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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）

　　　　１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（月月月月））））
1111 超短波超短波超短波超短波
　　　　 ◆・・・以前に比べると、日本の企業も採算性の低い事業から撤退する動きが目立つようになって

きた。しかし、「短絡的に事業を止めるのはわが社の社風に合わない」と三菱ガス化学の酒井和夫
社長は言い切る。というのも、同社の場合は「誘導品の種類が多く、チェーン全体で利益が出てい
るかが重要」と考えているため。事業全体で稼げているかどうかを吟味する必要性を訴える。
◆・・・既存製品のチェーンの収益性を高めるには「新製品の投入が欠かせない」。現在、各カン
パニーが前線に立ち研究開発（Ｒ＆Ｄ）に携わっているが、「次の成長にはコーポレートにおける
Ｒ＆Ｄ機能を分厚くしないとならない」と指摘。１０月に社長直轄のＲ＆Ｄ関連の組織を立ち上げ
たのはその第一歩。新しい器は整った。後はどんな新しい酒を入れるかが問われる。

1111 世界化学年世界化学年世界化学年世界化学年　　　　記念記念記念記念シンポシンポシンポシンポ・・・・講演会講演会講演会講演会からからからから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・総合総合総合総合５５５５社社社社トップトップトップトップ顔揃顔揃顔揃顔揃ええええ・・・・・・・・新事業創出新事業創出新事業創出新事業創出にににに意欲意欲意欲意欲
　　　　白川教授白川教授白川教授白川教授「「「「化学化学化学化学のののの面白面白面白面白ささささ伝伝伝伝えたいえたいえたいえたい」」」」

　世界化学年の記念シンポジウム・講演会（主催・化学工業日報社）が２７、２８日、都内の学術
総合センターで開催された。２７日には「化学産業の今・未来」をテーマにパネルデイスカッショ
ン（座長・橋本和仁東京大学大学院教授）が行われ、市川秀夫昭和電工社長、小林喜光三菱ケミカ
ルホールデイングス社長、田中稔一三井化学社長、十倉雅和住友化学社長、藤原健嗣旭化成社長と
総合化学５社のトップが顔を揃えた。２時間の議論では機能性化学への対応や国内企業の連携など
について意見が交わされた。日本の化学産業の進むべき道として、部材サプライヤーに甘んじるの
ではなく、主導権をとって新事業を切り拓いていくべきとの認識で一致した。
　２８日は午前に相澤益男内閣府総合科学技術会議常勤議員、巽和行国際純正・応用化学連合（Ｉ
ＵＰＡＣ）副会長が特別講演を行った。相澤氏は「地球環境問題、安心・安全な社会の構築など社
会的問題を解決するために科学技術の利用が求められている」とし、こうした問題解決に「コアサ
イエンスである科学は大きな貢献ができる。科学がイニシアテイブを持つことが必要」と訴えた。
巽氏は「今年は世界化学年として化学を紹介するさまざまな活動を展開しているが、継続して化学
の重要性を伝える活動を行うとともに、社会の発展に貢献していきたい」と述べた。
　午後はノーベル化学賞を受賞した白川英樹筑波大学名誉教授が「導電性高分子の合成と応用をテ
ーマとした子供実験教室」と題し講演。白川氏は「子供や親に化学の面白さを伝えていくことが重
要」「製品になると化学や技術はブラックボックスとなってしまうが、実験を通して興味を持って
もらうことが将来の発展に役立つ」と説明した。
　その後、女性化学者によるパネルデイスカッション「女性化学者の道を拓く～若い世代へのメッ
セージ」（座長・蟻川芳子日本女子大学学長・理事長）が行われた。

2222 ７７７７----９９９９月月月月のののの国産国産国産国産ナフサナフサナフサナフサ・・・・・・・・・・・・４１００４１００４１００４１００円下落円下落円下落円下落のののの５５５５万万万万４９００４９００４９００４９００円円円円
　７-９月期の国産基準ナフサ価格が、１キロリットル当たり５万４９００円に決まった。４-６月
期と比べ７％、４１００円の値下りで、昨年７－９月期以来、４四半期ぶりの値下り。足元の輸入
スポットナフサ価格は、国産換算で５万円を割り込んでおり、このままだと１０-１２月期も連続で
下落する可能性が大きい。
　今年に入り２回の値上げを実施してきたポリオレフィンなど、石油化学製品も連動して価格上昇
したが、７-９月のナフサ下落を見越し、すでに市中では価格調整局面に入っている。最近の原油
市況の低迷と円高を反映し、輸入ナフサ価格は１トン当たり９００ドル弱で推移している。これを
国産ナフサに当てはめると４万９０００円。現行の価格水準が継続することを前提にすれば、年末
から年明けにかけて再度の価格調整が行われることになる。

1111 エネエネエネエネ白書白書白書白書・・・・・・・・・・・・聖域聖域聖域聖域なきなきなきなき政策見直政策見直政策見直政策見直しをしをしをしを　　　　震災震災震災震災・・・・原発事故踏原発事故踏原発事故踏原発事故踏まえまえまえまえ
　政府は２８日の閣議で２０１０年度版エネルギー白書を決定した。３月に発生した東日本大震災
東京電力・福島第一原子力発電所事故を踏まえ、「これまでのエネルギー政策を反省し、聖域なく
見直す」と明記した。白書の柱は①震災と原発事故によって生じたエネルギー需給を巡る事象全般
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国産ナフサ価格の推移
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②国際エネルギー市場動向と主要各国の政策③変化を踏まえた今後のエネルギー政策の検討の方向
性―の３点。
　震災・原発事故は「エネルギー供給不足やエネルギー政策見直しをわが国喫緊の課題として提起
した」と協調、原子力の安全性について国民の信頼が大きく損なわれ、電力、石油、ガスといった
エネルギー供給に大きな混乱が生じ、日本のエネルギーシステムが抱える脆弱性が明らかになった
ことを指摘した。
　これを踏まえ、今後の政策ではエネルギー基本計画は白紙から見直し、来夏をメドに新しい戦略
と計画を打ち出す。原発は中長期的に依存度を可能な限り引き下げる方向を目指し、省エネの徹底、
再生可能エネの開発・普及の強力な推進が重要としている。震災でガス供給が長期にわたって滞っ
たことを踏まえ、広域天然ガスパイプライン網整備など供給ネットワーク対策の必要性も織込んだ。
　国際エネルギー市場については、世界のエネルギー需要は今後も増加が見込まれること、主要エ
ネルギー価格が変動しやすい状況になっていること、資源開発の高コスト化が進んでいること―等
が指摘されている。

11111111 ９９９９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・・・・・・・・・・・・前月比前月比前月比前月比４４４４．．．．００００％％％％ダウンダウンダウンダウン、、、、予想上回予想上回予想上回予想上回るるるる低下低下低下低下　　　　　　　　化学化学化学化学もももも３３３３．．．．３３３３％％％％ダウンダウンダウンダウン
　経産省が２８日発表した９月の鉱工業生産指数（速報値、２００５年＝１００、季節調整済）は
８９．９、前月比４．０％の低下となった。６ヵ月ぶりの減少で、１６業種が全てマイナスとなり、
生産予測や事前の民間予測も大幅に下回った。震災後の増産を牽引してきた輸送機械工業が８月の
反動で６．０％減になったほか、一般機械、電気機械、情報通信なども落ち込んだ。化学工業（医
薬品を除く）は３．３％減。同時に発表された７-９月期は前期比４．１％上昇、５期ぶりのプラス
となった。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産２２２２ケタケタケタケタ減減減減、、、、９９９９月大型設備月大型設備月大型設備月大型設備トラブルトラブルトラブルトラブル響響響響くくくく
　年初来、拡大基調をたどってきた中国のエチレン生産が、変調を来している。国家発展改革委員
会が発表した９月の生産量は約１０６万１０００トンで、前年同月比１８．８％減、前月比１０．
３％減となった。８月は前年同月の実績を下回る約１１８万３０００トンで、今年に入って初めて
１２０万ﾄﾝを割り込んでいた。
　発展改革委員会では、独山子石化の大規模点検や、９月８日発生した上海賽科（ＳＥＣＣＯ）の
構内火災、中海シェルの故障などが影響したとしており、通年では１５００万トンを突破すると予
想している。樹脂加工やゴム加工、繊維製品では９月も底堅い動きを示す。ただ、金融政策の影響
が出始めた６月以降、盛り上がりを欠いた状態が続いているとみる関係者も多く、不透明感が持続
していると言えそうだ。

　　　　１１１１１１１１月月月月０１０１０１０１日日日日（（（（火火火火））））
1111 住友化学住友化学住友化学住友化学９９９９月中間月中間月中間月中間・・・・・・・・・・・・石化健闘石化健闘石化健闘石化健闘しししし営業増益営業増益営業増益営業増益

　住友化学の2011年9月中間決算は、売上高、営業利益とも前年実績を上回ったが、経常段階で減益
となった。最終損益は豪ニューファームの株価下落に伴う特別損益計上により２７億円の赤字。
部門別では石油化学部門が健闘したのに対し、情報電子化学部門が低迷した。
　売上高は９９８３億円（前年同期比０．９％増）、営業利益５４０億円（同１．９％増）、経常
利益４９０億円（同６．０％減）。円高による影響は、売上高が海外子会社の邦貨換算影響で３８
８億円の減収、営業利益では１８０億円の減益となり、石化などの販売価格上昇や農薬などの拡販
で補った。また、米ポリプロピレン（ＰＰ）合弁会社の解散が持分法投資利益を減らし経常利益の
減益要因となった。

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　　　　　　　　　　　　花王花王花王花王　　　　尾崎元規尾崎元規尾崎元規尾崎元規　　　　社長社長社長社長
　　　　付加価値品付加価値品付加価値品付加価値品でででで生活生活生活生活にににに貢献貢献貢献貢献　　　　　　　　調達集約化調達集約化調達集約化調達集約化ののののリスクリスクリスクリスク痛感痛感痛感痛感

　東日本大震災は工場被災や物流網の寸断をもたらし、深刻な日用品不足に見舞われた。洗剤等の
家庭用品から化粧品を扱う花王も一時、東北・関東地域の４工場で操業停止を余儀なくされた。早
期の正常化にメドをつけた尾崎元規社長は、「被災地を含め、全国の消費者に不便をかけないとの
思いが現場の一人ひとりにまで徹底していた」と振り返る。
想定想定想定想定よりよりよりより早早早早くくくく回復回復回復回復
▼　震災から７カ月以上を経て、足元の消費行動は。
「震災直後は一部サプライチェーンが途絶えたことで供給が減少し、自粛の動きが広がったことで
消費は収縮したが、当初の想定よりも回復は早かった。衣料用洗剤やシャンプーなどのトイレタリ
ー製品は４～５月に回復が続き、ほぼ前年並みの姿に戻っている。一方で震災前から前年割れが続
く化粧品は回復に時間がかかるだろう」
▼　震災で企業経営上のリスク管理を求められています。
「震災直後、一時的に原材料が不足する事態に直面したが、海外を含めた調達先の変更などによっ
て早期に補うことができた。コストを考え、原材料の調達先を集約する傾向にもあったが、震災を
通じてこうした手法はリスクが高いことをあらためて痛切に感じた。事業継続計画（ＢＣＰ）の観
点から収益の柱となる商品群の原材料は、差別化できる独自性と複数社から購買するバランスを保
ちながらさまざまなリスクに備えていく」
自前自前自前自前でででで新興国開拓新興国開拓新興国開拓新興国開拓
▼　海外で原子力発電所の事故の影響はどうですか。
「当社の製品について放射性物質の汚染を心配する問い合わせも出ていたが、顧客に対して十分に
説明することで震災前と変わらないスピードで動いている。
▼　グローバル戦略の柱はどこに置きますか。
「川下のコンシュマープロダクツ事業と川上のケミカル事業で技術的シナジーを発揮しながら『清
潔・美・健康』の分野で価値を生みだすことにある。成長著しい新興国では、ブランド力と技術力
の面で買収したいと思う企業が見当たらないので、基本的には自前で市場の開拓を進めていきたい」
「「「「環境環境環境環境」」」」研究研究研究研究をををを加速加速加速加速
▼　社会全体が持続成長を成し遂げていくためにどう応えていきますか・



「毎日の暮らしで使っていただく生活必需品を扱っているからこそ、技術開発に根差した付加価値
の継続的な提供が第一の使命だ。豊かな暮らしに貢献することが社会でのサステイナビリテイー（
持続可能性）に尽くす道と考えている」「もう１つは環境意識の高まりだ。今年６月には和歌山工
場内にエコテクノロジーセンターを新設した。植物由来バイオマスなど再生可能原料の高度利用や
非可食油糧植物の開発、節水型製品につながる次世代環境技術の研究などを加速させていくつもり
だ」

3333 高度化成高度化成高度化成高度化成（（（（一般一般一般一般））））４４４４．．．．３３３３％％％％上上上上げげげげ・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１肥料年度春肥価格肥料年度春肥価格肥料年度春肥価格肥料年度春肥価格　　　　主主主主・・・・副原料高騰副原料高騰副原料高騰副原料高騰をををを反映反映反映反映
　ＪＡ全農と肥料メーカーとの間で行われていた２０１１肥料年度春肥（１１年１１～１２年５月）
の価格交渉は、ほとんどの品目が値上げで決着した。品目ごとにばらつきはあるものの、基準銘柄
である高度化成（一般）は前期（１１肥料年度秋肥）比４．３％の値上げとなった。主原料である
窒素、リン酸、カリや副原料である硫酸の値上げを反映したもの。肥料価格は、原油高や主原料の
国際価格上昇などを背景に０４年度から５年連続で値上げされてきた。その後、主原料の国際価格
が下落に転じたため０９年度は値下りしたが、主原料の値上がりに伴い上昇に転じていた。
　今期の価格交渉は６月中旬からスタートした。窒素質肥料は原料のアンモニア、ナフサなど主原
料のコスト上昇により値上がりとなった。リン酸質肥料は、原料のリン酸の国際市況の上昇や硫酸
の値上がりを反映し値上がりとなった。製造経費は、重油や包装資材費の値上がりでメーカーから
値上げ要求があったが、最終的に据え置きとした。

3333 中央大学中央大学中央大学中央大学・・・・・・・・・・・・ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２吸収材吸収材吸収材吸収材をををを開発開発開発開発　　　　リチウムリチウムリチウムリチウム複合酸化物利用複合酸化物利用複合酸化物利用複合酸化物利用、、、、バッテリーバッテリーバッテリーバッテリー用途狙用途狙用途狙用途狙うううう
　中央大学理工学部の大石克嘉教授は、独自開発した炭酸ガス（ＣＯ２）吸収材料の実用化を目指
す。棒状の金属表面に酸化物層を形成させ、さらにその上にリチウム複合酸化物によるＣＯ２吸収
層を形成させることで、常温でＣＯ２を吸収できる材料を作成した。吸収したＣＯ２は電流を流し
て発熱させると放出することが出来る。棒状金属の長さや太さをはじめ、網状やカール状など、最
も吸収効率の高い形状の検討も進めている。
　電気自動車用バッテリーとして期待される金属・空気２次電池用などで実用化の可能性があると
みている。

5555 輸入輸入輸入輸入ナフサナフサナフサナフサ　　　　プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム価格上昇価格上昇価格上昇価格上昇へへへへ・・・・・・・・・・・・対対対対クウエートクウエートクウエートクウエート交渉交渉交渉交渉　　　　１８１８１８１８．．．．５５５５ドルドルドルドルでででで相次相次相次相次ぎぎぎぎ決着決着決着決着
　輸入ナフサのプレミアム価格が値上がりする方向となった。国内の大手化学メーカーや総合商社
と代表的な供給先であるクウエート石油公社（ＫＰＣ）との間でこのほど行われた長期価格交渉で
１トン当たり１５ドルから１８．５ドルへ値上げ決着が相次いだ。これが１つのベンチマークにな
り、他の中東供給ソースにおいても、同水準の価格改定が図られていくことになる可能性が大きい。
　日本の石化メーカーの一部が石化市場の環境が悪いなかでも値上げを受け入れたのは、数年前に
ＫＰＣとの交渉が物別れに終わった際、玉手当てに苦労したという経験が影響している。また、
円高を受け、円ベースでの負担はかなり軽減されるという状況も値上げに理解を示す要因となった。

9999 化粧品主要各社化粧品主要各社化粧品主要各社化粧品主要各社のののの９９９９月中間月中間月中間月中間・・・・・・・・・・・・涼感品販売涼感品販売涼感品販売涼感品販売でででで明暗明暗明暗明暗、、、、事業成長事業成長事業成長事業成長にににに向向向向けてけてけてけて新施策新施策新施策新施策
　国内主要化粧品メーカー５社の９月中間決算が３１日に出揃った。今夏の節電要請に合わせて涼
感製品の販促を強めた資生堂やマンダムが堅調に推移した。震災や景気不安、タイ洪水など市場の
先行きが不透明な中、各社とも市場が拡大している通販市場参入など新たな取り組みを本格化。
利益面での伸び悩みもカバーするべく、事業運営の効率化も図っていく。
　販管費の一部が下期にずれ込み増益となった資生堂は、国内化粧品の売上げ不振を欧米や新興国
の事業強化でカバーしていく方針。来期から国内ネット販売開始に合わせてウエブマーケテイング
施策に向けた費用も増やし、今後インターネットを用いた新制度品ビジネス構築に向け準備を進め
る。海外でも「ＴＵＢＡＫＩ」など注力６ブランドの育成を強化して持続成長を図る。
　花王のビューテイケア事業は、グループ社のカネボウ化粧品とともに運営体制を効率化するとと
もに、「ソフィーナ」を冠するブランドの１２年度黒字化を目指し、部員派遣店舗を集約化する。
カネボウ化粧品はブランド数を２～３年内に３割削減する方針を掲げている。海外では欧米を中心
に事業社体制を各国１社ごとで統合し、現地専用ブランド「モルトンブラウン」など注力ブランド
を選定し育成していく。

【化粧品主要各社の９月中間決算と見通し】
　　（単位：億円、上段は９月中間、下段は通期見通し、前年同期比伸び率）

（ビューテｲ
ケア事業部）

12121212 ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン　ＡＢＳ、ＳＢＲ　ＡＢＳ、ＳＢＲ　ＡＢＳ、ＳＢＲ　ＡＢＳ、ＳＢＲ需要急減需要急減需要急減需要急減・・・・・・・・・・・・アジアアジアアジアアジア市況市況市況市況２０００２０００２０００２０００ドルドルドルドル割割割割れれれれ
　ブタジエンのアジア需要に急ブレーキがかかっている。アクリロニトリルブタジエンスチレン（
ＡＢＳ）樹脂やスチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）といった主要誘導品が軒並み減産を継続してい
るためだ。ＡＢＳやＳＢＲメーカーは当初、原料高を嫌忌して減産を強化している。依然としてア
ジア域内の在庫水準は高く、しばらくこの傾向が続く基押しにある。ナフサクラッカーの収益の柱
の１つであったブタジエンのスプレッドが大幅に縮小することでアジアのナフサクラッカーは損益
悪化が避けられず、減産本格化を検討せあるを得ない状況になりつつある。

売上高
伸び率金額

経常利益
金額 伸び率

当期准利益
金額 伸び率

0.8
1.4

社名
営業利益

金額 伸び率
215 -1.5
400 -10

花王

コーセー

3,362
6,800

810

資生堂

-4.8
1,690 -1.2

218

45 -30.1 42

2,717 -0.3 70

0.6 91 20.6
400 -10.1 210 64.2

100 27.7 102 -25.5

マンダム
340 8.9 49 11.9 51 11.8 27

65 7.4 34 28605 5.7 63 8.7

- - -

30.4

-31 17 -28.3
53 -21.2

-
5,420 -1.6 - - - - -

25.7



12121212 旭化成旭化成旭化成旭化成　　　　藤原社長会見藤原社長会見藤原社長会見藤原社長会見・・・・・・・・・・・・年度内年度内年度内年度内にににに中国統括会社中国統括会社中国統括会社中国統括会社、、、、現地売上高現地売上高現地売上高現地売上高２０００２０００２０００２０００億円目指億円目指億円目指億円目指すすすす
　旭化成の藤原健嗣社長は２９日、北京で記者会見し、今年度内に中国に投資性公司を設立する方
向で準備していることを明らかにした。同時に同国で重点分野と位置付ける膜・システムの水処理
と医療関連の積極拡大を柱に、５年後に中国でのグループ売上高を２０１０年の約１６００億円か
ら約２０００億円規模へと引き上げる方針も示した。

１１１１１１１１月月月月０２０２０２０２日日日日（（（（水水水水））））
1111 ９９９９月中間決算月中間決算月中間決算月中間決算

三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル・・・・・・・・・・・・売上高横売上高横売上高横売上高横ばいもばいもばいもばいも２２２２ケタケタケタケタ減益減益減益減益
　同社の２０１１年９月中間決算は、売上高が前年同期比０．４％増の１兆５７０２億円と横ばい。
しかし、営業利益は同１４．１％減の９５７億円、経常利益は同１２．７％減の９２９億円、純利
益は同１４．７％減の３７５億円と２ケタ減益。機能商品分野や素材分野で、原燃料価格が高水準
で推移したことや、円高傾向が継続したことが影響した。
東東東東ソーソーソーソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市況上昇市況上昇市況上昇市況上昇でででで純利益純利益純利益純利益４４４４倍超倍超倍超倍超
　同社の２０１１年９月中間決算は、主力製品の海外市況上昇と好調な出荷により、営業利益が前
年同期比２倍以上、純利益も４倍以上増加した。売上高は原料価格上昇に伴う製品価格値上げによ
り前年同期比１４．２％増の３６７７億円だった。営業利益は同１１５．４％増の２１７億円、経
常利益が同１６１．７％増の１８６億円、純利益が同３０７．４％増の９９億円。

1111 リンテックリンテックリンテックリンテック・・・・・・・・・・・・粘着粘着粘着粘着テープテープテープテープ　　　　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攻勢攻勢攻勢攻勢　　　　難燃規格難燃規格難燃規格難燃規格もももも取得取得取得取得　　　　アジアアジアアジアアジアでででで供給体制整備供給体制整備供給体制整備供給体制整備
　リンテックは、スマートフォンなどタッチパネル用新製品を相次ぎ市場投入する。業界初の難燃
規格を取得した両面テープや、各種の微粘着フィルム、ガラス飛散防止用フィルムなど機能性を追
求した製品をラインアップに加える。携帯端末向けに特化した製品を拡充し、同市場における更な
るシェアアップを目指す。ユーザーの製品拠点がアジアに集約されつつあるため、中国・タイの
拠点を活用し迅速な供給体制を整える。

1111 出光興産出光興産出光興産出光興産・・・・・・・・・・・・徳山製油所徳山製油所徳山製油所徳山製油所をををを停止停止停止停止　　　　精製能力精製能力精製能力精製能力２２２２割削減割削減割削減割削減
　出光興産は１日、２０１４年３月に徳山製油所（原油処理能力・日量１２万バレル）の稼働停止
を発表した。これにより国内３製油所体制となり、原油処理能力は現状から約２割減の同５２万バ
レルとなる。隣接する徳山工場が持つエチレン製造装置へのナフサ供給には輸入で対応する。
　徳山製油所では軽質油に対応した装備のため、エネルギー供給構造高度化法が求める重質油分解
装置は装備されていない。

2222 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工のののの１１１１----９９９９月期決算月期決算月期決算月期決算・・・・・・・・・・・・純利益純利益純利益純利益８６８６８６８６％％％％増増増増
　同社の２０１１年１－９月期決算は、純利益が前年同期比８６．３％増の１７５億１６００万円
と大幅増加した。売上高は同９．８％増の６４１６億３２００万円、営業利益は同４１．１％増の
３８８億５３００万円、経常利益は同５２．１％増の３２７億９８００万円。ハードデイスクなど
の旺盛な需要に支えられたエレクトロニクス部門が牽引役となった。

10101010 容器包装容器包装容器包装容器包装のののの再商品化義務総量再商品化義務総量再商品化義務総量再商品化義務総量　　　　１２１２１２１２年度年度年度年度・・・・・・・・・・・・プラプラプラプラ容器容器容器容器８１８１８１８１万万万万トントントントンにににに
　経産省は２０１２年度の容器包装の再商品化義務総量をまとめた。法令に基づき分別収集計画と
再商品化計画から毎年度算定しているもので、プラスチック製容器包装の４％増加をはじめ、全て
の容器包装が前年度を上回る。産業構造審議会の容器包装ワーキンググループが算定の前提となる
数値を承認し数量を確定した。
　１２年度の再商品化義務総量は、ガラスびんが無色、茶色、その他を合わせ４２万８００トン、
ＰＥＴボトルが３０万５０００トン、紙製容器包装が３万７６２０トン、プラスチック製容器包装
が８０万９８２０トン。ガラスびん以外は分別収集見込み量で算定。業種全体に占める自社の排出
見込み量の割合から個々の企業の義務量が決まる。

10101010 政府政府政府政府　　　　電力需給安定化電力需給安定化電力需給安定化電力需給安定化へへへへ行動計画行動計画行動計画行動計画・・・・・・・・・・・・関電関電関電関電・・・・九電九電九電九電にににに節電要請節電要請節電要請節電要請、、、、需要家対策需要家対策需要家対策需要家対策やややや制度改革制度改革制度改革制度改革
　政府のエネルギー・環境会議と電力需給に関する検討会は１日、合同会議を開催し、エネルギー
需給安定行動計画と今後の電力需給対策を決定した。ピーク電力不足とコスト上昇を回避するため、
予算措置や制度改革など政策を総動員し、需給安定化を目指す。今冬はピーク電力不足の可能性が
ある関西電力、九州電力管内で節電を要請する。需要家、電力会社の対策、規制・制度改革の３つ
のアクションプランを策定し、着実な需給の安定化を目指す。
　エネルギー需給安定行動計画は、原発が再稼働しない場合のピーク電力不足対策と、原発を火力
発電で代替する際の燃料コスト上昇を抑えるための対応をまとめたもの。
　計画停電や電気事業法に基づく電力使用制限を回避しつつ、当面３年間のエネルギー需給の安定
化を図る。
　今冬の電力需給対策の焦点は関電と九電。２社は供給力の積み増しや他の電力会社からの電力融
通を受けても、ピーク需要が供給力を上回る見通し。企業と家庭を対象に、関電管内では昨年の最
大使用電力の１０％以上、九州管内では５％以上の節電を要請する。期間は１２月１９日から来年
３月２３日まで。製造業に対しては、生産に影響しない範囲で自主的な節電目標に取り組む一方、
オフィス部門で設定値を上回る大幅な節電を求める。他の電力会社の管内では数値目標を設定せず
に一般的な節電を要請する。
　来夏は全国で最大１６５６万キロワットのピーク電力不足が生じる可能性があり、需給ギャップ
最小化の為、今年度当初予算、補正予算合わせ５８００億円規模の対策を講じる。

10101010 みずほみずほみずほみずほ情報総研調査情報総研調査情報総研調査情報総研調査・・・・・・・・・・・・ＣＦＰＣＦＰＣＦＰＣＦＰ認知度低認知度低認知度低認知度低くくくく　「　「　「　「意味知意味知意味知意味知っているっているっているっている」」」」はははは８８８８％％％％
　みずほ情報総研は１日、セブン＆アイ・ホールデイングスと共同で実施したカーボン・フット・
プリント（ＣＦＰ）制度の消費者認知度調査結果を発表した。ＣＦＰの「意味をしっている」と答



えたのは全体の１割に満たず、一般的な認知度はいまだ低いことがわかった。一方、半数がＣＦＰ
表示によって商品イメージが向上すると回答。食品や日用品などにＣＦＰ表示をした方がよいと考
えている消費者が多かった。ＣＦＰマークの表示方法については、半数以上が「数値＋ＣＯ２を
減らせるヒント」を選択した。みずほ情報総研は消費者がＣＦＰの数値や企業の取り組みアピール
だけでなく、温暖化対策に自ら参加出来る情報を欲していると分析する。調査は「アリオ橋本」
（神奈川県相模原市）で実施、有効回答者数は７３２人。

10101010 ブルームバークブルームバークブルームバークブルームバーク新新新新エネエネエネエネ投資部門投資部門投資部門投資部門トップトップトップトップがががが提言提言提言提言・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本、、、、再生再生再生再生エネエネエネエネ関連分野関連分野関連分野関連分野のののの輸出拡大輸出拡大輸出拡大輸出拡大をををを
　　　　電力供給電力供給電力供給電力供給などなどなどなど規制緩和必須規制緩和必須規制緩和必須規制緩和必須　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　⇒⇒⇒⇒　　　　原発原発原発原発はははは早期早期早期早期にににに信頼回復信頼回復信頼回復信頼回復をををを

　米ブルームバーク新エネルギー・環境投資部門最高責任者のマイケル・リーブライヒ氏はこのほ
ど日本エネルギー研究所で、世界の再生可能エネルギー市場の動向をテーマに講演した。
　日本での新エネルギー導入拡大には、電力供給などに関する規制緩和が必須とする一方、早期に
原子力発電の信頼性を回復させるべきと説いた。また風力や太陽光発電システムの輸出を増やし、
経済再生の原動力とすることを提言。地熱発電の可能性にも期待を示した。
　国内における再生可能エネ拡大に必要な施策として。エネルギー需要の管理、フィードインタリ
フ（固定価格買取）制度の導入などをあげた。また、「長い旅になるが」と前置きしつつ、電力
取引市場や供給事業者参入に関する規制緩和は欠くことのできない条件と述べた。
　一方、日本の再生可能エネルギー由来の電力がいまだ２％前後であることを踏まえ、早期に原子
力発電の信頼回復を図るべきとした。　
　中国とインドの新エネルギー関連投資は２００８年の金融危機以降も伸びており、１１年は中国
が前年比１３％増の５５０億ドル、インドは９００億ドル規模とほぼ倍増を見込んでいる。
韓国は２０年までに８２０億ドルの投資を計画しており、その大半がアジア、欧米など海外市場に
向けられる。これに対し日本の同年までの投資額は７０億ドルと、韓国の１０分の１以下に止まる。
投資主体も商社が多く、重工メーカー主体の韓国とは異なる。
　同氏は、日本企業は地熱やタービン、ヒートポンプ、燃料電池の分野で世界のリーダーであり続
けることが可能と強調。「経済のダイナニズムを取り戻すためにも、新エネルギー分野を新たな
輸出産業として育成すべき」と提言した。

11111111 ＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤ・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本のののの成長率成長率成長率成長率をををを上方修正上方修正上方修正上方修正
　経済協力機構（ＯＥＣＤ）は、最新の経済見通しを公表し、今年の日本の実質ＧＤＰ（国内総生
産）が０．５％減少するとの見通しを明らかにした。０．９％減少としていた５月時点の見通しを
上方修正した。一方、ユーロ圏債務危機と金融不安などを踏まえ、先進諸国は軒並み下方修正した。

12121212 中国中国中国中国のののの石油石油石油石油・・・・化学工業化学工業化学工業化学工業・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１年生産額年生産額年生産額年生産額１０１０１０１０兆元突破兆元突破兆元突破兆元突破へへへへ　　　　需要堅調需要堅調需要堅調需要堅調１１１１－－－－９９９９月月月月はははは３５３５３５３５％％％％増増増増
　中国の石油・化学工業の拡大基調が続いている。中国石油・化学工業連合会がまとめた１月から
９月までの総生産額は前年同期比３４．８％増の８兆２５００万元（約１０２兆３０００億円）と
なり、通年での１０兆元突破が見えてきた。分野別では化学工業が同３７％増、石油精製が同３０．
４％増、石油・天然ガス開発が同３４．９％増。需要及び価格水準が堅調を維いでいるほか、史上
最高額を記録した貿易の伸びも寄与した。
　ただ、同連合会では下半期に入って業界内の経済に減速感が出ているほか、、石油精製の厳しい
経営環境が続いており、欧州債務危機を含めた内外の環境が混迷を深めていると指摘した。

　　　　１１１１１１１１月月月月０４０４０４０４日日日日（（（（金金金金））））
1111 総合化学総合化学総合化学総合化学　　　　業績予想下方修正相次業績予想下方修正相次業績予想下方修正相次業績予想下方修正相次ぐぐぐぐ・・・・・・・・・・・・円高円高円高円高、、、、電材低調響電材低調響電材低調響電材低調響くくくく、、、、石化市況悪化石化市況悪化石化市況悪化石化市況悪化もももも要因要因要因要因

　総合化学各社が相次いで２０１１年度業績見通しを下方修正している。想定を上回る円高が当面
続く見通しであることに加え、電子関連部材の需要減少、石油化学各製品の市況悪化が要因。対ド
ル為替レートは各社の当初見通しより４～７円円高に振れており、住友化学は数百億円規模の営業
減益要因となっている。前期の利益貢献が大きかった液晶関連部材、石化各製品も採算悪化が避け
られない。一方、上期が想定以上に好調だった旭化成、宇部興産は前回予想を上回る利益を確保で
きると予想した。

【総合化学の２０１１年度通期業績予想】（単位：億円、対ドル為替、ＫＬ／円）
売上高上段：今回予想、下段：前回予想との増減
為替、ナフサ上段：今回予想、下段：前回予想
昭和電工：１２月決算、上段の為替レート、ナフサ価格：７-１２月の前提
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2222 ９９９９月中間決算月中間決算月中間決算月中間決算
三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・基礎化学品基礎化学品基礎化学品基礎化学品がががが好調好調好調好調
　同社の２０１１年中間決算は、基礎化学品や機能製品の販売数量増加から売上高が７５５８億円
（前年同期８３０億円増）となり、交易条件改善や固定費の減少から営業利益は２８７億円（同
１１３億円増）となった。経常利益は、円高による為替差損が増加したものの、営業利益の増加に
加え、持分法による投資利益が増加したことで２７９億円（１３３億円増）とほぼ倍増。一方、純
利益は１３４億円（同３７億円減）と前年同期に退職給与引当金戻入額１４６億円を特別計上した
反動から減少した。
旭化成旭化成旭化成旭化成・・・・・・・・・・・・各事業部門各事業部門各事業部門各事業部門でででで増収増収増収増収
　同社の２０１１年中間決算は、各事業部門が売上げを伸ばし増収を確保した。営業利益は住宅以
外は減益ながらも、住宅販売増加により増益となった。売上高８０２２億円（前年同期比４．９％
増）、営業利益６３８億円（同０．４％増）、経常利益６２１億円（同４．３％増）、純利益３８
２億円（同３４．３％増）となった。

3333 大成大成大成大成ラミックラミックラミックラミック　　　　９９９９月中間決算月中間決算月中間決算月中間決算・・・・・・・・・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益２０２０２０２０％％％％増増増増
　同社の２０１１年９月中間決算は、包装フィルムの売上げ増とコストダウンを背景に、売上高が
前期比７．６％増の１０２億５０００万円、営業利益が同１８．８％増の１２億９７００万円、純
利益が同１８．９％増の７億４６００万円と増収増益となった。
　下期については上期の反動も予想されることから、通期業績予想は売上高が前期比５．１％増の
１９６億円、営業利益が同８．７％増の１９億５０００万円、経常利益が同５．５％増の１９億
１０００万円、純利益が同６．７％増の１１億円と前回予想を据え置いた。

10101010 ＧＨＧＧＨＧＧＨＧＧＨＧプロトコルプロトコルプロトコルプロトコル「「「「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」」」」正式発行正式発行正式発行正式発行・・・・・・・・・・・・全量算定全量算定全量算定全量算定はははは実質免除実質免除実質免除実質免除　　　　要求事項要求事項要求事項要求事項がががが一部緩和一部緩和一部緩和一部緩和
　ＧＨＧプロトコルは先月、企業が上下流サプライチェーン（ＳＣ）で間接的に排出する温暖効果
ガス（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」を公表した。
全量算定が実質的に免除されるなど、要求事項は草案段階から一部緩和されたが、企業はこれまで
以上にＳＣを環境視点で点検し、その現状を投資家や消費者にわかり易く開示する取り組みが求め
られる。今後、スコープ３排出の報告に必要なＳＣのＧＨＧ算定手法などが産業セクターごとに策
定される。こうしたツールづくりに、日本の意見を反映させることが重要になる。スコープ３基準
は、企業に報告義務を課すものではなく、あくまで自主的な取り組みを促すもの。しかし、数年後
には企業ＳＣの環境報告におけるデファクトスタンダードとなる可能性が極めて大きい。スコープ
３排出の報告が広がれば、企業は自社の環境取り組みや効果を消費者や投資家にアピールでき、
企業価値向上につなげられる。投資家にとっても、新興国などへのカーボンリーケージが「見える
化」され、企業の経営上のリスクを正しく評価できるようになる。欧米諸国には、これによって産
業空洞化を阻止したい思惑もあるようだ。
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