している材料や部材関連技術まで及んでいくことは明らかだ。
　圧倒的なマス市場を維持しながら質の追求も始めて大きな転換期にある中国。高度な環境関連や
生産技術を持つ日系化学企業が、今後注目されるのは間違いない。とくに、中堅・中小でオンリー
ワンの技術力を持つ日本企業に関心が寄せられているとされる。
　中国でのビジネスチャンスを通じた事業拡大、企業成長は同時に、中国企業からのＭ＆Ａという
事態も経営課題に織り込む時期がきたことも肝に銘じるべきだろう。

2222 ガスバリアガスバリアガスバリアガスバリア性接着剤性接着剤性接着剤性接着剤・・・・・・・・・・・・高接着高接着高接着高接着タイプタイプタイプタイプ開発着手開発着手開発着手開発着手　　　　三菱三菱三菱三菱ガスガスガスガス化学化学化学化学　　　　数年内数年内数年内数年内にににに量産化量産化量産化量産化
　三菱ガス化学は、ガスバリア性接着剤「マクシープ」の新グレード開発を急ぐ。従来グレードで
は接着性にやや劣る面が見受けられたため、分子構造の設計レベルまで立ち返り性能改良に取組む。
　２０１２年度中に実用化のメドを得たい考えだ、年数千トン規模で量産化する方針。食品包装材
料用途を中心に内外のコンバーターに展開する。マクシーブはエポキシ樹脂とアミン系硬化剤をベ
ースに、同社が開発した新規接着剤。

10101010 ＳＣＳＣＳＣＳＣののののＧＨＧＧＨＧＧＨＧＧＨＧ排出量排出量排出量排出量　　　　国国国国のののの枠超枠超枠超枠超ええええ「「「「見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」・・・・・・・・・・・・スコープスコープスコープスコープ３３３３基準基準基準基準　　　　近近近近くくくく公表公表公表公表
　　　　国内取国内取国内取国内取りりりり組組組組みのみのみのみの先進性先進性先進性先進性　　　　生生生生かせかせかせかせ、　、　、　、　企業格付企業格付企業格付企業格付けけけけ評価基準採用評価基準採用評価基準採用評価基準採用がががが確実視確実視確実視確実視
　　　　““““正確正確正確正確なななな反映反映反映反映””””のののの点点点点でででで問題問題問題問題もももも

　企業のサプライチェーン（ＳＣ）におけるＧＨＧ排出を算定・報告するための国際的な新基準で
あるスコープ３。１０月の正式発行が予定されているが、企業にとっては受け入れやすい対応が難
しい部分もある。
　カーボン・デイスクロージャープロジェクト（ＣＤＰ）スコアリングにおけるスコープ３報告の
評価では、ＧＨＧの経年削減量が重視される。企業は「正当な理由」がある場合を除き、１５カテ
ゴリーすべてのＧＨＧ排出をそれぞれ把握、合計して毎年報告することになる。
しかし、「排出量の総和を１年ごとに報告することが、必ずしも企業の環境経営を正確に反映する
とは言い難い面もある」という。例えばカテゴリー２の「資本財」に関わるＳＣ上流での排出がそ
の１つ。新工場を建設した場合、稼働年のＧＨＧ排出は前年比で大幅に増加する可能性が高い。
しかし中長期的には、新工場で製造する環境対応型製品がＳＣ川下での排出削減に寄与することも
考えられる。これに対してカテゴリー１の「購入するサービス・製品」にかかる上流での排出は、
単年実績を把握し、過去の実績と比較することで企業の環境施策の進捗を測ることができる。
　つまり、単年実績の報告で企業の環境経営を適切に反映できるカテゴリーと、より長いスパンで
見なければならないカテゴリーが混在しているというわけだ。両者を分けて報告する枠組みが必要
と指摘する向きもある。
　みずほ情報総研、環境・資源エネルギー部環境経営チームの柴田昌彦チーフコンサルタントは、
スコープ３基準作りを主導した欧州諸国の狙いについて、「企業が環境規制の緩い新興国に原料や
製品をアウトソースすることや、それに伴うカーボンリーケージを食い止め、欧州における製造業
空洞化に歯止めをかけたい思惑もあるのでは」と分析する。
　しかし一方でスコープ３の導入により、
「投資家は企業の生産拠点が国外にアウト
ソースされている場合でもビジネスリンク
を把握しやすくなり、事業者は自らのＧＨ
Ｇ削減施策を『見える化』し、企業化価値
向上を図れる」のも事実。今後、格付け機
関による企業格付け等で評価基準の１つと
して活用されていくことが確実視されてい
る。
　環境省は今年６月、企業のＳＣにおける
ＧＨＧ排出を算定・報告する制度の検討案
を公表した。
検討案はスコープ３基準との調和を図った
ものとなっている。これまで蓄積したＧＨ
Ｇ排出算定ノウハウ等を生かしてスコープ
３基準に対応し、国際市場における企業価
値向上につなげたいところだ。

10101010 カーボンカーボンカーボンカーボン・・・・ニュートラルニュートラルニュートラルニュートラル　　　　環境省環境省環境省環境省がががが認証基準認証基準認証基準認証基準・・・・・・・・・・・・試行事業試行事業試行事業試行事業スタートスタートスタートスタート
　環境省はこのほど、「カーボン・ニュートラル認証基準」を取りまとめた。カーボン・ニュート
ラルの考え方、その取り組みが適切であることを認証することで、事業者にとっての分り易さ、信
頼性を付与することが狙い。環境省は、同基準に基づいて「カーボン・ニュートラル認証制度」を
創出し、カーボン・オフセットをさらに深化させたカーボン・ニュートラル認証の取り組みを広く
普及させる。
　カーボン・ニュートラルは、事業活動で排出された温室効果ガス（ＧＨＧ）全量をオフセットす
る取り組み。ただ、わが国ではその概念が整理されておらず、取り組みが拡大していく過程で様々
な混乱が生じる懸念がある。
　環境省は「カーボン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討会」において、取り組みのあ
り方や基準を論議し、８日に認証基準を取りまとめ公開した。認証基準では、カーボン・ニュート
ラル申請・検証・認証およびカーボン・ニュートラル計画の申請・審査・登録にかかわる条件を定
めた。また、申請者や検証機関の要件、排出量の算定・検証方法、カーボン・ニュートラルの取り
組みに係る活動の境界、削減・吸収クレジットの調達と無効化等を定義した。取り組みの範囲には



スコープ３排出量（任意）も加えた。
　環境省は、カーボン・ニュートラル認証取得のための試行事業も始める。来年２月末までにカー
ボン・ニュートラル認証またはカーボン・ニュートラル計画登録が可能な事業者の中から３件程度
を採択する予定。募集期間は１０月１４日まで。

12121212 インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア新新新新エチレンエチレンエチレンエチレン設備設備設備設備・・・・・・・・・・・・ツバンツバンツバンツバンもももも候補地候補地候補地候補地にににに、、、、湖南石化湖南石化湖南石化湖南石化１５１５１５１５年完成年完成年完成年完成へへへへ　　　　年内年内年内年内ににににＦＳＦＳＦＳＦＳ完了完了完了完了
　韓国ロッテグループの石化大手、湖南石油化学はインドネシアでのエチレンプラント建設地につ
いて２つの候補地から選定、年内に事業化調査（ＦＳ）を完了する計画だ。当初は誘導品のグルー
プ会社がある西ジャワ州メラクをい候補に検討していたが、芳香族設備がある東ジャワ州ツバンも
候補地に検討している。湖南石化が新プラントを稼働させる見込みの２０１５年には、インドネシ
アのエチレン能力はチャンドラ・アスリ・ペトロケミカルの増強分と合わせて年２００万トン規模
に拡大し、拡大する内需の大半を満たすだけでなく輸出超に転じる可能性が大きくなってきた。

　　　　９９９９月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（水水水水））））
1111 日本日本日本日本ポリプロポリプロポリプロポリプロ　ＰＰ　ＰＰ　ＰＰ　ＰＰグレードグレードグレードグレード開拓着手開拓着手開拓着手開拓着手・・・・・・・・・・・・柔軟性柔軟性柔軟性柔軟性やややや高清浄度高清浄度高清浄度高清浄度、、、、アジアアジアアジアアジア輸出輸出輸出輸出もももも拡大拡大拡大拡大

　日本ポリプロは、四日市工場・技術センター（三重県）に設置したパイロットプラントで製造す
る新規開発グレードのプレマーケテイングを開始した。パイロット設備「ヴァーサタイル・パイロ
ットプラント・エクセレントプロダクツ（ＶＰＸ）」を１０年から運営を開始し、ポリプロピレン
（ＰＰ）に柔軟性、エラストマーライク、クリーン性など従来にない特徴を付与するもので、自動
車、医療、など高機能分野に提案を強めていく。同社はメタロセン触媒を用いた「ウインテック」
を量産化するなど高機能グレードの育成に力を入れている。高機能品比率を現在の３０％から数年
内に５０％に高める目標を掲げており、ＶＰＸはその戦略技術と位置付けられている。
　一方で汎用分野の縮小を進める。今年、鹿島工場（茨城県）で１系列を停止、五井工場（千葉県）
でも９月の１系列を停止するため、全社で９系列１０８万トン能力になる。１０年度の販売実績は
９２万トンに止まっており、なお１割程度の余剰能力を抱える。円高によりユーザーの海外シフト
が強まることが考えられ、一層の能力削減を検討する。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・電力制約電力制約電力制約電力制約のののの桎梏解消桎梏解消桎梏解消桎梏解消はははは喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題だだだだ
　東日本大震災で発令されていた東京電力、東北電力管内の電力使用制限令が先週末、解除された。
しかし、定期検査を終えた原子力発電所の再稼働の見通しは立っていない。政府は自治体との信頼
関係を早急に回復させ、電力制約の桎梏を解消する必要がある。
　東電は、政府が原子力発電所の再稼働の条件として安全性を評価する「ストレステスト（耐性
検査）」を柏崎刈羽原発の１号機と７号機で１次評価を始めた。設計時の想定を超える地震と津波
について炉心損傷にいたるシナリオに基づいて、冷却系統などの安全上の余裕度をコンピューター
で評価するもの。総合的な安全性を評価する２次評価も年内に実施する計画だ。東電は１次評価の
結果を報告する予定だが、自治体がそれをどう受け止めるか不透明である。冬にかけての対応はこ
れからであるが、深刻なのは関西地域である。関西電力は総発電量のほぼ５割を原子力発電に依存
している。今夏も綱渡りの電力供給を余儀なくされたが、これは制限令など法的拘束力を持つ節電
対策が実施されなかったことにも起因している。６月初めから８月初旬にかけての節電率は、大口
需要家の対応のバラツキもあり４％以下にとどまった。
　今回の電力危機は使用制限とともに、自家発電への切り替えなどによるコスト増をもたらした。
いま求められているのは、安全性を十分に担保しながら定期検査を終えた原子力発電所の再稼働を
速やかに実施することである。その為には、政府が十分な情報開示を行って自治体、住民との間の
信頼関係を回復する以外にない。

12121212 枝野経産大臣枝野経産大臣枝野経産大臣枝野経産大臣がががが就任会見就任会見就任会見就任会見・・・・・・・・・・・・エネエネエネエネ政策政策政策政策　　　　現実路線現実路線現実路線現実路線でででで、、、、中長期的中長期的中長期的中長期的にににに原発依存度低減原発依存度低減原発依存度低減原発依存度低減
　枝野幸男経済産業大臣は１２日夜の就任記者会見で、今後のエネルギー政策に現実路線で臨む姿
勢を示した。短期的には安全確認ができた原子力発電所を再稼働させて電力の安定供給を図り、中
長期的には省エネと再生可能エネルギーの拡大により原発依存度の低減を目指す。
　停止中の原発については「ストレステストの詳細を説明し、周辺住民等への理解を求めていきた
い」と述べ、安全確認が出来た原発の再稼働に意欲を示した。
　再生可能エネルギーは｢原発依存度低減、エネルギー供給、ＣＯ２削減、産業活性化のためにも
重要であり、これがなくては２１世紀の日本は立ちいかない」と語った。
　ＣＯ２削減目標については、「（２５％削減目標は）可能な限り最大限の努力をしていくが、原
発事故を踏まえた議論も必要になる」と含みを持たせた。
　足元の経済対策については、急激な円高への対応は講じつつあり、さらに円高メリットの最大化
を図ることが必要だとした。
　中長期的には少子高齢化など社会構造の変化に適切に対応しなければならないとし、重点として、
中小・零細企業対策、雇用の創出・確保、内需の拡大を挙げた。

12121212 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　　　　国内循環国内循環国内循環国内循環のののの活性化期待活性化期待活性化期待活性化期待・・・・・・・・・・・・ＢＢＢＢtotototoＢＢＢＢがががが求心力求心力求心力求心力、、、、回収回収回収回収システムシステムシステムシステム等等等等にににに課題課題課題課題
　　　　制度自体制度自体制度自体制度自体のののの見直見直見直見直しもしもしもしも必要必要必要必要

　ユニホームや食品トレイなど、さまざまな用途にリサイクルされる飲料用ＰＥＴボトル。貴重な
国内資源として一層の活用が期待されており、メカニカルリサイクルにより飲料用ＰＥＴボトルを
再び飲料用ＰＥＴボトルに戻す“ＢtoＢ（ボトルtoボトル）リサイクル”の取り組みも始まった。
ただ、海外輸出も増加しており国内循環量は増えていない。入札制度を背景としたコスト面の課題
もある。国内循環を促すには、回収の仕組みなどリサイクルシステム自体の見直しも不可欠となっ
ている。
　容器包装リサイクル法が本格施行されて１４年がたち、使用済ＰＥＴボトルをすすいでラベルを
剥がして捨てることが広く浸透した。単一素材で単品回収が容易なＰＥＴボトルは、マテリアルリ
サイクル（ＭＲ）に適した数少ない容器包装プラスチックだが、市民参加により品質が制御されて
いることもＰＥＴボトルのＭＲが進んだ理由の１つ。



　品質の高さは、巨大な再生樹脂需要を抱える中国をはじめとした海外市場も注目。分別収集や保
管などにかかる予算難を背景に、海外輸出を行う自治体も多い。国内で回収されるＰＥＴボトルの
約３分の２は、海外へ輸出されている。海外輸出は経済原則に従った流れだが、資源の乏しいわが
国にとっては貴重な資源の流出とも言える。輸出量の増大は、繊維用途やシート用途など既存の国
内リサイクル市場の発展を阻害する懸念もある。更に石油資源の使用抑制効果に加え、リサイクル
により生じるＣＯ２削減効果も海外に流出していることになる。
　多くの飲料メーカーが関心を示すＢtoＢには、ＰＥＴボトルを国内循環に戻す求心力として働く
ことが期待される。国内循環量が増せば既存用途の活性化にもつながる。ただ、ＰＥＴボトルを確
保できなければＢtoＢは成立しない。既存用途も含めて円滑にＰＥＴボトルを供給できる回収シス
テムの構築など、新たな仕組みも必要となっている。

　　　　９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（木木木木））））
2222 三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・メタセシスメタセシスメタセシスメタセシス触媒触媒触媒触媒　　　　次世代技術次世代技術次世代技術次世代技術をををを外販外販外販外販、、、、活性活性活性活性５５５５．．．．６６６６倍倍倍倍　　　　寿命寿命寿命寿命６６６６倍倍倍倍、、、、大阪大阪大阪大阪でででで年度内実用化年度内実用化年度内実用化年度内実用化

　三井化学は、同社が開発した次世代メタセシス反応触媒技術の外販に乗り出す。「ハイパーⅢ」
と名付けた同触媒は、現在実機投入している触媒に比べ活性を５．６倍、寿命を６倍に向上させた
もので、２０１１年度中に大阪工場のオレフィンコンバージョンユニット（ＯＣＵ）で実用化する
方針。同社は同触媒技術を外販する方針で、単品販売のほか、エンジニアリング会社と連携してシ
ステムとして普及させる。同社は海外市場でプロピレンを購入しており、触媒技術を供与すること
でプロピレン調達の安定化を高めたい考えだ。

2222 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・米米米米ＰＰＰＰＰＰＰＰ合弁合弁合弁合弁をををを解散解散解散解散
　住友化学は１４日、シェブロン・フィリップス・ケミカルと、両社の共同出資会社であるフィリ
ップス・スミカ・ポリプロピレン・カンパニー（ＰＳＰＣ）を解散することで合意したと発表した。
２０１２年中に解散する予定。ＰＳＰＣはリーマンショック後、業績が悪化し、１１年度も赤字を
見込んでいる。ＰＳＰＣは１９９２年の設立。資本金は４億５５００万ドルで、出資比率は住友化
学４０％、シェブロン・フィリップス・ケミカル６０％。米テキサス州ウッドランドにポリプロピ
レン（ＰＰ）３２万トン設備を保有している。ＰＳＰＣが販売していた自動車用ＰＰコンパウンド
は、ＰＳＰＣ解散以降も住友化学と東洋インキグループの共同出資会社である住化ポリマーコンパ
ウンズアメリカ（ＳＰＣＡ、ジョージア州グリフィン）が北米における製品供給を継続していく予
定。ＳＰＣＡは現在ＰＳＰＣから製造を受託している。

3333 中央化学中央化学中央化学中央化学・・・・・・・・・・・・ケミカルリサイクルケミカルリサイクルケミカルリサイクルケミカルリサイクル食品容器食品容器食品容器食品容器　　　　１０１０１０１０月月月月からからからから本格販売本格販売本格販売本格販売
　ＰＳ　ＰＳ　ＰＳ　ＰＳ系系系系をををを順次置順次置順次置順次置きききき換換換換ええええ、、、、物流物流物流物流コストコストコストコストをををを大幅低減大幅低減大幅低減大幅低減

　中央化学は、循環型リサイクル（ケミカルリサイクル）により生産する食品トレー「eシリーズ」
を１０月から本なく販売する。バージン樹脂を原料とするため安心・安全であるほか、ＣＯ２排出
量や原油使用量を大幅に削減でき、容器包装リサイクル法（容リ法）に基づく委託料を低減できる
―等の特徴がある。中央化学は現在１０数カ所に展開するベール化センターを拡大させることで、
既存のＰＳ系食品容器を順次eシリーズに置き換える方針だ。

6666 エチレンエチレンエチレンエチレン・・・・・・・・アジアアジアアジアアジアでででで弱含弱含弱含弱含みみみみ長期化長期化長期化長期化、、、、中国中国中国中国のののの買買買買いいいい控控控控ええええ響響響響くくくく
　アジアのエチレン市場は、弱基調の推移が続く。最大市場の中国での買い控えが長期化、需給が
余剰バランスとなっているためだ。足元のアジア・エチレン市況は１トン当たり１１５０ドル付近。
年明けに同１２００ドル台でスタート、４月に同１４００ドルに迫る勢いを見せたが、５月に入っ
て急落、６月７月と下落し同１１００ドル台まで下げ一時反転の兆しもあったが、その後は再びジ
リ安模様が続いている。

　　　　９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金））））
2222 ８８８８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１１１１．．．．９９９９％％％％増増増増　　　　　　　　　　　　主要樹脂出荷主要樹脂出荷主要樹脂出荷主要樹脂出荷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８月のエチレン生産量は、前年同月比１．９％増の６１万２４００
トンとなった。前月比も８．２％増。稼働プラントの実質稼働率試算は９０．２％。　
　稼働率は前年同月（９２．１％）よりは低下したが、前月の８８．９％より向上した。

【８月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、％）

【８月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）
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1111 石化協石化協石化協石化協・・・・高橋会長高橋会長高橋会長高橋会長がががが会見会見会見会見・・・・・・・・・・・・円高円高円高円高でのでのでのでの海外海外海外海外シフトシフトシフトシフト懸念懸念懸念懸念
　石油化学工業協会は１５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）は円高
の進行、欧米経済不安が日本にとって懸念材料になっているとの認識を示し、中国需要の回復でア
ジア市場を牽引することに期待感を表明した。
　高橋会長は、震災から半年が経過し、「日本経済全般が落ち着いてきた」とし、夏の電力不足も
民間の努力があり、「深刻なものではなかった」と評価した。不安要因として、円高による製造業
の海外シフトをあげ、「石化は原料購入のメリットはあるが、電機、自動車など需要業界が輸出競
争力を低下させると、跳ね返ってくる」との懸念を示した。

4444 印刷印刷印刷印刷インキインキインキインキ減速減速減速減速・・・・・・・・１１１１－－－－６６６６月需給月需給月需給月需給　　　　生産量生産量生産量生産量２２２２％％％％マイナスマイナスマイナスマイナス　　　　平版出荷額平版出荷額平版出荷額平版出荷額３３３３カカカカ月連続月連続月連続月連続グラビアグラビアグラビアグラビア下回下回下回下回るるるる
　印刷インキ需給が再び伸び悩んでいる。印刷インキ
工業会が経産省・化学工業統計をもとにまとめた２０
１１年１－６月の需給実績によると、生産量は前年同
月比２％減ん０１８万５９５３トン、出荷量は同横ば
いの２１万２１０１トンとなった。食品。日用品をは
じめとするパッケージ用途が主力のグラビアインキな
ど微増ながら前年を上回ったものの、量的に最大の平
版インキがマイナスに転じ、全体を押し下げた。
　出荷額は同１％減の１４７９億４００万円。中でも
４月以降をみると、平版インキがグラビアインキの出
荷額を３カ月連続で下回った。これは統計を取り始め
た１９５０年以来、初めてのことで、同工業会では
「震災の影響による一時的なものか、今後の推移を伸
長に見極める必要がある」としている。

10101010 ＣＦＰＣＦＰＣＦＰＣＦＰ制度制度制度制度　　　　世界各国世界各国世界各国世界各国でででで導入機運導入機運導入機運導入機運・・・・・・・・・・・・仏仏仏仏・・・・韓韓韓韓がががが試験運用実施試験運用実施試験運用実施試験運用実施、、、、米米米米・・・・中中中中はははは制度作制度作制度作制度作りりりり検討検討検討検討
　世界各国でカーボン・フットプリント（ＣＦＰ）制度の導入機運が高まっている。同制度は、事
業者と消費者双方に温室効果ガス（ＧＨＧ）排出削減のインセテイブを与える温暖化対策であり、
日本は２００９年にいち早く導入した。
　英国やフランス、韓国も導入済み(試験導入含む）で、米国や中国では制度作りに向けた検討が
進む。ＩＳＯ等による国際標準化作業も本格化している。
　先頃、みずほ情報総研環境・資源エネルギー部の岸田裕一シニアコンサルタントが講演し、制度
導入の現状を解説した。
　ＣＦＰ制度は日本を含め少なくとも世界１５カ国で実施済み、もしくは実施が予定されている。
フランスは将来のＣＦＰ表示義務を睨み、今年７月に１年間の試験的な制度運用を開始した。
韓国でも政府系組織が制度の試験運用を実施中。中国はＧＨＧ削減施策の一環として、政府と英国
政府系企業カーボントラストが共同でＣＦＰ制度の立案を開始する予定。米国でも気候変動法案に
カーボンラベルに関する条項が盛り込まれる可能性がある。
　国際標準化に向けた動きも本格化しつつある。ＩＳＯは１３年初頭をめどに、「ＩＳＯ１４０６
７」としてＣＦＰの国際規格を発行する予定。国際電気標準会議（ＩＥＣ）も今年２月、新企画作
業提案を可決。製品のＧＨＧ排出と、ＧＨＧ削減貢献量の算定法を提案している。


