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　　　　１０１０１０１０月月月月０３０３０３０３日日日日（（（（月月月月））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　昨年６月に閣議決定されたエネルギー基本計画では、２０３０年には電力供給の５０％を原発で
賄う目標が掲げられた。再生可能エネルギーの２０％と合わせ、ゼロエミッション電源が７０％。
温暖化防止の為のＣＯ２排出削減が強く意識されていた▼福島第一原発の事故は未だに収束しない
まま。現下の状況では、計画通りの原発比率が実現する可能性はほとんどない。というわけで、
中長期のあるべき姿を白紙から検討し直す。経産相の諮問機関である総合資源エネルギー調査会に
基本問題委員会が置かれた▼先週、委員会メンバー２５人が発表された。従来の国のエネルギー政
策に批判的だったり、反原発を主張してきた数名が加わったこと、その一方で電力のみならずエネ
ルギー産業の代表が外されたことが話題を集めた▼枝野経産相は「バランスの取れた議論が出来る
構成」と説明した。確かに委員の顔ぶれは、それぞれの立場を代表するに相応しく、一人ひとりに
は文句のつけようがない▼が、２５人も集まった会議でどれだけ意見交換ができるのかとも思う。
１人が１回５分発言するとして、一巡するのに１２５分係る。事務方の説明や大臣あいさつの時間
もとらねばなるまい。第１回会合はきょう３日１８時半から２時間の予定。ネットでもライブ中継
される。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・発展期待発展期待発展期待発展期待、、、、化学人材育成化学人材育成化学人材育成化学人材育成プログラムプログラムプログラムプログラム
　日本化学工業協会は、「化学人材育成プログラム」支援対象専攻の第２回公募を１日から開始し
た。このプログラムは、優秀な人材が化学系の博士後期課程に進学して実社会向けの教育を受け、
修了後は化学産業に就職できる仕組みの形成を目指すもので、今春から本格スタートした。
最大の目玉は、特に優れた専攻科の学生に、３年間支給せれる一人当たり月額２０万円の奨学金だ。
毎年４つの専攻科への支給が開始されるため、５年目には３６人の学生が年額２４０万円の支給を
受ける。
奨学金は、プログラム協議会参加企業（現在３７社）が毎年２５０万円を寄付して賄う。
　今回の公募は、２０１３年４月から支給される第３期奨学生となる。
　博士人材を巡る産業界と大学のミスマッチは、かねてから指摘されていた。企業が博士課程修了
者を採用しても求める戦力になりにくく、修士課程修了者を採用して自前で育てるケースも多かっ
た。大半の企業は修士課程修了者と博士課程修了者に待遇面での差はない。
　学生の側は、そうした背景に起因する雇用面の不安や経済的事情から、意欲や能力があっても
博士課程への進学を断念するケースが少なくなかった。このプログラムにより、産業の側からの具
体的支援が受けられること、とりわけ月額２０万円の奨学金の存在は大きなインセンテイブになる。
　他産業に例のないこの取り組みを大きく発展・充実させていくためにも、このプログラムの存在
を広く周知していきたい。

2222 ８８８８月月月月のののの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・・・・・・・・・・・・１９１５１９１５１９１５１９１５円下円下円下円下げのげのげのげの５５５５万万万万２０１３２０１３２０１３２０１３円円円円
　経産省がまとめたエチレン用輸入ナフサ通関統計実績によると、８月価格は１キロリットル当た
り５万２０１３円で、前月比１９１５円の下げとなった。ドルベースでは１トン当たり９７３．４
ドルで４．８ドルの値下り。為替レートは１ドル７７．９円で、２．５円の円高。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・・・・・オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン　　　　水水水水ととととＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２からからからから生産生産生産生産、、、、産学連携産学連携産学連携産学連携でででで長期研究着手長期研究着手長期研究着手長期研究着手
　　　　未来開拓技術実現未来開拓技術実現未来開拓技術実現未来開拓技術実現プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの一環一環一環一環

　経産省は、水と空気中の二酸化炭素（ＣＯ２）からオレフィンを生産する技術開発に着手する。
環境負荷の提言と省資源化を実現し、化石原料からの脱却を目指す。併せて機能性化学品でも、原
料から化学品を直接合成する技術開発を進める。革新的触媒による基幹化学品製造プロセス開発と
して、２０１２年度予算概算要求に盛り込んだ「未来開拓技術実現プロジェクト」の１つに位置付
けた。研究期間が１０年以上にわたる長期テーマであり、国の主導による産学官連携体制を構築す
る。概算要求では要望枠を含め４４．５億円を要求した。

11111111 ８８８８月月月月のののの鉱工業生産鉱工業生産鉱工業生産鉱工業生産・・・・・・・・５５５５カカカカ月連続月連続月連続月連続のののの上昇上昇上昇上昇　　　　震災影響震災影響震災影響震災影響からほぼからほぼからほぼからほぼ回復回復回復回復もももも、、、、先行先行先行先行きにはきにはきにはきには円高円高円高円高などなどなどなど懸念懸念懸念懸念もももも
　経産省が３０日発表した８月の鉱工業生産指数（速報値、２００５年＝１００、季節調整済）は
９３．７、前月比０．８％上昇となった。５カ月連続の上昇を維持したが、生産予測や事前の民間
予測は下回った。９月は前月比２．５％の低下を見込むものの、１０月は３．８％の上昇。
経産省では「東日本大震災の影響からほぼ回復した」とする判断を基本的には据え置いたものの、
「先行きについては注視する必要がある」と円高などの影響に懸念を示した。

　　　　１０１０１０１０月月月月０４０４０４０４日日日日（（（（火火火火））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・回復回復回復回復にににに水差水差水差水差すすすす円高円高円高円高とととと海外経済変調海外経済変調海外経済変調海外経済変調

　わが国製造業は東日本大震災によるサプライチェーン寸断の影響から回復したものの、先行きに
関しては円高、世界経済の不透明感から慎重な見方が広がっている。先週末に発表された８月の
鉱工業生産速報（ＩＩＰ）では、５カ月連続で前月比生産増になったものの、回復テンポは鈍化し
た。３日、日本銀行が発表した短観では、９月調査の大企業製造業の業況判断指数（ＤＩ）は前回
のマイナス９から１１ポイント改善してプラスに転じた。ＩＩＰ、日銀短観とも改善を牽引したの
は自動車産業で、先行きも強気な見通しうぃ示す一方で、エレクトロニクス産業の生産、業況感の
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悪化が目立っている。
　日銀短観による化学のＤＩは、前回調査から１ポイント低下してプラス１となり、先行きＤＩは
マイナス１となり、連続悪化である。この間の業績回復を引っ張ってきた中国を中心とする基礎化
学品の輸出や、高機能電子部材の出荷に変調が出ていることが背景にありそうだ。在庫増も気にな
るところで、市場の動きを見極めた迅速な経営判断が問われる局面を迎えている。

2222 ８８８８月石油製品月石油製品月石油製品月石油製品ＣＩＦＣＩＦＣＩＦＣＩＦ・・・・・・・・・・・・円高受円高受円高受円高受けけけけ総総総総じてじてじてじて下落下落下落下落
　８月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、円高の進行を受け、いずれの製品も下落した。
前月速報値に比べドル建て価格は全般的に上昇したが、２．５円の円高により反転した。
　原油は前月速報値比１キロリットル当たり１２３８円下げの５万６１４０円、石化用ナフサは同
２００２円下げの５万２４２１円。灯油が同１１０４円の下げとなっている。

【８月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】（換算レート７７．８９円／ドル）出所：財務省貿易統計

3333 ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴフィルムフィルムフィルムフィルム・・・・・・・・・・・・出荷出荷出荷出荷、、、、国内向国内向国内向国内向けけけけ好調好調好調好調、、、、４４４４－－－－６６６６月月月月　　　　輸出輸出輸出輸出はははは１１１１１１１１％％％％減減減減
　日本ＰＥＴフィルム工業会の統計によると、２０１１年４－６月のポリエステル（ＰＥＴ）フィ
ルムの総出荷量は９万４６２０トンで、過去３番目に高い出荷実績となった。ただ、輸出はフラッ
トパネルデイスプレイ（ＦＰＤ）関連部材の生産調整の影響を受け、前年同月比１１％減の１万９
０６０トンとなった。
　品目別では、包装用はⅠ－３月に続きＰＥＴの不足感から引き合いが強く、同７％増の１万７６
１０トン。工業用は全般的に需要が旺盛で、前年同期と同じ５万７９５０トン。国内は包装、工業
とも好調で、出荷量合計は７万５５６０トンと４半期としては過去最高の実績となった。
　一方、輸出は主力の薄型テレビ関連や周辺部材はユーザーの生産調整が続いており、影響を受け
た。

【ＰＥＴフィルム出荷】（単位＊トン、％）　日本ＰＥＴフィルム工業会調べ

6666 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　　　　価格調整機運価格調整機運価格調整機運価格調整機運・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ値下値下値下値下がりがりがりがり受受受受けけけけ
　ポリオレフィンを中心とした国内汎用石化製品に価格調整機運が出てきた。主原料の国産ナフサ
価格が値下がりするなか、対応する価格体系への移行に向けた交渉が本格化している。７－９月期
国産基準ナフサ価格が５万５０００円程度となることを前提とすれば、１キログラム当たり１０円
程度の下方修正が図られる可能性が大きい。アジア市場の冷え込みも厳しくなっているほか、国内
でもポリエチレン（ＰＥ）等は在庫調整段階にあり、市場では下げ圧力が高まりつつある。
　既にＰＥでは最大手の日本ポリエチレンが９月分からにも値下げする方向で個別に需要家ごとの
交渉を始めた。プライムポリマー、住友化学は、慎重に原料動向を見極めたいとしているものの、
いずれも値下げ実施自体は避けられないところ。ＰＥは震災直後の仮需の反動や輸入品の増加、
ＰＰは震災による自動車生産の落ち込みが響いている。ＰＰはこれから自動車生産の増加でタイト
な推移が見込まれるものの、ＰＥは大きな需要の伸びは期待できそうにない市場動向となっている。
　加えてアジア市場でも金融引き締めの影響や世界的景気後退懸念から中国市場が伸び悩んでいる。
アジア市況も弱含みの展開が続く。
　足元の輸入ナフサ価格は１トン当たり９００ドル前後で、これを国産価格に換算すると１キロリ
ットル当たり５万円程度となる。先行きの原料の更なる値下がりも控え、国内石化市場は全般に値
下げの秋を迎えることになりそうだ。

7777 印刷印刷印刷印刷インキインキインキインキ・・・・・・・・・・・・震災等影響震災等影響震災等影響震災等影響、、、、需給需給需給需給にににに不透明感不透明感不透明感不透明感　　　　１０１０１０１０年生産回復年生産回復年生産回復年生産回復もももも上期上期上期上期マイナスマイナスマイナスマイナスにににに
　印刷インキの需要に不透明感が出ている。２０１０年は生産、出荷とも前年実績を上回った。
今年１－６月期（上期）については、東日本大震災等の影響が危惧されたが、生産は前年同期に比
べ減少したものの、全体の出荷および出荷金額は横ばいを維持している。そうしたなか今後につい
ては、震災に関連し広告需要が低調に推移し、平版インキなどの需要が伸び悩むのではないかとい
う懸念が出ている。
　グラビアインキは、菓子類などの食品パッケージを中心に多種多様な製品に使われる。１０年の
生産量は同０．６％増の１１万７５１６トン、出荷数量は同６．２％増の１５万６９２５トン、出
荷金額は同７．１％増の７８８億１８００万円。出荷数量は１０年ぶりに平版インキを上回り、品
目別のトップになった。出荷金額も過去最高となった。菓子類などの個別包装の進展、食品分野で
新製品販売が相次いだことなどが奏功したとみられる。
　今年上期は、生産量が同２．５％増の５万８６０５トン、出荷数量が同３．８％増の７万８９９
１トン、出荷金額が同７．３％増の４０８億３０００万円。全出荷数量に占める割合は、平版イン
キを５．６ポイント上回る３８％となった。

7777 印刷印刷印刷印刷インキインキインキインキ工業連合会工業連合会工業連合会工業連合会、、、、環境保全活動環境保全活動環境保全活動環境保全活動にににに力力力力・・・・・・・・・・・・ＣＦＰＣＦＰＣＦＰＣＦＰ値値値値をををを算出算出算出算出・・・・公表公表公表公表
　印刷インキ工業連合会は、環境保全・負荷低減および作業の環境安全に対する取り組みに力を入
れている。この一環として、カーボンフットプリント（ＣＦＰ）制度を利用して、「印刷インキの

輸出 19,060 89
合計 94,620 99

工業 57,950 100
国内計 75,560 102

１１年４－６月 前年同期比
包装 17,610 107

62,845
52,421
70,428

ドル／バレル
114.59
128.27
107.00
143.75

原油・粗油
ガソリン（自動車用）
ナフサ（石化用）
灯油

円／キロリットル
56,140



ＰＣＲ（商品種別算定基準）」を策定し、認定された。このＰＣＲに基づき、平版油性インキ、平
版ＵＶインキ、出版グラビアインキ、特殊グラビアインキ、水性グラビアインキ、水性フレキソイ
ンキ、スクリーンインキ、レジストインキの８種類のＣＦＰ値を算出した。
　印刷インキ工業会の会員各社に周知を図るとともに対外的に公表している。

10101010 ポストポストポストポスト京都京都京都京都でででで国連会合開幕国連会合開幕国連会合開幕国連会合開幕・・・・・・・・・・・・温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策「「「「暫定協定暫定協定暫定協定暫定協定もももも」」」」
　２０１３年以降の地球温暖化対策の枠組み（ポスト京都議定書）などを話し合う国連作業部会が
１日（日本時間２日未明）、中米のパナマで開幕した。南アフリカ・ダーバンで１１月末から開か
れる国連気候変動枠組み条約第１７回締結国会議（ＣＯＰ１７）に向けた準備会合として、「ポス
ト京都」をめぐる意見の隔たりが大きい先進国と途上国との間で厳しい交渉が行われる見通し。
会合は７日まで。
　１２月末に期限が切れる京都議定書後の枠組みに関してＣＯＰ１７で合意出来ない場合、温室効
果ガスの国際的な排出削減協定が存在しない「空白期間」が生じる可能性が高まる。このため、
フィゲレス同条約事務局長は会合の冒頭、「当事者間の隔たりを克服するため、限られた時間を有
効に使う必要がある」と強調。ただ交渉は難航が見込まれることから、「中期的な法的枠組みの発
展をにらんで、暫定的な協定が必要になるかもしれない」とも指摘した。

12121212 シェルシェルシェルシェル・・・・・・・・・・・・ブコムブコムブコムブコム島島島島、、、、供給不能供給不能供給不能供給不能をををを宣言宣言宣言宣言
　　　　精製設備火災事故精製設備火災事故精製設備火災事故精製設備火災事故　　　　クラッカークラッカークラッカークラッカー、ＭＥＧ、ＭＥＧ、ＭＥＧ、ＭＥＧ停止停止停止停止

　シェルはシンガポール・ブコム島に持つ石油精製・石化コンプレックスについてフォスマジュー
ル（不可抗力による供給不能）を宣言した。先週、石油精製設備で火災事故が発生し、製油所全体
の稼働を停止せざるを得ない状況のなか、ナフサクラッカー、誘導品であるモノエチレングリコー
ル（ＭＥＧ）設備やブタジエン抽出設備などについても稼働を停止させた。
　ナフサクラッカーについては９月半ばに修理が終わり再稼働した矢先の出来事であり、またＭＥ
Ｇはポリエステルチェーンの好調を背景に需給が引き締まっている最中であり、同コンプレックス
の停止がアジアの石化市場に与える影響は大きく波及しそうだ。

　　　　１０１０１０１０月月月月０５０５０５０５日日日日（（（（水水水水））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　禁煙が1カ月以上も続いている。決意して始めたのではなく、書店で何となく買った指南書を読ん
で吸う気が失せてしまった。幾度もの失敗にも懲りず挑戦を繰り返してきた数十年の歴史に、よう
やく終止符が打てるかもしれない▼医師が処方する禁煙補助薬「チャンピックス錠」を展開してい
るファイザーが８月に実施した追跡調査によると、昨年１０月のたばこ増税で喫煙者の３人に１人
が禁煙に挑戦したが、６割以上が失敗していることがわかった▼「禁煙中のイライラに耐えられな
かった」「ストレスを解消したかった」というのが失敗の主な理由だが、その気持はわかる。
吸えないことがストレスにもなり、「１本だけなら」で元の木阿弥になってしまう。それを何度も
繰り返してきた▼十数年前は、オフィスには煙がたなびいていた。今は訪問先で応接室のテーブル
に灰皿を見かけることは滅多にない。街中で喫煙エリアを探すのも一苦労である。たばこにまつわ
る風景は短期間で一変してしまった▼東日本大震災の復興財源の１つとして、たばこ税が１本２円
の増税になる見通しである。喫煙者の負担は増すが、肩身の狭い思いは多少軽くなるかもしれない。
小宮山洋子厚労省大臣が就任後に発言した「１箱７００円」が妥当な価格であれば、増税余地は
まだある。

2222 三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・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事業事業事業事業　　　　収益向上収益向上収益向上収益向上へへへへグレードグレードグレードグレード別別別別にににに見直見直見直見直しししし、、、、生産体制再編生産体制再編生産体制再編生産体制再編もももも
　三井化学はポリオレフィン事業の収益性向上に取り組む。同社はグループのプライムポリマーを
中心にポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）事業を展開しており、合計能力は約２００
万トンに達する。しかし、事業規模に見合うほどの利益は得られておらず、一部製品は輸入品の攻
勢にもさらされている。同社はグレード別に製品の洗い直しを進め、用途、価格帯の重複を排除す
るなどして、中期経営計画の終了時点までには生産体制再編も含め実施し、着実に収益力向上を実
現させたい考えだ。
　三井化学は今年度から実施している１１中計において、メタロセンポリエチレン「エボリュー」、
ＰＰコンパウンドで世界トップ戦略を推進しており、ポリオレフィン事業をコアとして位置付けて
いる。エボリューの次期増設は今年度中に意思決定する方針で、海外におけるＰＰコンパウンドも
継続的に増強を実施する。
　しかし、戦略製品はあるものの、ポリオレフィン事業全体としては事業規模に収益力が追いつい
ていないのも事実。国内ではＰＥの需要増は見込めず、ＰＰの主力用途である自動車も急回復して
いるとはいえ、ピークであった２００７年の９割レベルに止まっている。また高密度ポリエチレン
（ＨＤＰＥ）やＰＰでは、震災を契機に円高も後押しして輸入品も増えている。
　同社はグレード別の見直しに着手し、価格、用途など収益が低いことの分析を進めており、年度
内に見極める方針。利益が出ないグレードは生産をやめ、利益が出る製品に集中させたとしており、
生産体制の再編成にも踏み込む考えだ。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・エネエネエネエネ基本計画基本計画基本計画基本計画にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな総合的視点総合的視点総合的視点総合的視点
　東日本大震災および原子力発電所事故を受けて、エネルギーや地球温暖化政策を取り巻く環境は
一変した。原発事故の衝撃は大きく、昨年６月に策定したエネルギー基本計画の抜本見直しが迫ら
れている。３日に開催された総合資源エネルギー調査会基本問題委員会の初会合では、予想通り原
発推進と反原発の激しい論戦が繰り広げられたが、政策の基本であるエネルギーセキュリテイ、
地球温暖化対策、経済活動を支える安全・効率的な供給のバランスに配慮した基本計画を望みたい。
　原発事故による電力供給制約が国民生活や経済活動に大きな打撃を与えた。そして菅直人前首相
は「脱原発」を打ち出し、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）を始め
た。福島原発事故の収束の見通しが立たないなかで、古い原発から廃止して、新規建設は認めない
というのが大きな流れになっている。



　この電力危機に対応して、産業界から一般家庭まで徹底した節電、省エネに取り組み、目に見え
て電力使用量が減少したことは注目に値する。節電や省エネは「創エネルギー」につながるという
認識が生まれつつある。今後は製造業に比較して省エネが遅れていた家庭などで断熱効果に優れた
材料への転換などで一段と省エネ効果が期待できる。中長期的には電力の流れを供給・需要側から
制御して最適化するスマートグリッド（次世代送電網）の普及に向けた取り組みも加速しそうだ。
　昨年策定したエネルギー基本計画では、３０年に向けて自主エネルギー比率を３８％から７０％
程度に、ゼロ・エミッション電源として原発を５０％に、太陽光や水力など再生可能エネルギーで
２０％を目指した。この原発目標の実現は難しいというのが大勢だが、原発抜きでは国内の経済
活動を維持できないことも明らか。このまま原発の縮小均衡に進めば技術開発は進展せず、既存
設備の安全確保に不安を残すほか、日本の成長戦略に柱になっている原発輸出の見直しも必至だ。
福島原発事故の原因解明を徹底して行い、再発防止の方策を十分議論したうえで原発のあるべき姿
を打ち出しても遅くないだろう。
　再生可能エネルギーの目標達成も容易ではない。とりわけ期待の大きい太陽光や風力発電の技術
開発を加速して、普及率を高めるにしても不安定な発電をいかに平準化するかなど課題は山積して
いる。

10101010 中長期中長期中長期中長期ののののエネエネエネエネ政策政策政策政策・・・・・・・・・・・・政府政府政府政府がががが検討作業本格化検討作業本格化検討作業本格化検討作業本格化
　　　　・・・・エネエネエネエネ環会議環会議環会議環会議　　　　　　　　――――　　　　月内月内月内月内にににに需給安定行動計画需給安定行動計画需給安定行動計画需給安定行動計画
　　　　・・・・総合総合総合総合エネエネエネエネ調委調委調委調委　　　　――――　　　　基本計画見直基本計画見直基本計画見直基本計画見直しししし議論開始議論開始議論開始議論開始

　政府は中長期のエネルギー政策をめぐる本格的な議論を開始した。３日、エネルギー・環境会議
（議長・古川元久国家戦略担当大臣）が第３回会合を開き、当面の需給安定行動計画を今月中にま
とめることを決めた。
　同日には経産省大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会の基本問題検討委員会（委員長・
三村明夫新日鉄会長）も初会合を開催、エネルギー基本計画の見直し議論をスタートした。
　エネ環会議は、来年夏をメドに「革新的エネルギー環境戦略」をまとめる。そこに向けた作業で
は総合エネ調、内閣府の原子力委員会の議論も反映する。エネ環会議は今月中に当面の対策を具体
化した行動計画を策定、公表する。７日に発足するコスト検証委員会が年内に電源別の発電コスト
を検証して報告をまとめ、来年３月にはベストミックスの考え方を示す予定だ。
　一方、総合エネ調は、中長期的なエネルギー政策を白紙から議論し、新たなエネルギー基本計画
を策定する。枝野大臣は３日の会議冒頭で出席した２４人の委員に「５０年先、１００年先を見据
え、妥協点を探る発想ではなく、しっかりした事実、根拠に基づく議論」を求めた。エネ環会議の
コスト検証や電力改革の議論も踏まえ、エネルギー政策の将来像を描き出すことが同委員会の役割。
　会議では、短期、中期、長期の課題を整理すべき点では概ね一致したが、原発の位置付けを巡る
意見はさまざまに分かれた。省エネや再生可能エネルギー拡大が重要であるにせよ、長期はともか
く中期的にも電力需要の確保は難しい。火力への依存度が増すことは避けられず、燃料確保の問題
や、コスト増が浮上する。脱あるいは縮原発で「安全性」が確保できても、安定性や経済性がとも
なわなければ国の戦略として成り立たない。
　今後の議論が、原発をめぐる２項対立ではなく、客観的事実に基づく冷静な議論の場とできるか
どうか。多様な委員で構成される基本問題委員会の方向性を来年春までにまとめ上げるのは、相当
な困難を伴う作業になる。

　　　　１０１０１０１０月月月月０６０６０６０６日日日日（（（（木木木木））））
2222 住友化学住友化学住友化学住友化学　　　　自動車用自動車用自動車用自動車用ＰＰＰＰＰＰＰＰコンパウンドコンパウンドコンパウンドコンパウンド・・・・・・・・・・・・世界展開世界展開世界展開世界展開をををを強化強化強化強化
　　　　中国中国中国中国３３３３拠点体制拠点体制拠点体制拠点体制テコテコテコテコにににに、、、、欧州系欧州系欧州系欧州系メーカーメーカーメーカーメーカーにににに攻勢攻勢攻勢攻勢

　住友化学は、自動車用ポリプロピレン（ＰＰ）コンパウンド事業の世界展開を強化する。とりわ
け新興国市場での事業展開を重視しており、中国では大連、長春に製造拠点設置を決め、日系企業
としては最多の３拠点体制とする。欧州での実績を生かし、中国でも欧州系自動車メーカーに対す
る販売を強めていく。２０１２年央には海外市場における供給能力は１６万トンに達する。今後更
に中国内陸部、中南米、ＡＳＥＡＮ各国などを候補に新拠点設置を検討していく。

2222 東京大学東京大学東京大学東京大学、、、、三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカルなどなどなどなど・・・・・・・・・・・・太陽光用太陽光用太陽光用太陽光用いたいたいたいた水素製造法開発水素製造法開発水素製造法開発水素製造法開発へへへへ、、、、社会連携講座社会連携講座社会連携講座社会連携講座をををを開設開設開設開設
　東京大学大学院工学系研究科、地球快適インステイチュート（三菱ケミカルホールデイングス
１００％子会社）、三菱化学科学技術研究センター、国際石油開発帝石は、太陽エネルギーを利用
した水分解による水素製造法の開発に向けて、社会連携講座「ソーラーエネルギー変換型化学プロ
セス講座」を１１年８月から３年間開設する。
　水素は燃焼後、水しか生成しないクリーンエネルギー源であり、地球温暖化の主要因である二酸
化炭素と反応させることによって、炭化水素燃料や化学品原料を作ることができるため、究極の再
生可能エネルギー・資源として期待されている。
　現状では、水素は石油やメタンなど化石燃料から製造されており、太陽電池で得られた電力で水
を電気分解する方法も考えられるが、膨大なコストを必要とするため現実的でない。そのため、
太陽光エネルギーを用いて水を分解し、水素を直接得る革新的製造方法が望まれる。
　光触媒を用いた水分解による水素製造について、紫外光のみを用いる場合には高効率プロセスに
メドが得られているが、太陽光そのものを用いるプロセスでは難しい課題が残されている。
その解決には、個体電子物性、触媒科学、無機合成化学、有機合成化学、流体物性、プロセス合成、
化学工学など幅広い分野の知識の総合的結集が必要となっている。
　東京大学大学院工学系研究科の堂免一成教授が同講座の担当教授となり、世界最先端の研究を進
める。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・未来開拓技術実現未来開拓技術実現未来開拓技術実現未来開拓技術実現プロプロプロプロ、、、、グリーンイノベーショングリーンイノベーショングリーンイノベーショングリーンイノベーション推進推進推進推進、ＧＳＣ、ＧＳＣ、ＧＳＣ、ＧＳＣプロセスプロセスプロセスプロセス開発開発開発開発などなどなどなど
　経産省は、２０１２年度予算概算要求において、研究開発予算５８１６億円の半分以上をグリー
ンイノベーションに振り向ける。中心となる未来開拓技術は、グリーン・サステイナブルケミカル
（ＧＳＣ）プロセス、高効率モーター、光エレクトロニクス等がテーマ。民間企業が取り組みにく



い長期的なテーマについて国の主導で強者連合を組織、研究開発を推進する。産業技術総合研究所
の交付金を活用し、技術基盤の整備も進める。

10101010 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・環境配慮契約法環境配慮契約法環境配慮契約法環境配慮契約法のののの産廃処理委託産廃処理委託産廃処理委託産廃処理委託　「　「　「　「総合評価落札総合評価落札総合評価落札総合評価落札」」」」採用採用採用採用へへへへ
　環境省は、環境配慮契約法の対象契約類型に新たに追加する産業廃棄物の処理委託契約について、
総合評価落札方式を採用する案をまとめた。受託価格と、受託業者の環境配慮の取り組みを定量化
した「評価点」を考慮したうえで委託先を決める。
　環境配慮契約法は、国や独立行政法人が電力を購入したり、建設物の設計を発注する際、環境負
荷低減効果が高いと見込まれる製品・サービスを提供する業者と契約することを想定している。
同法の基本方針は必要に応じ見直されることになっており、このほど有識者による環境配慮契約法
基本方針検討会で議論が始まった。
　検討会のもとに設置された廃棄物ワーキンググループは、電力購入や自動車購入などに続く環境
配慮契約法の６つ目の対象契約類型として、産業処理委託契約を追加することぉ検討している。
契約方式には、温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出削減など事業者による環境負荷低減の取り組みを定
量化した「評価点」を、入札価格で除した総合評価落札方式の採用が適当との意見をまとめた。
競争入札方式だと、低価格で落札した業者が廃棄物を不法投棄などの事態が懸念されるため。価格
と評価点の配点比率は２対１とし、価格に重きを置くのが適当としている。
　同法基本方針の変更案は、来年１月の第３回検討会で取りまとめが行われ、翌２月には閣議決定
される予定。

10101010 持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性とととと環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮・・・・・・・・・・・・金融業界金融業界金融業界金融業界がががが行動減速策定行動減速策定行動減速策定行動減速策定
　三菱東京ＵＦＪ銀行、日本政策投資銀行など金融機関３６社は４日、「持続可能な社会の形成に
向けた金融行動原則」（２１世紀金融行動原則）を採択した。持続可能性と環境に配慮した金融活
動を宣言するもの。低炭素化社会や循環型社会構築など環境、社会問題に貢献する事業への金融面
から積極的に支援し、環境破壊を招きかねない事業への融資に慎重な姿勢をとることを目的とする。
全国の金融機関に署名参加を呼びかける。

10101010 国連作業部会国連作業部会国連作業部会国連作業部会・・・・・・・・・・・・ＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰ１７１７１７１７合意案合意案合意案合意案へへへへ論点整理論点整理論点整理論点整理
　パナマで１日から開かれている国連気候変動枠組み条約の作業部会は４日、後半の日程に入った。
各国はこれまで、主要国や途上国の温室効果ガス排出削減策やその評価の仕方について主要な論点
整理に着手。１１月末から南アフリカ・ダーバンで開かれるＣＯＰ１７での合意文書のたたき台作
成に向けて本格的な作業を始める構えだ。今会合は事務レベルでの交渉にため、意見対立の激しい
テーマに関しては、ダーバン会合での政治判断に委ねるとみられ、昨年のＣＯＰ１６合意をもとに、
排出削減や気候変動の影響への適応策、途上国への資金・技術支援など各論の論点整理を急ぐ見通
しだ。

12121212 ＭＥＧ　ＭＥＧ　ＭＥＧ　ＭＥＧ　来週再来週再来週再来週再びびびびタイトタイトタイトタイト化化化化・・・・・・・・国慶節明国慶節明国慶節明国慶節明けのけのけのけの中国中国中国中国、、、、需要回復見込需要回復見込需要回復見込需要回復見込まれまれまれまれ、、、、相次相次相次相次ぐぐぐぐ定修定修定修定修などでなどでなどでなどで供給減供給減供給減供給減
　モノエチレングリコール（ＭＥＧ）のアジア需給は、中国の国慶節明け後に再びタイト化すると
の見方が広がっている。現在、国慶節を迎えている中国のポリエステル生産がほぼ停止しているた
め需給バランスは一時的に軟化しているが、国慶節が明ける来週以降、再び需要回復が見込まれる
一方、供給はシンガポールのシェルの設備停止のほか、中東やアジアで定修が相次ぐことなどから
引き締まった展開が予想されるためだ。
　中長期的にも新増設は２０１５年以降を待つしかなく、タイト推移が必至の状況だ。ただ、短期
的には米欧の経済原則懸念や、中国の金融引き締めにより世界経済が大きく停滞する可能性もあり、
この間、高長に推移してきた中国のポリエステル生産が再び同水準に戻るかどうか微妙な情勢で、
ＭＥＧのアジアの需給は世界経済の行方に大きく影響を受けそうだ。

　　　　１０１０１０１０月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（金金金金））））
1111 経産相経産相経産相経産相・・・・石連首脳石連首脳石連首脳石連首脳がががが懇談懇談懇談懇談・・・・・・・・・・・・枝野大臣枝野大臣枝野大臣枝野大臣「「「「石油産業石油産業石油産業石油産業のののの世界進出支援世界進出支援世界進出支援世界進出支援したいしたいしたいしたい」」」」

　経産省の枝野幸男大臣と石油連盟首脳との懇談会が６日、都内のホテルで行われた。枝野大臣は
東日本大震災時の石油業界の努力に対して感謝を示し、サプライチェーンの維持などに取り組むこ
とを約束するとともに、石油産業の世界進出を支援していきたいと語った。
　冒頭、天坊昭彦石油連盟会長（出光興産会長）は「震災で石油の重要性が再認識された。平時の
サプライチェーンの維持が重要。競争は競争としながらも、石油が緊急時に必要なエネルギーであ
ることを念頭に、今後のエネルギー政策の議論を進めてもらいたい」とあいさつした。
　これに対し枝野大臣は、「サプライチェーンの維持などできることはやっていきたい。また緊急
時に課題となったことについて対応を検討していく。さらに、石油業界も国際競争力が問われてい
ることから、世界への進出を支援していきたい」と語った。

10101010 ２００９２００９２００９２００９年年年年ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量排出量排出量排出量・・・・・・・・・・・・中国中国中国中国がががが３３３３年連続年連続年連続年連続トップトップトップトップ、、、、インドインドインドインドもももも３３３３位浮上位浮上位浮上位浮上　　　　新興国新興国新興国新興国のののの増加顕著増加顕著増加顕著増加顕著
　２００９年の国別二酸化炭素（ＣＯ２）排出量で、中国が世界全体のほぼ４分の１に達し、３年
連続で世界一となった。またインドが初めて３位に浮上し、新興経済国の排出量増加が際立つ結果
となった。欧米や日本など先進国は、世界的な金融危機の影響などで排出量を減らした。各国が進
める排出削減策も一定に寄与している。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が、気候変動枠組み条約
作業部会などを開催しているパナマで発表した。
　ＩＥＡによれば、０９年の世界のＣＯ２排出量は前年比１．３％減の２８９億９９００万トン。
このうち中国は同５．０％増の６８億３１００万トンとなり、全体の約２４％（前年は２２％）を
占めた。２位は米国の５１億９５００万トンで同７．２％減少し全体に占める割合も１８％に下が
った。両国の差は中国が初めて米国を上回った０７年の約３億トンから２年で１６億トンまで広が
った。中国経済の成長が続いているため、この差はさらに拡大することは確実。
　３位のインドは同１１．１％の１５億８５００万トンで、前年３位だったロシアの１５億３２０
０万トンを上回った。日本は同５．１％減の１０億９２００万トンで前年同様５位だった。以下、



ドイツ、イラン、カナダ、韓国、英国と続く。
　中印両国をはじめとする新興国の多くは、京都議定書で削減義務を負っていない。中国、インド、
ブラジル、南アフリカの新興４カ国の排出量合計は９１億２５００万トンで世界全体の３１．５％
に達した。主要排出国として責任ある対応を求める声が国際的に強まりそうだ。

【２００９年の国別ＣＯ２排出量】（出展：ＩＥＡ）

10101010 ２０１０２０１０２０１０２０１０年度年度年度年度　　　　スチールスチールスチールスチール缶缶缶缶リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率・・・・・・・・・・・・２２２２年連続年連続年連続年連続でででで過去最高過去最高過去最高過去最高にににに
　スチール缶リサイクル協会は６日、２０１０年度実績を発表した。スチール缶リサイクル率は
８９．４％と前年度期比０．３ポイント向上、２年連続で過去最高を更新した。産業構造審議会の
ガイドラインである８５％以上を１０年連続で達成した。
　１０年度はスチール缶消費重量６８万５０００トンに対し、再資源化量は６１万２０００トンと
なった。０９年度は０８年の世界同時不況で鉄スクラップ需要が落ち込んだが、１０年度は景況、
鉄鋼生産が徐々に回復したことが背景。内田耕造理事長（新日鉄副社長）は、「スチール缶スクラ
ップが高品質であることが、鉄鋼メーカーだけでなく再資源化事業者にも周知されている」と語っ
た。同協会は引き続きスクラップの高品質化や集団回収の支援を通じてリサイクル率の向上を図る。
　一方、容器包装リサイクル８団体の自主行動計画として取り組むスチール缶のリデユースは、基
準年の０４年度に比べ１缶当たり１．４５グラム、４．０６％軽量化。「１０年度に２％」の目標
を３年連続で達成した。新たな目標として１５年度に０４年度比４％軽量化を設定した。すでに前
倒しで達成しているが、軽量化の取り組みはほぼ限界に達しており、リデユース率の維持・向上を
目指す。

12121212 韓韓韓韓ＳＫＣ　ＰＶＳＫＣ　ＰＶＳＫＣ　ＰＶＳＫＣ　ＰＶ向向向向けけけけ需要狙需要狙需要狙需要狙うううう・・・・・・・・・・・・ＥＶＡＥＶＡＥＶＡＥＶＡシートシートシートシート　　　　生産能力生産能力生産能力生産能力をををを倍増倍増倍増倍増へへへへ
　韓国のＳＫＣは、エチレン酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）シートの生産能力を２０１５年まで
に現在の約２倍にあたる６万６０００トンに引き上げる。同社は世界のＥＶＡシート市場の２５％
のシェアを目指している。米国を中心とした太陽電池（ＰＶ）市場の成長が著しい地域に、合わせ
て５つのラインを新増設して生産能力大幅に増強、シェア拡大につなげていく。
　米ジョージア州で建設していた年産１万２０００トンのＥＶＡシートの新工場は完成したばかり。
韓国の京幾道・水原工場と忠清北道・鎮川工場の合計４ラインを合わせ、現在の生産能力は年３万
６０００トンとなっている。ＰＶ向けの需要増大に対応するため、追加投資を決めた。新増設は
韓国以外で具体化する予定。

　　⑧カナダ
　　⑨韓国

　　④ロシア
　　⑤日本
　　⑥ドイツ
　　⑦イラン

1,586

国　名
　　①中国

　　③インド
　　②米国

排出量（百万トン）
6,832
5,195

　　⑩英国
上位１０カ国

その他
世界合計

750
533
521
515

5.3
3.8

1,533
1,093

比率（％）
23.6
17.9
5.5

466
19,024
9,976

28,999
34.4

100.0

2.6
1.8
1.8
1.8
1.6

65.6


