
化学工業日報抄録化学工業日報抄録化学工業日報抄録化学工業日報抄録　　　　
【【【【１１１１１１１１月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金）】）】）】）】
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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）

　　　　１１１１１１１１月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（月月月月））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・世界世界世界世界のののの化学化学化学化学がががが問問問問われるわれるわれるわれる信認信認信認信認とととと持続性持続性持続性持続性

　先月、世界の大手化学企業が参加した国際化学工業協会協議会（ＩＣＣＡ）の会合においてキー
ワードになったのは、化学産業のレビュテーション（信認）とサステイナビリテイー（持続可能性）
だった。化学物質による健康被害や環境汚染、プラント事故などが根絶できないこともあり、社会
から正当に評価されていないことが指摘された。信認と持続可能性に向けた取り組みは、新興国も
含めて世界の化学産業の大きな課題である。
　化学物質は人の健康や環境に対して危険有害性（ハザード）を有しており、事業者にはその被害
を最小化する取り組みが求められている。この対策は暴露量を重視したリスク管理が世界の化学品
規制の大きな流れだが、リスクベースでの対応では「絶対安全」を保障できないことが化学物質に
対する不安につながる。また、化学工場の爆発・火災事故の衝撃も大きく、化学産業のイメージを
低下させてきた。わが国では１９９０年代後半にダイオキシン、内分泌かく乱作用（環境ホルモン）
が社会問題になったほか、プラスチック廃棄物などで化学産業は批判に晒された。規制強化と産業
界の自主的対応で化学バッシングの動きは沈静化しているものの、再燃の可能性は否定できず、リ
スクコミュニケーションの重要性が増している。
　とりわけ来年は国連持続可能な開発会議（リオ＋２０）のほか、３年ごとに開催される国際化学
物質管理会議（ＩＣＣＭ）と化学物質政策における重要な会議が相次ぎ、この間の取り組みを公表
し政府のみならずＮＰＯなどの理解を得る努力が必要だ。
　世界の化学産業を取り巻く環境は大きく変化し、その中でも化学の生産拠点が産油国や新興国の
比率が高まっていることがある。アジアでは日本に続いて韓国、シンガポールがＩＣＣＡの正式メ
ンバーになり、中国、台湾、インドがオブザーバーで加盟した。ロシア、中東湾岸諸国もオブザー
バーだ。さらにインドネシアなどＡＳＥＡＮ諸国は化学産業の自主的な環境・安全活動であるレス
ポンシブル・ケア活動を通じてＩＣＣＡの活動にコミットしている。化学に信認と持続可能性は世
界の化学産業が歩調を合わせて進めることが不可欠だけに、ＩＣＣＡの努力が問われている。

2222 国内国内国内国内エチレンセンターエチレンセンターエチレンセンターエチレンセンター・・・・・・・・・・・・減産減産減産減産のののの動動動動きききき広広広広がるがるがるがる　ＰＥ、ＡＮ　ＰＥ、ＡＮ　ＰＥ、ＡＮ　ＰＥ、ＡＮなどなどなどなど誘導品市況低迷誘導品市況低迷誘導品市況低迷誘導品市況低迷でででで
　国内でエチレン減産の動きが広がっている。ポリオレフィンをはじめとする主力誘導品が、海外
市況下落にともない採算が悪化しており、年末にかけてセンター各社は設備稼働率を低下させる
方針だ。旭化成ケミカルズはＡＮ（アクリロニトリル）市況の悪化から水島のエチレン装置の稼働
率を８０％台半ばまで下げている。三井化学も平均９０％弱の稼働。定修を実施していたことから
フルベースで操業していた三菱化学、住友化学は１０～１２月は稼働を下げる方針だ。昭和電工も
今後の動向によっては減産を検討する。

10101010 エネエネエネエネ庁庁庁庁、、、、省省省省エネエネエネエネ法改正検討法改正検討法改正検討法改正検討へへへへ・・・・・・・・・・・・ピークピークピークピーク電力対策評価電力対策評価電力対策評価電力対策評価などなどなどなど、、、、需給構造変化需給構造変化需給構造変化需給構造変化でででで新観点新観点新観点新観点
　経産省資源エネルギー庁は省エネ法改正の検討を開始する。３・１１以降、エネルギー供給制約
が強まり、需給構造の見直しを迫られるなかで、ピーク電力対策の評価制度やトップランナー制度
の対象分野の拡大など、新たな観点を取り入れる。きょう７日に総合資源エネルギー調査会の省エ
ネ部会を開催する。来年初めにまとめ、次期通常国会への法案提出を目指す。
　現行の省エネ法は、エネルギー効率の向上が主な目的。一定以上のエネルギーを消費する企業に
対して、年率１％のエネルギー消費原単位改善を義務付け、毎年報告を求めている。自動車やエア
コンなど２３の機器については、数年後を目標とした高い省エネ基準の達成を求めるトップランナ
ー制度により、省エネ性能の向上を推進してきた。電力供給不足をきたした今夏は、ピーク時需要
の削減が重点的に進められた。しかし、省エネ法ではこのような観点はほとんど考慮されていない。
　これを踏まえ、ピーク対策の目標値を設定し、自家発電設備や蓄電池などを導入する企業を積極
的に評価する制度を検討する。

12121212 中国中国中国中国　　　　危険化学品登記管理弁法危険化学品登記管理弁法危険化学品登記管理弁法危険化学品登記管理弁法・・・・・・・・・・・・各社各社各社各社、、、、改正法改正法改正法改正法めぐりめぐりめぐりめぐり混乱混乱混乱混乱
　　　　管理当局管理当局管理当局管理当局のののの輸入許可化学品輸入許可化学品輸入許可化学品輸入許可化学品　　　　細目細目細目細目とととと運用規定運用規定運用規定運用規定　　　　不明瞭不明瞭不明瞭不明瞭

　中国に輸入される化学品を登録・管理することを目的に１２月にも施行される「改正危険化学品
登記管理弁法」をめぐり、化学企業の間で困惑が広がっている。従来、税関審査のみだった化学品
の輸入に際し、事前の登録を義務付ける新法だが、該当する化学品の詳細な範囲と細目が管理当局
の国家安全生産監督管理総局からいまだに明示されていないことが背景になっている。
　同局は化学品の分類・表示に関する世界調和システム（ＧＨＳ）の対象すべてが中国の登録対象
との見解を示しているが、具体的な細目と運用規定の詳細が待たれるのが実情だ。

　　　　１１１１１１１１月月月月０８０８０８０８日日日日（（（（火火火火））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・海外海外海外海外とととと感応度高感応度高感応度高感応度高まるまるまるまる化学企業化学企業化学企業化学企業のののの業績業績業績業績

　東日本大震災による打撃からようやく立ち直った企業業績は、世界経済の減速や円高加速によっ
て再び下降に転じている。下期はタイの洪水影響が加わり“濃霧”のなかで手探り状態を余儀なく
されそうだ。化学企業も同様で、７-９月期業績は回復したものの、この間の収益を牽引した液晶
テレビ向けなど高機能部材の出荷が急減するとともに、アクリロニトリル（ＡＮ）に代表される
基礎化学品の国際市況悪化というダブルパンチを受けている。
　化学企業の７-９月期業績は対前期比増収増益となり、期初見込み比で上方修正も相次いだ。しか

平成23年11月11日



し、７月のアナログ放送終了後の液晶テレビ需要急減は、パネル・テレビメーカーの収益悪化を引
き起こした。パソコン市場の低迷も続き、半導体や電子部品、化学業界も影響を受けた。基礎化学
品の中でメチルメタクリレート（ＭＭＡ）モノマーなどは液晶テレビの影響を受けている。フエノ
ール、カプロラクタムなど濃淡の差はあるものの、市況が反落するケースが相次いでいる。
　化学企業では４-９月業績が期初見通しを上回ったことで、２０１１年度業績は過去最高利益を
見込む企業もある。ただ、下期に関しては楽観できないとの判断が大勢を占める。とくに欧州の
財政・金融危機の先行きは予断を許さないほか、米国景気の減速や新興国の引き締めなど避けられ
ない。タイの洪水影響の広がりは予測しがたいとされ、化学企業の業績は海外経済や需要産業の動
きとの感応度が高まっている。高機能部材を含めて値下げ圧力が一段と強まるのは必至だ。
　化学企業の存在感を高めた高機能部材事業が転換期にあることも注視したい。ソニー、パナソニ
ックは液晶やプラズマ事業のリストラを発表した。欧州の財政危機は太陽光発電市場への影響が
懸念され、リチウムイオン電池は国内から中国などで増産する動きが表面化している。
　一方でスマートフォンなどの成長商品、電力制約や温暖化対策に貢献するスマートグリッド技術
システム開発が期待できる。様変わりするグローバル市場の動きにいかに対応するか、その戦略
構築も急がれる。

2222 ＷＴＩＷＴＩＷＴＩＷＴＩ““““指標原油指標原油指標原油指標原油””””復権復権復権復権へなおへなおへなおへなお課題課題課題課題・・・・・・・・・・・・対対対対ブレンドブレンドブレンドブレンド価格差縮小期待価格差縮小期待価格差縮小期待価格差縮小期待もももも、、、、投資戦略変化投資戦略変化投資戦略変化投資戦略変化などなどなどなど懸念懸念懸念懸念
　　　　リビアリビアリビアリビア内紛収束内紛収束内紛収束内紛収束、、、、生産再開生産再開生産再開生産再開、、、、米国米国米国米国のののの高在庫解消高在庫解消高在庫解消高在庫解消にににに展望展望展望展望

　年初来、北海ブレントの価格が上回る“逆転現象”が顕著になっているＷＴＩ。ブレント高騰の
背景にあったリビア内戦が収束し、米国内の高在庫体質に改善の兆しも見え始めるなか、需給バラ
ンスからは価格差が縮小方向に向かう状況となってきた。しかし、石油天然ガス・金属鉱物資源
機構（ＪＯＧＭＥＣ）の野神隆之氏は、ＷＴＩが指標原油への復権を宣言するのは時期尚早と指摘
する。リビア内戦による原油輸出停止や北海油田での生産トラブル、ナイジェリアからのパイプラ
イン破損による原油輸出停止などからブレント価格は上昇。一方、ＷＴＩは今年、カナダとの新規
パイプラインが開通したことで、受け渡し場所であるクッシングの原油在庫が増加するという地域
的な要因から価格上昇が抑制された。この結果、ブレント価格に対しＷＴＩは１バレル当たり２０
ドル以上もの安値に止まっている。ＷＴＩの指標原油としての地位が疑問視されるゆえんである。
　こうしたなか米国では、クッシングの高在庫を解消する展望が開けてきた。クッシングからメキ
シコ湾岸へ向けたパイプラインの建設が近く承認される見通しとなったもので、開通すればクッシ
ングに滞留することはなくなる。一方ではリビアの原油生産が再開。北海油田の生産も回復したこ
とでブレント価格は下落の方向にあり、ＷＴＩとブレントの関係が“正常化”する可能性が出てき
た。
　ただ、この流れを阻む動きがあると野神氏は指摘する。それが商品インデックスファンドの投資
戦略の変化。来年はＷＴＩの投資比率を下げ、代わりにブレントを上げる可能性を示唆しており、
この移行にともない来年初めにかけてＷＴＩ売り、ブレント買いが続くためＷＴＩ価格が回復しに
くい。さらに、もともとＷＴＩの取引量はブレントの２倍以上あり指標原油の地位を支えていたが、
今年は、瞬間的にブレントが上回ることもあった。このままＷＴＩがブレントに追い付かれる可能
性も否定できず、なおも原油価格をめぐる混迷は続くことになりそうだ。

3333 樹脂加工製品樹脂加工製品樹脂加工製品樹脂加工製品、、、、下振下振下振下振れれれれリスクリスクリスクリスク高高高高まるまるまるまる・・・・・・・・牽引役牽引役牽引役牽引役のののの回復遅回復遅回復遅回復遅れるれるれるれる、、、、在庫調整長引在庫調整長引在庫調整長引在庫調整長引きききき　　　　タイタイタイタイのののの洪水影響洪水影響洪水影響洪水影響
　樹脂加工製品は、牽引が期待される分野で需要回復が遅れる見通しが強まり、今年度下期の事業
環境に不透明感が強まっている。食品包装用フィルムは、サプライチェーンの川下段階での在庫調
整が長引き、製品によっては在庫の正常化に下期いっぱいかかるとの見通しも出てきた。工業部材
では、頼みの自動車向けがタイの洪水の影響で国内でも生産調整の動きが広がるなど、当初見込ん
でいたほどの回復が期待できない情勢だ。
　食品包装用フィルムは、川上の基材フィルム段階においては８月以降に在庫が積上がったものの
東日本大震災の影響で生産に制約をうけたこともあり、調整はほぼ終了した。
　その一方で、コンバーターや食品メーカーなど、サプライチェーンの川下段階ではいぜん、在庫
が積み上がったままの状態だ。震災後、夏場の電力不足も見越して各社が前倒し生産を実施。その
まま夏場の不需要期に突入したことが背景だ。コンバーターによっては「下期中に在庫調整が終了
するか微妙な情勢」との見方も出始めており、秋需を期待していた基材フィルムメーカーの生産・
出荷にも影響を与えつつある。
　工業部材関連は今下期、フラットパネルデイスプレイ向けや太陽電池向け部材の低迷などを受け
自動車向け部材の回復期待が集まっていた。しかし、タイの洪水の影響が日本を含め世界の自動車
生産に影響を与え始めたことから不透明感が強まってきた。
　自動車向けプラスチック製品の需要は夏場から急回復したが、円高の影響から「足元の受注量
は震災前の水準には届いていない」（大手樹脂加工メーカー）状況。こうしたなかで、トヨタ、ホ
ンダなどが、タイの洪水を背景に国内工場の生産調整期間の延長を相次いで発表しており、不透明
感が加速している。
　さらに住宅、建築、土木向けなども、期待される復興需要は２０１２年度以降に持越される情勢
となっており、樹脂製品の下期の生産・出荷は下振れリスクが高まっている。

１１１１１１１１月月月月０９０９０９０９日日日日（（（（水水水水））））
１１１１ 三井化学三井化学三井化学三井化学　　　　社長会見社長会見社長会見社長会見・・・・・・・・・・・・中計前倒中計前倒中計前倒中計前倒しでしでしでしで競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化、、、、ウレタンウレタンウレタンウレタン再構築急再構築急再構築急再構築急ぐぐぐぐ

　三井化学は８日、都内で経営説明会を開催し、田中稔一社長が２０１１年度下期業績見通し、中
期経営計画の進捗を説明した。１１年度通期営業利益は前年度比９５億円の増益を見込むが、ウレ
タン事業の再構築が急務とした。フェノールチェーン、メガネレンズモノマー、農薬・肥料などで
計画が前進しており、機能製品事業の強化も順調とした。田中社長は１３年度営業利益１０００億
円の達成に向け、「中計戦略を前倒し実施し競争力強化を図る」と強調した。
　１１年度下期は円高等により当初見込みより下回るものの、通期の営業利益は５００億円を確保
するとした。ただ、ウレタン事業が１２０億円の赤字の見込みで、徹底した再構築に取り組む。
大牟田、鹿島工場で８０億円のコストダウンを図り、１３～１４年度にウレタン事業の黒字化を果



たすとともに、海外有力企業と年内合意を目指して提携を交渉している。育成事業では田原メガソ
ーラー計画への参画を決め、１２年度には電子情報フィルムで４つの新製品販売を計画しており、
１７年近傍には合計５００億円事業に育てる。１１年度には海外売上高が４３％に上昇するなど
事業構造の変革も着実に成果が出ているとした。米州総代表、シンガポールＲ＆Ｄセンター設置等
グローバル経営を加速。米国では「シェールガス開発事業の参画を複数打診されている」（田中社
長）ことを明らかにした。

3333 ９９９９月中間決算月中間決算月中間決算月中間決算
　　　　東洋東洋東洋東洋インキインキインキインキＳＣＨＤＳＣＨＤＳＣＨＤＳＣＨＤ・・・・・・・・・・・・国内需要低迷響国内需要低迷響国内需要低迷響国内需要低迷響くくくく

　同社の２０１１年９月中間決算は、海外での拡販は進展したものの、一部の生活必需品や震災復
興関連を除き国内需要が低調だったほか、原材料価格の高騰などを受け増収減益となった。売上高
は前年同期比０．８％増の１２３０億７２００万円、営業利益は同２６．７％減の７３億６１００
万円、経常利益は同２７．４％減の７１億９６００万円、純利益は同４０．３％減の３５億３３０
０万円。セグメント別の売上高をみると、印刷・情報関連事業は震災にともなう広告自粛などでオ
フセットインキが伸び悩んだほか、グラフィックアーツ関連機器・材料も国内印刷需要が低迷し
３７２億３４００万円（前年同期比１．８％減）。パッケージ関連事業はグラビアインキが主力の
包装用で食品・飲料・トイレタリーなどの生活関連需要が国内で堅調に推移するとともに、中国や
東南アジアでも食品包装用が好調で２８１億２０００万円（同４．３％増）。
　通期は売上高２４００億円、営業利益１７０億円、経常利益１７０億円、純利益９５億円を見込
む。

10101010 炭素税法案炭素税法案炭素税法案炭素税法案、、、、豪上院豪上院豪上院豪上院でででで可決可決可決可決・・・・・・・・・・・・来年来年来年来年７７７７月月月月にににに導入導入導入導入
　オーストラリア連邦議会上院は８日、国内の温室効果ガス（ＧＨＧ）排出を有償化する炭素価格
制度、いわゆる「炭素税」の導入法案を可決した。法案は１０月に下院を通過しており、上院での
可決は確実視されていた。連邦総督の著名を得て成立する。来年７月から導入する。
　豪州は２０２０年までに００年比で５％の排出量削減を目標に掲げている。大口排出企業からニ
酸化炭素（ＣＯ２）１トン当たり２３豪ドル（約１８６０円＝導入初年度）を徴収し、排出抑制努
力を促す。価格は毎年引き上げられ、１５年度には欧州連合（ＥＵ）のような価格が市場で決まる
排出量取引制度（ＥＴＳ）に移行する予定。
　豪州は同制度導入と併せ、太陽光や風力発電、低排出技術などクリーン・エネルギー化投資促進
のための助成措置を講じる。電気料金上昇といった家計負担に配慮した減税も行う予定。

12121212 欧米化学欧米化学欧米化学欧米化学・・・・・・・・・・・・３３３３ＱＱＱＱ業績業績業績業績もももも良好良好良好良好、、、、４４４４ＱＱＱＱ以降事業環境厳以降事業環境厳以降事業環境厳以降事業環境厳しくしくしくしく
　欧米化学企業は第３四半期も良好な業績を達成した。米国ではダウ・ケミカル、デユポンともに
売上高と利益が前年同期に比べて２ケタ成長した。欧州ではＢＡＳＦが２ケタの増収を記録したも
のの、リビアにおける石油生産の停止が収益に影響した。またバイエルは売上高の伸びがわずかだ
ったが、農薬関連の収益改善などを背景に、大幅な増収となった。第４四半期は需要がさらに減退
するものとみられるが、通年では前年実績を上回る業績を見込む企業が多い。

　　　　１１１１１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（木木木木））））
1111 合繊原料合繊原料合繊原料合繊原料ＭＥＧ　ＭＥＧ　ＭＥＧ　ＭＥＧ　中期的中期的中期的中期的にににに一層一層一層一層タイトタイトタイトタイトへへへへ・・・・・・・・・・・・年年年年１５０１５０１５０１５０万万万万トントントントンのののの新規需要新規需要新規需要新規需要
　　　　石炭原料法石炭原料法石炭原料法石炭原料法　　　　計画遅計画遅計画遅計画遅れるとれるとれるとれると不足幅拡大不足幅拡大不足幅拡大不足幅拡大、、、、懸念懸念懸念懸念はははは１５１５１５１５～～～～１６１６１６１６年年年年

　合繊原料のモノエチレングリコール（ＭＥＧ）が今後不足する基押しが強まっている。中長期的
に世界市場で年１４０～１５０万トンの新規需要が予想されるなか、既存製法（石油化学）による
新増設計画だけでは２０１５～１６年には不足幅が２００万トン程度に広がる。このため中国を中
心とする石炭を原料とする新技術の実用化が急がれているが、触媒を中心とする技術面等のネック
から、工業化のペースが遅れると不足幅は予測を大きく上回る可能性が大きい。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　東日本大震災復興の財源となる所得増税期間を２５年にすることで与野党が合意した。野田首相
は１０年を指示したが、自公に妥協を迫られた。２０１３年１月からの増税になるが、これから生
まれる子どもにも震災の負担を強いることを考えると心が痛む▼わが国の直面する課題は明らかに
なっていても先送りしてきたことは否定できない。政治の責任は大きいが、このような政治を生み
だしたのも日本人だ▼日本が衰退に向けて進んでいるのではないかという不安は少子高齢化に起因
している。日本の人口のピークは０４年で１．２８億人。その後年率０．６％で減少に転じた。
小さな数値に感じるが、２１００年には４７７１万人まで落ち込む。これは２０世紀初めと同水準
だ▼もう一つ社会を暗くしているのは世代間格差である。バブル期には正規雇用比率が９０％だっ
たが、今や７０％なかばまで低下した。大学進学率は５０％に上昇したが、卒業しても３分の１は
就職先を見つけられない時代になった。一方で団塊世代が後期高齢者を迎える２５年には、１５歳
以下を含めた非生産人口率が４５％に達する。「「「「２０２５２０２５２０２５２０２５年危機年危機年危機年危機」」」」まで１５年もない▼課題は明確
になっているのに真正面から取り組まないと““““失失失失われたわれたわれたわれた３５３５３５３５年年年年””””になりかねない。ＴＰＰと消費税
という目の前の難題に覚悟が問われる。

2222 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・ＣＰＰＣＰＰＣＰＰＣＰＰフィルムグレードフィルムグレードフィルムグレードフィルムグレード　ＡＳＥＡＮ　ＡＳＥＡＮ　ＡＳＥＡＮ　ＡＳＥＡＮ輸出強化輸出強化輸出強化輸出強化　　　　食品包材向食品包材向食品包材向食品包材向けなどけなどけなどけなど拡大拡大拡大拡大
　住友化学は無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムを用途とするポリプロピレン（ＰＰ）樹脂の
海外販売を強化する。日系ユーザーの海外進出にともない、樹脂の輸出を強化しており、非日系ユ
ーザーの開拓も進めていく。同社では、ＣＰＰ分野向けに年間数千トンレベルで生産し、国内では
トップシェアを得ている。とくにレトルト食品包装材料に強く、新たな用途として液晶パネルのプ
ロテクトフィルムとしても需要が伸びている。同社はＰＰ製造拠点を千葉、シンガポール、サウジ
アラビアに置くが、ＣＰＰフィルムグレードを生産するのは千葉工場だけ。技術力を生かせる多品
種少量生産拠点として特化させていく。



2222 ９９９９月石油製品月石油製品月石油製品月石油製品ＣＩＦＣＩＦＣＩＦＣＩＦ・・・・・・・・・・・・石化用石化用石化用石化用ナフサナフサナフサナフサ５９７５９７５９７５９７円円円円のののの下落下落下落下落
　９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。
　原油は前月速報値比１キロリットル当たり２５９８円下げの５万３５４２円、石化用ナフサは同
５９７円下げの５万１８２４円。灯油が同１７７２円の上げとなっている。

【９月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】（換算レート７６．９６円／ドル）出所：財務省貿易統計

2222 経産省経産省経産省経産省　　　　９９９９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・・・・・・・・・・・・出荷一段出荷一段出荷一段出荷一段とととと減少減少減少減少、、、、在庫調整在庫調整在庫調整在庫調整のののの動動動動きききき広広広広がるがるがるがる　　　　　　　　　　　　
　プラスチック製品の出荷が一段と停滞してきた。９月出荷は前年比６．５％減の４６万５１４１　　
トンと３カ月連続で減少。生産も同８．７減となった。主力のフィルム・シート向けの調整局面　
が続いているほか、薄型テレビの需要不振で機械器具部品向けの内電気工業が低迷した。　
各分野では在庫調整のための減産が進められている。

【９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＞

3333 樹脂加工樹脂加工樹脂加工樹脂加工・・・・・・・・・・・・インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア進出機運高進出機運高進出機運高進出機運高まるまるまるまる、、、、食品包材食品包材食品包材食品包材でもでもでもでも動動動動きききき
　樹脂加工業界で、インドネシア市場への進出機運が高まっている。工業部品の他、食品包装材料
などのコンシュマー製品についてもインドネシア市場が注目を集めている。
　食品包材は、先進国と発展途上国とでは品質格差が大きく、とくに世界で最もハイエンドとされ
る日本の包装材料が東南アジアで受け入れられるか疑問視する声もあった。しかし、「現地進出の
機は熟してきた」（フィルムメーカー）と、ここにきて市場の見方は大きく変わりつつあり、周辺
国からの製品供給を含めた現地化の動きが出てきそうだ。

3333 ９９９９月中間決算月中間決算月中間決算月中間決算
　　　　藤森工業藤森工業藤森工業藤森工業・・・・・・・・・・・・建築資材建築資材建築資材建築資材などなどなどなど好調好調好調好調

　同社の２０１１年９月中間決算は、ライフサイエンス事業、建築資材事業が堅調に推移し、売上
高が前年同期比５．７％増の４１５億１１００万円、営業利益が同７．８％増の２８億円、経常利
益が同５．６％増の２７億８８００万円、純利益が同９．２％減の１４億８５００万円となった。
また非連結子会社の清算に向けた貸倒・減損処理などによる特別損失２億２８００万円を計上した。
　通期予想は売上高が前期比４．２％増の８１３億円、営業利益が同３．９％減の４５億４０００
万円、経常利益が同５．９％減の４５億７０００万円、純利益が同３．１％増の２７億４０００万
円。

8888 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、、、、新値浸透新値浸透新値浸透新値浸透・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ５５５５万万万万５０００５０００５０００５０００円水準円水準円水準円水準
　ポリオレフィンは、おおむね新値が浸透した。原料ナフサの値下りの対応したもので、国産基準
ナフサ１キロリットル当たり５万５０００円に相当する水準ですでに市中では取引されている。
しかし、国産ナフサは７-９月期に続き１０-１２月期も値下がりが予想されており、年明けには
再度の価格改定の動きが顕在化してくる可能性が大きい。

10101010 ＤＮＰＤＮＰＤＮＰＤＮＰ・・・・・・・・・・・・京都京都京都京都にににに環境型新工場環境型新工場環境型新工場環境型新工場、、、、軟包材製造軟包材製造軟包材製造軟包材製造　　　　ヒートポンプヒートポンプヒートポンプヒートポンプ等活用等活用等活用等活用
　大日本印刷（ＤＮＰ）は９日、環境に配慮した軟包材工場が京都で竣工したと発表した。二酸化
炭素（ＣＯ２）排出量とエネルギー使用量を大幅に削減するため、熱エネルギー源にヒートポンプ
技術を採用。循環型工場を目指し、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）を回収し溶剤をリユース・リサイ
クルする。新工場ではバイオマスフィルムなどを用いた環境配慮型製品を製造していくが、水性印
刷等環境に優しい印刷・加工技術も積極的に取り入れる。同日、操業を開始した。
　新工場は、菓子などの紙器や酒・牛乳などの液体紙容器を製造する田辺工場（京都府京田辺市）
に隣接して建設した。

12121212 ダウダウダウダウ・・・・ケミカルケミカルケミカルケミカルとととと三井物産三井物産三井物産三井物産・・・・・・・・・・・・バイオポリマーバイオポリマーバイオポリマーバイオポリマー、、、、ブラジルブラジルブラジルブラジルでででで合弁会社設立完了合弁会社設立完了合弁会社設立完了合弁会社設立完了
　ダウ・ケミカルと三井物産は、ブラジルの折半出資の合弁会社が規制当局の認可を取得し、設立
を完了したことを発表した。これによってバイオポリマーの生産に向けたプロジェクトが前進する
ことになる。合弁会社の設立を終えたことから、三井物産はブラジルのミナスジェライス州サンタ
・ビトリア市で操業するダウのサトウキビ栽培場の５０％の株式を取得した。
　合弁会社は初期段階としてサトウキビからエタノールを生産する。ダウはこれによって新たにバ
イオマス系の原料の供給を受け、原料ソースを多様化する。エタノールの生産設備のエンジニアリ
ングと装置の製造は順調に進んでおり、予定通り２０１３年第２四半期の稼働を見込んでいる。

107.7

100.6

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 41,166 74.6
出荷 43,352 77.8
在庫 30,564

106.1

日用品日用品日用品日用品・・・・雑貨雑貨雑貨雑貨
生産 22,218 97.9
出荷 22,554 99.0
在庫

91.891.891.891.8
出荷出荷出荷出荷 202,452202,452202,452202,452 93.793.793.793.7

19,887

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 195,729195,729195,729195,729

在庫 226,769

灯油 72,200 149.15

品目 前年同期比区分 ９９９９月月月月

原油・粗油 53,542 110.61
ガソリン（自動車用） 62,931 130.00
ナフサ（石化用） 51,824 107.06

円／キロリットル ドル／バレル



　　　　１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金））））
1111 経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省　　　　製造産業局長製造産業局長製造産業局長製造産業局長　　　　上田隆之上田隆之上田隆之上田隆之　　　　氏氏氏氏
　　　　素材素材素材素材・・・・部品産業部品産業部品産業部品産業のののの強強強強ささささ　　　　日本日本日本日本のののの製造業支製造業支製造業支製造業支えるえるえるえる
　　　　自動車産業自動車産業自動車産業自動車産業のののの活性化活性化活性化活性化をををを・・・・・・・・・・・・化学化学化学化学などなどなどなど波及効果大波及効果大波及効果大波及効果大

　経産省の上田隆之製造産業局長はこのほど、化学工業日報などのインタビューに応じ、当面の課
題や今後の製造業のあり方などを語った。日本の製造業の競争力の源泉は素材・部品の強さにあり、
この分野のさらなる強化が必要との認識を示した。
　タイ洪水被害に関して、世界的なサプライチェーン（ＳＣ）の問題になっている。部品不足によ
って日本の自動車産業が落ち込むことでＧＤＰにも影響が及ぶ。当面、代替生産の確保が最大の課
題だ。日本での生産のためタイ人労働者数千人にビザ発給するなどの対応策を講じている。肝心な
のは金型で、これがないと生産できない。現地では潜水夫を雇って探すような状況が続いている。
　製造業は超円高をはじめ６重苦とも言われる厳しい環境下にある。国内空洞化の懸念があるなか、
企業の論理と国家の論理が乖離することはあるが、極めて重要な問題は国内雇用の確保だ。
環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）の交渉参加は日本経済全体の問題だが、製造業への効果は大きい。
国内生産を維持するうえでも交渉参加が望まれる。
　今後の方向性としては、既存の産業活性化と新産業を育てることの２本立てだ。
自動車産業への依存度が強すぎたといわれるが、これなくして日本の産業は成り立たない。裾野の
広い自動車業界が活性化すれば、鉄鋼や化学にも波及効果が及ぶ。自動車の車体課税軽減は、自動
車の内需拡大という観点からも重要だ。新産業は創薬や再生医療、ロボット、スマートグリッド等
が重点になる。日本の製造業の競争力は、部素材の強さを源泉とする。リバースエンジニアリング
が出来ない分野を引き続き強化していくことが重要だ。

2222 双日双日双日双日グリーンケミカルグリーンケミカルグリーンケミカルグリーンケミカルにににに本格参入本格参入本格参入本格参入・・・・・・・・・・・・バイオコハクバイオコハクバイオコハクバイオコハク酸酸酸酸　　　　米米米米ミリアントミリアントミリアントミリアントとととと戦略的提携戦略的提携戦略的提携戦略的提携
　　　　日中韓台日中韓台日中韓台日中韓台でででで独占販売権独占販売権独占販売権独占販売権　　　　１１１１・・・・４４４４ＢＤＢＤＢＤＢＤ生産視野生産視野生産視野生産視野にににに５５５５万万万万トントントントン級設備級設備級設備級設備もももも計画計画計画計画

　双日がグリーンケミカル事業への進出を本格化し始めた。このほど米バイオケミカルベンチャー
であるミリアント（マサチューセッツ州ボストン）と戦略的に提携、日本、中国、韓国、台湾を
対象にバイオコハク酸の独占販売権を獲得した。数年内にアジアでの５万トン級プラントの建設も
計画しているほか、川下の１・４ブタンジオール（１・４ＢＤ）の生産計画も視野の入れている。
並行してポリアミドの原料になるヒマシ油由来セバシン酸でも中国メーカーと提携を果たすなど
化学品分野の原料多角化が進むなか、グリーンケミカル分野を化学品ビジネスの中核の１つとして
育成していく考えだ。
　ミリアントは、フロリダ大学の研究者らが中心となり立ち上げた発酵技術ベンチャーで、バイオ
ケミカル関連の製造技術で多くの特許を保有。これまでメキシコの年１００トン能力のパイロット
プラントで実証を進め、量産技術確立にめどを得て、米ルイジアナ州で年１万３５００トン能力の
商業プラントの建設に入った。２０１２年末には完成、１３年から本格操業を見込んでいる。
　双日は、アジア４カ国での販売権を取得。ポリブチレンサクシネート（ＰＢＳ）、ポリウレタン
用ポリオールなど既存のコハク酸市場で石化由来品からの代替を狙う。
　その有力候補が１・４ＢＤ。現在はブタンを原料に無水マレイン酸（ＭＡ）を経由するクバナー
法、ブタジエンを原料としアセトキシブテンを経由する三菱化学法、プロピレンを原料としアリル
アルコールを経由するライオンデル（旧アーコ）法などで生産されているが、原料をコハク酸とす
る新たなプロセスが注目されており、ＢＡＳＦ、加バイオアンバー、三菱化学などが開発を競って
いる。ミリアントもプラントメーカーと共同で開発を進めており。早期のプロセス確立にめどを得
つつある。
　アジアでの市場開発とプロセス確立を経て、双日とミリアントは域内の有力１・４ＢＤと連携す
るなどして、コハク酸～１・４ＢＤの一貫生産計画を狙っていく。１５年をめどに、コハク酸５万
トン、１・４ＢＤ３万トンプラントを立ち上げる構想。

6666 三井物産三井物産三井物産三井物産・・・・・・・・・・・・ブラジルブラジルブラジルブラジルののののグリーンケミカルグリーンケミカルグリーンケミカルグリーンケミカル計画計画計画計画　　　　コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート構築構築構築構築へへへへＦＳＦＳＦＳＦＳ
　　　　農園農園農園農園からからからからポリマーポリマーポリマーポリマーまでまでまでまで一貫一貫一貫一貫、、、、ポリエスポリエスポリエスポリエスなどなどなどなど照準照準照準照準

　三井物産は、ブラジルでグリーンケミカルコンビナートの構築に乗り出す。米ダウ・ケミカルと
の合弁でポリエチレン（ＰＥ）生産に乗り出すのを皮切りに、他のケミカルでもパートナーを呼び
込み生産事業を開始する。ポリエステル関連などのプラスチック類を軸に事業化調査（ＦＳ）を進
めているとみられ、２年内には第１号案件を意思決定、５年後をめどに操業開始を目指す。さらに
２０２０年までには第２号も実現。ブラジルの豊富なサトウキビフィードをコンビナートの核に、
農園からモノマー、ポリマーまでの一貫生産体制を作り上げていく構想。
　同社は、ダウの既存事業会社に５０％出資し、ブラジルでＨＡＯ（ハイヤーαオレフィン）直鎖
状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）の年３５万トンプラントを建設することを決定した。１５年
立ち上げを計画しており、輸入ポジションのブラジルや南米市場に供給する。

12121212 タイタイタイタイＳＣＧＳＣＧＳＣＧＳＣＧ・・・・・・・・・・・・越石化計画越石化計画越石化計画越石化計画１６１６１６１６年稼働年稼働年稼働年稼働へへへへ、ＣＦ、ＣＦ、ＣＦ、ＣＦ投資投資投資投資　　　　カタールカタールカタールカタール、、、、伊藤忠伊藤忠伊藤忠伊藤忠もももも参画参画参画参画
　タイのサイアムセメントグループ（ＳＣＧ）がベトナムで計画している石化コンプレックス計画
の概要が固まった。ＳＣＧケミカルズ及び塩ビ子会社タイ・プラスチック・アンド・ケミカル（Ｔ
ＰＣ）が４１％、カタール国営石油２５％、伊藤忠商事５％、ペトロベトナム及びベトナム・ナシ
ショナル・ケミカル（ブナケム）のベトナム側が２９％をそれぞれ出資する構成で、コーポレート
・ファイナンス（ＣＦ）により総額４０億米ドルを資金調達する方向で詳細を詰めている段階だ。
　来年前半までに資金調達の概要を固め、２０１６年の操業開始を目指すことになる。

12121212 米米米米エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー情報局情報局情報局情報局・・・・・・・・・・・・世界原油需要世界原油需要世界原油需要世界原油需要　　　　今年今年今年今年とととと来年来年来年来年のののの見通見通見通見通しししし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、１１月の短期エネルギー観測で、２０１１年の世界原油需要
見通しを１７万バレル下方修正の日量８８２３万バレル、１２年を２２万バレル下方修正の同８９
６２万バレルとした。



　ＥＩＡのアナリスト、タンクレド・リッターデール氏は「見通しは大して変っていない」とした
うえで、「需要の不透明感は同じだ。経済情勢や欧州問題による悪影響は変わらないだろう」と
指摘した。原油需要の伸びは、中国など新興国によるものになるだろうとしている。
　一方、９月末のい再開したリビアの原油輸出について、１２年第１四半期は日量３５万バレル、
同年末までには８０万バレルに増加するとの見通しを示した。内戦前の輸出量は１５０万バレル
だった。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・産業向産業向産業向産業向けけけけ製品製品製品製品　　　　１０１０１０１０月月月月にににに生産減速生産減速生産減速生産減速
　中国国家統計局が発表した１０月の生産統計で、国内製油所の稼働率の低下や鉄鋼生産量及び
発電量の落ち込みが明らかになった。与信引き締めが産業向け商品の需要を抑制した。
　統計局によると、１０月の同国製油所の生産量は前年同月比０．９％減の日量８７４万バレル。
減少は今年２度目で、計画通り及び不測の操業停止が響いた。また、中国政府の与信引き締めと不
動産業界に対する規制で、鉄鋼取引業と不動産デベロッパーの需要は抑制されている。こうした事
情を背景に鉄鋼生産が近い将来回復する可能性はないとの見方も浮上している。

12121212 中国中国中国中国のののの１０１０１０１０月消費者物価月消費者物価月消費者物価月消費者物価・・・・・・・・・・・・５５５５．．．．５５５５％％％％上昇上昇上昇上昇、、、、５５５５カカカカ月月月月ぶりぶりぶりぶり低水準低水準低水準低水準
中国国家統計局は９日、１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比５．５％上昇したと発表
した。３カ月連続の鈍化で、６％台を下回るのは５カ月ぶり。前月比の上昇率は０．１％と、９月
の０．５％から急減速した。内需低迷や国際商品価格の上昇一服で原材料コストが下落したことな
どが伸び率鈍化の背景となった。比較する前同月の数字が高かった反動もあった。
　中国では昨年以降の金融引き締めで、中小企業の経営環境が悪化。大量倒産や雇用不安も懸念さ
れている。温家法首相は「１０月以降、物価水準は明らかに下がった」と分析。「政策を適時、
予防的に微調整する」方針を打ち出している。


