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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）

　　　　１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（月月月月））））
2222 １１１１１１１１年年年年ののののエチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産・・・・・・・・・・・・７００７００７００７００万万万万トントントントン割割割割れれれれ確実確実確実確実にににに　　　　０８０８０８０８年下回年下回年下回年下回るるるる可能性可能性可能性可能性もももも　　　　
　　　　震災震災震災震災によるによるによるによる停止停止停止停止、、、、円高円高円高円高でででで輸入増輸入増輸入増輸入増、、、、差別化差別化差別化差別化などなどなどなど　　　　急急急急がれるがれるがれるがれる構造改革構造改革構造改革構造改革

　２０１１年のエチレン生産量は７００万トンを下回るのはほぼ確実の見通しだ。１－１０月累計
生産量は５６１万トン。残る１１月、１２月の２カ月で昨年並みの１２７万トンを生産しても７０
０万トンには届かない。１０月後半から減産幅を広げており、世界金融危機の影響で大幅な生産量
減となった０８年実績を下回る可能性もある。１１年は東日本大震災によるエチレン設備の停止、
円高による汎用樹脂の輸入量増があり、秋以
降は欧米、中国の需要停滞が顕在化している。
日本の石化産業は高機能化、差別化を一層急
ぐことが求められている。
　石油化学工業協会の高橋恭平会長（昭和電
工会長）は「中期的には過剰設備解消が業界
の課題であり、輸出頼みは終わった」として
おり、業界構造の転換が急がれている。石化
各社は製品付加価値を高め、アジア勢との差
別化を強めようとしているが、そのテンポを
速める必要がある。

2222 東東東東レレレレ経営研見通経営研見通経営研見通経営研見通しししし・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１年度年度年度年度　　　　実質実質実質実質ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ成長率成長率成長率成長率００００．．．．４４４４％、　％、　％、　％、　来期来期来期来期はははは新興国経済新興国経済新興国経済新興国経済カギカギカギカギ
　東レ経営研究所は、２０１１・１２年度の日本の経済見通しを発表した。１１年７－９月期ＧＤ
Ｐ１次速報の公表（１１月１４日）を受け改定したもので、１１年度の実質ＧＤＰ成長率予測を０．
４％とした。１２年度は復興関連需要が本格的に出てくることから、景気の腰折れは回避される見
通しで、１．９％の成長率を予想。ただ、これらの予測も新興国経済が持ちこたえられるかが焦点
としている。
　１１年７－９月期の実質ＧＤＰ成長率は、東日本大震災で打撃を受けたサプライチェーンがほぼ
復旧したことを主因として、前期比１．５％の高成長となった。しかし、月次ベースの経済統計を
みると足元の景気は減速が鮮明となり、震災後の落ち込みからの急回復局面はすでに終了した。
　１０－１２月期以降は欧州の債務危機を背景にする海外経済の減速、最高値圏で推移する円高、
タイの洪水被害の影響といった重荷が重なり、成長の鈍化は避けられない見通しだ。ただ、これら
の下押し要因は徐々に解消に向かうとみている。現段階での成長予測は、欧州債務危機の影響で欧
州経済が減速しても、新興国経済は軽微な減速に止まり失速しないことが前提であり、この前提が
崩れれば世界同時不況入りが懸念されるとしている。

10101010 ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン　　　　アジアアジアアジアアジア需給反転需給反転需給反転需給反転へへへへ・・・・・・・・・・・・ナフサクラッカーナフサクラッカーナフサクラッカーナフサクラッカー減産減産減産減産でででで、、、、プロピレンプロピレンプロピレンプロピレンははははタイトタイトタイトタイト継継継継ぐぐぐぐ
　ブタジエンのアジア需給バランスが底を打ちそうだ。この間、合成ゴムやアクリロニトリルブタ
ジエンスチレン（ＡＢＳ）樹脂といった主要誘導品の低迷を背景に需要が急減しているが、唯一の
供給源であるナフサクラッカーが減産を本格化するなかで供給が大きく減っており、「ここにきて
需要減とほぼバランスする」（市場関係者）との見方が強まっているためだ。中国を中心にアジア
市場はいぜん低迷しており先行きも不透明だが、供給減少が反転の原動力になりそうだ。また、プ
ロピレンも域内では底堅い需要が続いており、クラッカーの減産による供給減少が加わり、需給バ
ランスはタイトな状況にある。クラッカーの減産が長期化すれば、ブタジエンなど大きく下落して
いる製品の市況も反転するのは必至で、市場ではアジアの石化市場がいつ回復するかに注目が集ま
っている。

11111111 化学業界化学業界化学業界化学業界のののの温暖化対策進展温暖化対策進展温暖化対策進展温暖化対策進展・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１年度年度年度年度　　　　省省省省エネエネエネエネ対策対策対策対策がががが加速加速加速加速　　　　エネエネエネエネ原単位原単位原単位原単位、、、、過去最小過去最小過去最小過去最小にににに
　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ２２２２排出排出排出排出はははは３３３３％％％％減減減減

　化学業界の温暖化対策が着実に進展している。日本化学工業協会がまとめた２０１０年度のエネ
ルギー原単位指数が過去最小の値を記録した。９０年度を１００とする指数で８３（前年度比２ポ
イント改善）となり、０８～１２年度平均の目標値８０に一歩近づいた。
　景気回復に伴い生産量が増加したなかで、会員各社の省エネ対策が大きく進展したことが背景。
二酸化炭素（ＣＯ２）排出量は９０年度比３％減だった。１８日に産業構造審議会のワーキンググ
ループで報告した。

11111111 １０１０１０１０年度年度年度年度のののの最終最終最終最終エネエネエネエネ消費消費消費消費・・・・・・・・・・・・景気回復景気回復景気回復景気回復とととと猛暑猛暑猛暑猛暑でででで４４４４％％％％増増増増
　日本の２０１０年度の最終エネルギー消費は、景気回復と猛暑厳冬の影響を受けて、前年度比４
％増の１万４９７３ペタジュール（ＰＪ）となった。エネルギー起源ＣＯ２排出量は１１億２２０
０万トンで、エネルギー消費の増加により前年度比４．４％増、９０年度比６％増加した。経産省
エネルギー庁が１８日に１０年度エネルギー需給実績（速報）をまとめた。
　部門別のエネルギー消費では、産業部門は前年度比６．８％増の６５６９ＰＪで、製造業は生産
量の回復により７．４％増加した。民生部門は２．８％増の４９７０ＰＪで、業務部門が０．５％
増、家庭部門が５．８％増。運輸部門は３４３４ＰＪと０．９％増加した。
　エネルギー起源ＣＯ２排出量の内訳は、産業部門が前年度比８．５％増の４億２１００万トン、
運輸部門が０．９％増の２億３２００万トン、業務部門は０．５％増の２億１７００万トン、家庭
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部門は６．８％増の１億７３００万トンで、エネルギー転換部門は０．１％増の８０１０万トン。
　９０年度との比較では、産業部門が１２．７％減少した以外は全ての部門が増加した。業務部門
は３１．９％増、家庭部門は３５．５％増と大きく増えた。
　１次エネルギーの総供給は前年度比６．３％増の２万３１１２ＰＪ。化石エネルギーは５．２％
増、非化石エネルギーは７．８％増加した。非化石エネルギーの内原子力は３．３％増、再生可能
エネルギーは２５．３％増加した。

11111111 ＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤ・・・・・・・・・・・・加盟国加盟国加盟国加盟国のののの第第第第３３３３四半期四半期四半期四半期ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ平均平均平均平均００００．．．．６６６６％％％％増増増増
　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は、加盟国の第３四半期の実質ＧＤＰ（国内総生産）が前期比で
平均０．６％増加し、前期の０．３％増から加速したと明らかにした。東日本大震災で上半期に落
ち込んだ反動で、日本が１．５％増となったことが牽引し、加盟国平均では２０１０年第３四半期
（０．６％増）以来の高い伸びとなった。
　加盟国別にみると、米国が前期の０．３％増から０．６％増に、英国が０．１％増から０．５％
増に、それぞれ加速。ドイツも０．３％増から０．５％増に回復し、フランスは０．１％減から０．
４％増に転じたが欧州連合（ＥＵ）圏全体では前期と同じ０．２％増に止まった。
　ＯＥＣＤ加盟国全体の前年同期比での伸び率は、前期と同じ１．８％。１０年第３四半期の３．
４％をピークにおおむね鈍化傾向にある。

　　　　１１１１１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（火火火火））））
1111 ナフサナフサナフサナフサ免税免税免税免税・・・・・・・・・・・・恒久化巡恒久化巡恒久化巡恒久化巡りりりり今週今週今週今週ヤマヤマヤマヤマ場場場場　　　　民主党税調民主党税調民主党税調民主党税調のののの行方行方行方行方がががが焦点焦点焦点焦点

　２０１２年度税制改正における石油化学原料ナフサ免税の本則恒久化をめぐる攻防がヤマ場を迎
えている。１６日までに一巡した政府税制調査会の議論では、国際的なイコールフッテイングを確
保するため原料用途免税を本則恒久化すべきとする経済産業省の要望が退けられ、１８日の民主党
税調総会でも重点要望項目に取り上げられなかった。
　政府税調は２１日から政務レベル折衝に入ったが、当面の焦点はきょう２２日もしくは２４日の
民主党税調の行方。化学業界にとっては予断を許さない状況が続く。
　１６日の政府税調で配布された財務省資料では、石油石炭税の免税恒久化については「政策的な
必要性等については、今後とも不断の見直しを行っていく必要があるため、期限付きの租税特別措
置とする必要」とされ、揮発油税等の本則化についても「本則化は不適当」と記された。
　化学業界はこの間、民主党経済部門会議のメンバーや経産省政務三役に積極的な働きかけを続け
１５日には石油化学工業会、日本化学工業協会など５団体による決起集会を開催し、２１日には、
高橋恭平石化協会長、藤吉建二日化協会長らが関係団体幹部が経産省を訪れ、牧野聖修副大臣に
決起集会を報告しあらためて本則恒久化の重要性を強く訴えた。

1111 東洋東洋東洋東洋インキインキインキインキ　　　　アジアアジアアジアアジア生産拡大生産拡大生産拡大生産拡大・・・・・・・・・・・・グラビアインキグラビアインキグラビアインキグラビアインキ　　　　中国中国中国中国・・・・成都成都成都成都にににに新工場新工場新工場新工場
　　　　オフセットインキオフセットインキオフセットインキオフセットインキ　　　　インドインドインドインド３３３３拠点体制拠点体制拠点体制拠点体制

　東洋インキＳＣホールデイングスは、アジアで相次ぎ生産体制を拡充する。まず中国・成都にグ
ラビアインキの新工場を建設、来年夏の稼働開始を目指す。さらにインドのチャンナイとムインバ
イにオフセットインキや着色剤などの新工場建設を計画、２０１３年度内に稼働させる方針だ。
　これにより、中国内陸部の市場開拓を強化するとともに、インドでは３拠点体制を構築。アジア
における需要拡大に対応し、グローバル展開のさらなる強化を図る。

1111 藤森工業藤森工業藤森工業藤森工業・・・・・・・・・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル展開本格化展開本格化展開本格化展開本格化　　　　深深深深圳圳圳圳、、、、台湾台湾台湾台湾にににに事務所事務所事務所事務所、、、、米国米国米国米国にににに現法現法現法現法　　　　　　　　情報電子情報電子情報電子情報電子などなどなどなど強化強化強化強化
　藤森工業は、グローバル展開の本格化に乗り出す。今年度に入って中国・深圳に現地法人、台湾
に駐在事務所を相次いで開設した。２０１２年１月にはアメリカに現地法人を立ち上げる。これら
の拠点を中心として、東アジアで情報電子事業の拡大・強化、アメリカ・東南アジアではライフサ
イエンス事業を展開する。台湾などを有力候補地として、生産拠点の建設も視野に入れて事業拡大
を図る。
　情報電子事業は東アジア地域での事業を拡大する。とくに偏光板用プロテクトフィルムのシェア
維持・拡大、スマートフォン、タブレットＰＣなど高機能情報携帯端末部材用の製品の市場拡大を
進める。液晶テレビ向け製品は、「中長期的にみればインドや中国は伸びるだろうし、買い替え需
要も活発」（藤森明彦社長）とみている。
　ライフサイエンス事業は米国、東南アジアで詰め替え包装、容器、ヘルスケアを展開する。
医療機器包装材を製造するタイの工場が浸水のため操業を停止しており、被害状況によっては「タ
イ工場は再開せず、東南アジアに新工場を建設する可能性もある」（同）という。
　また、現地ニーズの迅速な製品化にため海外材料も積極的に活用し、海外企業との提携を強化す
る方針。

1111 アイセロアイセロアイセロアイセロ化学化学化学化学・・・・・・・・・・・・バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス高機能品相次高機能品相次高機能品相次高機能品相次ぐぐぐぐ　　　　サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ由来由来由来由来ＰＥＰＥＰＥＰＥ製品製品製品製品　　　　気化性防錆気化性防錆気化性防錆気化性防錆フィルムフィルムフィルムフィルム
　工業用防錆フィルム最大手のアイセロ化学（愛知県豊橋市）は、世界で初めてサトウキビ由来の
バイオポリエチレン（バイオＰＥ）を素材にした環境配慮型の気化性防錆フィルムを開発した。
　ポリ乳酸（ＰＬＡ）と異なり加水分解せず、雨水にさらされる環境でも製品の保護用として使え
る。フィルムの耐久性は一般のＰＥと同水準。来年初めから「ボーセロンＢＰ」の商品名でサンプ
ル出荷を始める予定で、年数百トン規模の生産を目指している。
　バイオＰＥはブラジル大手化学メーカーのブラスケン（バイア州カマサリ市）が製造、豊田通商
が輸入した製品を購入して使用する。これに同社の成膜技術を活用しフィルム化する。
「防錆剤と混練するコンパウンドに独自性があり、防錆剤の均一な分散等によって、フィルムの優
れた気化性を確保した」と説明している。
　試作フィルムのバイオＰＥの含有率は７０％だが、顧客の要望により防錆効果とのバランスをと
りながらバイオＰＥの含有率を調整するという。製造は既存ラインを改良して対応する方針で、
早期に量産体制を整える。



2222 ＰＰＰＰＰＰＰＰ向向向向けけけけ接着剤接着剤接着剤接着剤　　　　相次相次相次相次ぎぎぎぎ開発開発開発開発・・・・・・・・・・・・高高高高いいいい接着性接着性接着性接着性、、、、自動車部品自動車部品自動車部品自動車部品などなどなどなど展開展開展開展開　　　　三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学とととと住友化学住友化学住友化学住友化学
　ポリプロピレン（ＰＰ）基材向け接着性樹脂が相次いで開発、製品化されている。ＰＰは自動車
をはじめ幅広い分野で採用が広がっているが、接着性が悪く、塗装には下地材が必要。三菱化学、
住友化学はそれぞれ、塩素を用いないオレフィン系接着性樹脂を開発し、マーケテイング活動を本
格化させている。両社製品ともＰＰと優れた接着性を発揮し、脱溶剤化、低温過熱など環境特性も
優れているのが特徴だ。
　三菱化学は、ポリプロピレン（ＰＰ）基材向けの塗料接着剤（プライマー）「アプトロック」を
開発した。塩素や界面活性剤を用いない水系エマルジョンであり、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）も
含まない特徴を持つ。併せて原料に低融点の特殊ＰＰを採用することで焼き付け温度も従来を３０
℃下回る９０℃で接着可能とした。自動車分野のほか、ＰＰとアルミの複合材料を使用する薬品や
レトルト食品向けにも順次進出する方針という。
　住友化学は、環境配慮型接着性樹脂「スミフィット」を開発し、マーケテイングを本格化させる。
ＰＰに対して優れた接着性を有する樹脂で、塩素を用いておらず、溶剤も不要にできる。ＰＥＴ樹
脂など他のプラスチック、金属、ガラスとも接着でき、低温の加熱条件でも高い性能を示す。
スミフィットはオレフィン系接着樹脂で、とくにＰＰとの親和性に優れている。荷姿はペレットの
ほか水系エマルジョンでも対応でき、脱溶剤・ＶＯＣ排出削減ニーズにこたえている。

2222 東東東東ソーソーソーソー・・・・・・・・・・・・南陽事業所南陽事業所南陽事業所南陽事業所のののの停止設備停止設備停止設備停止設備をををを発表発表発表発表
　東ソーは南陽事業所第二塩化ビニルモノマー（ＶＣＭ)製造装置火災事故による設備の稼働などに
ついて現在の状況を発表した。第二ＶＣＭ装置（能力５５万トン）の火災発生個所は精製塔周辺設
備と推定され、原因は現在も調査中。第一ＶＣＭ装置（定修中、２５万トン）、第三ＶＣＭ（停止
中、４０万トン）の稼働時期は火災事故原因の特定を待って判断する。
　第二ＶＣＭ装置に隣接する東ソー・エスジーエム（石英ガラス素材）の工場建屋、製造設備が損
傷し、現在停止中。自主的に停止しているのは、ポリエチレン、クロロプレンゴム（ＣＲ）、クロ
ロスルフォン化ポリエチレン（ＣＳＭ）、ペースト塩ビ、ジルコニア、一酸化炭素、アニリン、日
本ポリウレタン工業の各設備で、安全を確認のうえ、順次稼働を予定している。

10101010 ＡＧＦＡＧＦＡＧＦＡＧＦがががが１２１２１２１２年度年度年度年度・・・・・・・・・・・・主力商品主力商品主力商品主力商品にににに全面導入全面導入全面導入全面導入　　　　環境配慮型環境配慮型環境配慮型環境配慮型ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル　ＢｔｏＢ　ＢｔｏＢ　ＢｔｏＢ　ＢｔｏＢ原料使用原料使用原料使用原料使用
味の素ゼネラルフーヅ（ＡＧＦ）は２１日、ボトルコーヒーの主力商品すべてに、ボトルｔｏボト
ル（ＢｔｏＢ）リサイクルによって作られた環境配慮型ＰＥＴボトルを導入すると発表した。
　原料としての石油資源を年間約６０％削減でき、製品ライフサイクルにおけるエネルギー負荷を
約２０％減らせる。ＢｔｏＢには、東洋製罐のケミカルリサイクル技術を採用した。「フレンドリ
ーボトル」の名称で来年２月から順次切り替え、２０１２年度中に導入を完了する予定。
　使用ずみＰＥＴボトルを化学的に分解し原料にまで戻してから再生樹脂を得るため、石油由来樹
脂と同等の品質が得られ、食品容器にも安心して使用できる。東洋製罐の子会社ペットリファイン
テクノロジーが、年間約２万７５００トンの使用済ボトルから約２万３０００トンの再生樹脂を製
造している。

10101010 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・・・・・・・・・・・・報告除外項目報告除外項目報告除外項目報告除外項目がががが焦点焦点焦点焦点、、、、排出削減効果排出削減効果排出削減効果排出削減効果はははは別基準別基準別基準別基準でででで定量化定量化定量化定量化
　先月、ＧＨＧプロトコルが発表したスコープ３基準。企業サプライチェーン（ＳＣ）における温
室効果ガス（ＧＨＧ）排出を把握・報告するための基準で、国内でも対応準備が進みつつある。
化学をはじめとする素材メーカーにとっては今後、把握することが難しいＳＣ川下における排出量
の報告除外の可否などが焦点となりそうだ。また基準の枠組みに含まれんない「ＧＨＧ排出の削減
効果」を定量化するための基準づくりにも関心が高まっている。
　これを定量化できれば、化学メーカーなどは第３者に自社の環境貢献度をより正しく評価しても
らうことが可能になる。

１１１１１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（木木木木））））
1111 シェルシェルシェルシェル・・・・ＭＯＣＭＯＣＭＯＣＭＯＣ・・・・チャンドラチャンドラチャンドラチャンドラ・・・・・・・・・・・・クラッカークラッカークラッカークラッカー増強相次増強相次増強相次増強相次ぐぐぐぐ　　　　エチレンエチレンエチレンエチレン能力能力能力能力１００１００１００１００万万万万トントントントン超超超超
　　　　誘導品計画誘導品計画誘導品計画誘導品計画にもにもにもにも注目注目注目注目

　アジアで既存のナフサクラッカーの増強計画が目白押しとなっている。シンガポールのシェル・
ケミカルズ、タイのサイアムセメントグループ（ＳＣＧ）、とダウ・ケミカルの合弁であるマプタ
プット・オレフィンズ（ＭＯＣ）、インドネシアのチャンドラ・アスリ・ペトロケミカルが計画し
ているもので、いずれも２０１４～１５年にエチレン生産能力は年１００万トン以上となる見通し。

1111 ニプロニプロニプロニプロ・・・・・・・・・・・・後発薬後発薬後発薬後発薬をををを海外生産海外生産海外生産海外生産、、、、まずまずまずまず注射剤注射剤注射剤注射剤　　　　アジアアジアアジアアジアにににに工場新設工場新設工場新設工場新設
　二プロは、後発医薬品の海外生産に乗り出す。アジア地域に医薬品工場を新設し、注射剤などを
製造する。日本に供給する東南アジアでの販売も手掛ける。日本では来年４月に後発薬の価格を引
き下げる政策が導入される方向で議論が進んでおり、生産拠点を海外に設置することによって製造
コストの圧縮につなげる。同社が医薬品工場を海外に設けるのは初めて。

1111 住友化学住友化学住友化学住友化学　　　　十倉社長十倉社長十倉社長十倉社長・・・・・・・・・・・・負債削減負債削減負債削減負債削減　　　　目標通目標通目標通目標通りにりにりにりに、、、、海外生産高海外生産高海外生産高海外生産高はははは５０５０５０５０％％％％へへへへ
　住友化学の十倉雅和社長は２２日、定例会見を開き中期経営計画の進捗状況、当面の経営課題等
を説明した。財務体質の強化については、今後も数百億円規模の投資案件を抱えるものの、「キャ
ッシュフローの範囲内で実施する」として、２０１３年度に有利子負債１兆円以下とする経営目標
は達成できるとした。海外生産高は数年内に５０％に近付くとの見通しを示した。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡがががが示示示示すすすすエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー展望展望展望展望のののの衝撃衝撃衝撃衝撃
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が作成した「世界エネルギー展望」は、東京電力福島第１原子力
発電所事故後の世界のエネルギーと地球温暖化問題に言及した。ＩＥＡは日本に関して２０３０年
の原子力比率は１８％まで低下するとう前提を示し、エネルギー安全保障の懸念、天然ガスなど化
石資源輸入の増加による経済負担、ＣＯ２排出量の増加を指摘した。しかも、その影響は海外にも



広がるとした。
　原発事故もほか、中東・北アフリカの混乱、新興国の経済成長などが重なりあって世界のエネル
ギーを取り巻く環境は一段と流動化している。ＩＥＡでは１０年のＣＯ２排出量が前年の反動増で
過去最高になり、世界のエネルギー効率は２年連続で悪化、石油輸入金額が過去最高水準など懸念
材料を指摘。とくに地球温暖化対策では１７年までの対応次第によって、ＣＯ２濃度を４５０ｐｐ
ｍレベルで抑制し、世界平均気温の長期的上昇を２度Ｃ以内にするという目標達成が容易でないと
した。とりわけ原発事故の衝撃は大きく、１１年版ではＯＥＣＤ諸国で原発の新設なし、新興国を
中心とした非ＯＥＣＤ諸国では新設計画が半分になるという前提で、エネルギー供給の新たなシナ
リオを提示した。再生可能エネルギーは増加するものの、ＩＥＡの従来シナリオに比較して、３５
年時点では豪州の一般炭輸出量が倍増、天然ガスはロシアの純輸出量が７０％近く増加するなど、
供給ソースの寡占化を予測した。
　一方で発電部分のＣＯ２排出量は６．２％増を見込んだ。日本のエネルギー自給率は、米国の約
８０％やＥＵの約５０％に対して約２０％と低い。原発依存度の低下は自給率に更なる低下につな
がり、エネルギー安全保障を懸念する。また石炭、天然ガスなどへの依存度を高めるが、なかでも
天然ガスの購入金額は、０９年から３５年まで８００億ドルに達し、従来見込みに比較して２０％
以上増加する。日本のＣＯ２排出量は従来シナリオより５０００万トン多くなる。
　昨年６月に策定したエネルギー基本計画では３０年のゼロエミッション電源として原発５０％、
再生可能エネルギー２０％という目標を掲げたが、達成は不可能だろう。
　再生可能エネルギーの拡充とともに、スマートグリッドの導入などエネルギー使用の最適化、
そして安全性を確保しながら原発の維持も迫られる。複雑な連立方程式を解くことになるが、英知
を結集しエネルギー戦略の再構築を望みたい。

2222 高度化法高度化法高度化法高度化法　　　　見直見直見直見直しししし論論論論　　　　大勢大勢大勢大勢ならずならずならずならず・・・・・・・・・・・・石油業界石油業界石油業界石油業界もももも否定的否定的否定的否定的、、、、原案原案原案原案にににに沿沿沿沿ったったったった内容内容内容内容にににに
　エネルギー政策をめぐる審議会などで提起されているエネルギー供給構造高度化法の見直しにつ
いて、資源エネルギー庁内では、大勢の意見ではないとの受け止め方が一般的なようだ。石油精製
各社は昨年１０月末に政府へ対応策を提出しており、法律で定めた通り、期日となる２０１４年３
月末へ向け実施を求めていくことになる。
　緊急時の石油・ガスの安定供給体制確保に向けた先行実施対策の策定に向けて１５日に開催され
た有識者との意見交換会では、委員から大規模災害時を見据えた適正な国内精製能力を検討するに
あたり、実質的に石油精製各社に求めたエネルギー供給高度化法の見直しを求める意見が提出され
た。ただ、対策をまとめる資源エネルギー庁内では、高度化法を堅持し、過剰設備廃棄による石油
業界の体力強化への流れを止める訳にはいかないという受け止め方が一般的なようだ。自立できな
い石油業界を支えるだけの財政上の基盤はない以上、高度化法をたなあげしたことで能力適正化が
先送りされ、石油精製各社が総倒れとなってはエネルギー安全保障上、元も子もないことになる。

3333 １０１０１０１０月月月月ののののＰＰＰＰＰＰＰＰフィルムフィルムフィルムフィルム出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績・・・・・・・・・・・・ＯＰＰＯＰＰＯＰＰＯＰＰはははは１０１０１０１０．．．．２２２２％％％％減減減減、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰはははは９９９９．．．．２２２２％％％％減減減減
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた出荷実績によると、１０月の合計出荷は、２軸延伸
ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムが前年同月比１０．２％減の１万８０４９トン、
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムは、同９．２％減の１万２４２８トンだった。

【１０月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

10101010 ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０年度回収率年度回収率年度回収率年度回収率７２７２７２７２％％％％にににに、、、、新指標新指標新指標新指標リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率８４８４８４８４％％％％
　ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会は２２日、２０１０年度の使用済みＰＥＴボトルの回収率が
７２．１％だったと発表した。前年度比５．４ポイントマイナスで、第１次自主行動計画目標の
７５％を下回った。事業系の回収量の捕捉調査が難航したことが背景。新指標として導入したリサ
イクル率は８３．７％だった。１０年度のＰＥＴボトル販売量は前年度比５．５％増の５９万５０
００トン。回収量は２％減の４２万９０００トンで、このうち市町村分別回収量は２．８％増の
２９万５０００トン、事業系回収量は１０％減の１３万４０００トン。市町村分別回収量のうち指
定法人の日本容器包装リサイクル協会への引き渡し量は２．６％増の１９万４０００トンと過去最
高。
　協議会は第１次自主行動計画の目標として、販売量を分母、回収量を分子とする回収率で１０年
度７５％以上を設定。０８年度、０９年度は前倒し達成したが、最終年度は未達に終わった。事業
系の回収量の捕捉度が回収率に大きく影響するが、回収ルートの多様化により、データを把握でき
ない回収事業者が増えていることによる。このため新指標としてリサイクル率を導入。海外でリサ
イクルされる使用済みＰＥＴボトルの輸出量を推計するとともに、国内でのリサイクル量を把握し
再生ＰＥＴ材料へのリサイクル率を算出した。１０年度は８３．７％で容器包装のなかでも高水準
にある。

12121212 中国石化中国石化中国石化中国石化ととととＫＰＣＫＰＣＫＰＣＫＰＣ・・・・・・・・広東広東広東広東プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト着工着工着工着工　　　　石油精製石油精製石油精製石油精製１５００１５００１５００１５００万万万万トントントントン、、、、エチレンエチレンエチレンエチレン１００１００１００１００万万万万トントントントン
　　　　総投資額総投資額総投資額総投資額５７０５７０５７０５７０億元億元億元億元、、、、１５１５１５１５年稼働目指年稼働目指年稼働目指年稼働目指すすすす

　中国で新たな大型石油精製・石油化学一体化プロジェクトが具体化する。中国石化（ＳＩＮＯＰ
ＥＣ）とクウェート石油公社（ＫＰＣ）の折半出資による湛江市（広東省）でのプロジェクトがこ
のほど建設段階に入った。中国石化によるとプロジェクトの総投資額は約５７０億元で、２０１５
年の完成・稼働開始を目指す。計画では年１５００万トンの石油精製設備、同１００万トンのエチ

111.2 在庫 23,812 119.5
合計合計合計合計 18,04918,04918,04918,049 89.889.889.889.8 合計合計合計合計 12,42812,42812,42812,428 90.890.890.890.8
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レン設備、３０万トン級原油バースおよび付帯設備をはじめ、１８の石油精製関連装置や１０の化
工関連装置を構築する。完成すれば恵州市、茂名市に続き広東省３番目の大型エチレン生産拠点と
なる。将来的には「精製を同３０００万トン、エチレンを同２００万トンに引き上げる第２期も計
画」されている。（地元政府関係者）

　　　　１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（金金金金））））
1111 テイカテイカテイカテイカ　　　　層状複水酸化物層状複水酸化物層状複水酸化物層状複水酸化物のののの水分散水分散水分散水分散　　　　実用化実用化実用化実用化メドメドメドメド　　　　包装包装包装包装フィルムフィルムフィルムフィルムにににに展開展開展開展開　　　　ガスバリアガスバリアガスバリアガスバリア性優性優性優性優れるれるれるれる　　　　

　テイカは、層状複水酸化物（ＬＤＨ）をナノレベルで水分散させる独自技術を使って、フィルム
や塗膜材料に展開する。厚さ２５μのフィルムはガスバリア性に優れており、酸素透過防止能力が
塩化ビニリデン樹脂（ＰＶＤＣ）の約５倍。ＬＤＨ塗材を焼成処理したガラス・金属の表面耐擦傷
性は鉛筆硬度８Ｈであることを確認した。ＰＶＤＣ代替フィルム向けとしてサンプル出荷を始めた。

2222 東洋紡東洋紡東洋紡東洋紡　　　　新規機能材新規機能材新規機能材新規機能材をををを早期実用化早期実用化早期実用化早期実用化　　　　生分解性生分解性生分解性生分解性コートコートコートコート材開発材開発材開発材開発　　　　熱履歴表示熱履歴表示熱履歴表示熱履歴表示シートシートシートシートもももも
東洋紡は、総合研究所（滋賀県堅田）で研究開発中の新規機能材料の早期実用化を目指す。お湯に
溶ける生分解性コーティング材や熱を加えると色が変化する熱履歴表示シートなどを開発、サンプ
ルワークを開始した。
　新たに開発した生分解性コーティング材は、ポリ乳酸（ＰＬＡ）をベースとした水分散が可能な
生分解性バイオマス樹脂。お湯で簡単に溶けるため、必要時に必要な量をすぐに塗れるというのが
大きな特徴。ＰＬＡフィルムとの密着性も良好であることから、同社では環境対応型のハードコー
トおよび接着剤用樹脂として早期実用化を目指していく。
　一方、熱履歴表示シートは、ポリエステル（ＰＥＴ）樹脂やオレフィン系樹脂に蛍光染料を配合
したもので、熱による外部刺激で色が変化するという特性を持つ。染料の配合を最適化することで
橙色に変色するようにしている。食品や薬品の安全・保障に関する賞味期限の表示材として使用で
きるほか、輸送時の流通履歴表示材、各種製品の工程管理表示材といった幅広い用途での利用が可
能という。

3333 アイセロアイセロアイセロアイセロ化学化学化学化学　　　　新規新規新規新規ＰＶＡＰＶＡＰＶＡＰＶＡフィルムフィルムフィルムフィルム投入投入投入投入　　　　保護保護保護保護、、、、マスキングマスキングマスキングマスキング向向向向けなどけなどけなどけなど　　　　水溶時間水溶時間水溶時間水溶時間１１１１／／／／５５５５以下以下以下以下
　アイセロ化学は、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）フィルムの新規用途開拓に乗り出す。新たに
従来品に比べて５分の１以下の時間で水溶する速溶性ＰＶＡフィルムと、ＰＶＡと機能材を組み合
わせたラインテープを開発した。電子部品の洗浄工程や、塗装の際に使用する保護フィルムなどへ
展開する。２０１２年度からサンプルワークを開始し、１２年度下期の上市を目指す。

19191919 １１１１１１１１月月例経済報告基調判断据月月例経済報告基調判断据月月例経済報告基調判断据月月例経済報告基調判断据ええええ置置置置きききき　　　　欧州欧州欧州欧州・・・・タイタイタイタイ洪水洪水洪水洪水のののの影響影響影響影響をををを懸念懸念懸念懸念
　古川元久経済財政担当相は２４日、１１月の月例経済報告を関係閣僚会議に提出、景気の基調判
断を下方修正した先月から据え置いた。ただ表現は「引き続き持ち直しているものの、そのテンポ
は緩やかになっている」から「緩やかに持ち直している」に変更した。先行きのリスクとして、欧
州債務超過問題を背景とした海外景気の下振れや円高・株安への懸念を強調したほか、タイ洪水の
影響を新たに挙げた。
　項目別では、設備投資を「下げ止まりつつあるものの、このところ弱い動きも見られる」に下方
修正した。倒産件数は、東日本大震災の影響が沈静化しつつあり、「おおむね横這い」から「緩や
かに減少している」に上方修正。国内企業物価と消費者物価は、輸入物価の低下などで「緩やかに
下落している」と判断した。
　海外の地域別判断では「極めて弱い景気回復」としていた米国について、７～９月期実質ＧＤＰ
の伸びを受けて、「極めて」を削除して上方修正。一方、欧州は景気減速が続いており、牽引役の
ドイツでも「一部に弱い動きもみられる」と指摘した。

20202020 ダウダウダウダウ・・・・ケミカルケミカルケミカルケミカル　　　　中国売上高中国売上高中国売上高中国売上高、、、、１５１５１５１５年年年年めどめどめどめど倍増倍増倍増倍増
　ダウ・ケミカルは、中国で新たな成長戦略を推進する。これに沿って２０１５年までにグレータ
ーチャイナの売上高を現在の倍となる７０億～８０億㌦を目指す。グレーターチャイナ事業を統括
するダウ中国が打出した成長戦略は①顧客との協働②現地投資の拡大③市場拡大④成長基盤の革新
⑤台湾での事業活動の最大化⑥ブランド・社会的評価の向上⑦人材への投資―の７本柱。ダウ中国
では１１年に入って四半期売上高がいずれも過去最高を更新しており、第３四半期は前年同期比
２０％強の増加となった。ダウ・ケミカルにとって世界で２番目に大きい海外市場で、ビジネスチ
ャンスを着実に捉えグループ全体の成長につなげていく。


