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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）

　　　　１１１１１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（月月月月））））
1111 農環研農環研農環研農環研・・・・・・・・・・・・生分解性生分解性生分解性生分解性プラプラプラプラ早期分解早期分解早期分解早期分解、、、、酵素酵素酵素酵素のののの大量生産大量生産大量生産大量生産にににに成功成功成功成功

　農業環境技術研究所は２５日、生分解性プラスチックを速やかに分解する酵素を作物の葉に生息
する微生物から大量生産することに成功したと発表した。酵素はイネ由来のカビを分離して得られ
るもので、酵素液を生分解性プラ製のマルチフィルムに直接散布すると、１日で崩壊させることが
できる。
　農業環境技術研究所は植物の表面で生活する常在菌のなかに分解菌が多数いることを見いだし、
イネとオオムギから強力な分解菌を選抜した。続いて、分解菌の培地にキシロースを加えると分解
酵素を大量に分泌することを見いだした。
　酵素液を農地に張った生分解性プラ製のマルチフィルム表面に散布すると、半日程度で数カ所に
穴が開いた。市販の吸水性ポリマーを併用すると２時間程度で穴が空き、翌日には表面全体に亀裂
が生じるほどに分解が早まった。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　きょう２８日、南アフリカ・ダーバンでＣＯＰ１７（国連気候変動枠組条約第１７条締結国会議）
が開幕する。会期は１２月９日まで。作業部会やいくつかの関連会合を経て、６日から閣僚級が参
加するハイレベルセグメントが焦点▼京都議定書の第１約束期間は２０１２年末に終わる。次の枠
組みを構築するためには待ったなしの場面だが、事前の盛り上がりはいまひとつ。米国や欧州は、
深刻な状況に陥っている経済立て直しが最優先事項。相対的に気候変動への関心が薄れている▼も
う一つの理由は、来年が“政治の年”にあたること。米国のほか中国、フランス、ロシアなどの主
要国で選挙や指導者交代が予定されている。それまでは国益に影響する大きな政治判断ができない
という訳だ▼とはいえ交渉は継続中。途上国は京都議定書延長を主張する。しかしこれは、地球規
模でみて何のプラスにもならない。いま、議定書で削減義務を負う国のＣＯ２排出量は世界の僅か
２６％。他方、中国は既に２４％を占めるまでになっている。▼すべての主要排出国が参加する枠
組みの重要性、正当性を如実に示す数字だ。地球全体の温暖化防止に何が必要かは自明のことだろ
う。日本政府はダーバンで正論を主張し続けるはずだ。ＮＧＯからの“化石賞”は毎度お馴染み。
何ら動じることは無い。

2222 日本製紙日本製紙日本製紙日本製紙グループグループグループグループ本社本社本社本社・・・・・・・・・・・・木材高度利用木材高度利用木材高度利用木材高度利用ででででＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ新組織新組織新組織新組織、、、、リグニンリグニンリグニンリグニン製品製品製品製品などなどなどなど紙以外紙以外紙以外紙以外のののの用途開発用途開発用途開発用途開発
　　　　コストコストコストコスト競争力競争力競争力競争力　　　　強化強化強化強化へへへへ　　　　バイオリファイナリーバイオリファイナリーバイオリファイナリーバイオリファイナリーのののの主役主役主役主役にににに

　日本製紙グループ本社は、木材の高度利用研究に拍車をかける。このほど研究開発部門を再編し
リグニン製品やセルロースナノファイバー、バイオ燃料など紙以外の用途開発を担う研究部隊を組
織した。紙・パルプ工場の未来像として掲げるバイオリファイナリーとの統合モデル具体化へ向け
た技術の蓄積が狙い。木質バイオマス製品がコスト面で石油系材料に拮抗するには、なお時間を要
するとみるものの、着実に布石を打つことでバイオリファイナリーの主役の座は譲らない。

2222 石連石連石連石連、ＪＯＧＭＥＣ、ＪＯＧＭＥＣ、ＪＯＧＭＥＣ、ＪＯＧＭＥＣ識者識者識者識者らららら提言提言提言提言・・・・・・・・・・・・タイトオイルタイトオイルタイトオイルタイトオイル埋蔵量上積埋蔵量上積埋蔵量上積埋蔵量上積みみみみ　　　　石油枯渇石油枯渇石油枯渇石油枯渇　　　　程遠程遠程遠程遠いいいい
　　　　基幹基幹基幹基幹エネエネエネエネとしてとしてとしてとして有効活用有効活用有効活用有効活用をををを　　　　　　　　““““脱脱脱脱・・・・石油政策石油政策石油政策石油政策””””転換転換転換転換

　「石油の枯渇をめぐる潮流は、大規模なシェールガス開発などにより大きく変わりつつある」石
油連盟の木村康副会長（ＪＸ日鉱日石エネルギー社長）は、災害時における石油・ガスの安定供給
確保に向けた先行実施対策の策定に向けた有識者からの意見交換会での席上でこのように述べ、石
油消費を極力抑える脱・石油政策からの転換を訴えた。「石油をできるだけ使わないようにするの
ではなく、基幹エネルギーとして有効に活用していくべきだ」。
　ローマクラブが『成長の限界』において、石油はあと２０年で枯渇すると指摘し、世界に衝撃を
与えたのは１９７２年のこと。現実には８０年代を通じて可採年数は増加し、この２０年は４５年
程度で安定して推移している（ＢＰ統計）ものの、世界の石油産出量は近く頂点に達し、需要を賄
えなくなるとする、いわゆる“ピークオイル”の主張は根強く、脱・石油政策とともに連綿と語ら
れてきた。
　こうしたなか、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）の池ヶ谷清貴氏は、「枯渇状
況には程遠いことは明白」と言い切る。「国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は０８年のレポートで、
これまで消費した石油埋蔵量の約１兆バレルに対し、今後期待できる埋蔵量はオイルサンド、超重
質の６兆５０００億バレルを含め９兆５０００億バレル。可採レベルでも３兆バレル超が期待でき
るとしている」（同）。
　７０年代のオイルショック当時の巨大油田が、今も巨大油田として世界の生産量の半分を担って
いる。これはピークオイル論者がいう巨大油田の減退を示すのではなく、むしろその息の長さの表
れであると指摘。また生産回収技術による埋蔵量成長は、最近でも年１８０億バレル程度あり、過
去２０年間で約３０％増にも達する貢献をしているうえ、ＮＧＬの成長が石油の供給を大きく押し
上げているという。そのうえで０８年以降開発が本格化しているタイトオイル（シェールオイル）
が“ダークホース”になる。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）によると、米国内の可採埋蔵量は２４
０億バレル以上。またロシア地下資源局の見込みでは、国内の超巨大なシェール層の埋蔵量は７３
００億～１兆２４００億バレルにも上る。「埋蔵量は幸いにして大量にあり、今後も増大する可能
性を秘めている」（同）。
　再生可能エネルギーが育成段階にあり、原子力の推進に疑問符がつくなか、石油がエネルギー
ミックスの主役を張るだけの基礎体力は十分にあるといえそうだ。
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3333 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・・・・・・・・・・・・生産海外生産海外生産海外生産海外シフトシフトシフトシフト加速加速加速加速、、、、マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアでででで太陽電池用封止材太陽電池用封止材太陽電池用封止材太陽電池用封止材
　　　　世界世界世界世界トップトップトップトップ製品製品製品製品などなどなどなど　　　　アジアアジアアジアアジア拠点検討拠点検討拠点検討拠点検討

　三井化学東セロは、生産拠点の海外シフトを加速する。歴史的な円高や原料ナフサの高騰に対応
し、成長戦略の中心であるアジア市場で国際競争力を確保する。マレーシアで新工場を建設する太
陽電池パネル用封止材「ソーラーエバ」に続き、世界ナンバー１あるいはトップの一角を占める製
品を中心に、新たな海外立地を計画していく考え。海外シフトの加速によって２０１３年度の売上
高目標である１０００億円達成を目指す。

12121212 台湾台湾台湾台湾ＣＰＣ　ＣＰＣ　ＣＰＣ　ＣＰＣ　製油所製油所製油所製油所・・・・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移設交渉移設交渉移設交渉移設交渉がががが大詰大詰大詰大詰めめめめ・・・・・・・・・・・・マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア・・・・ジョホールジョホールジョホールジョホール州等州等州等州等とととと
　「ＲＡＰＩＤ」　「ＲＡＰＩＤ」　「ＲＡＰＩＤ」　「ＲＡＰＩＤ」にはにはにはには不参加不参加不参加不参加かかかか

　台湾中油（ＣＰＣ）の台湾・高雄製油所およびナフサクラッカーの移設問題は、移転先の候補地
でるマレーシアのジョホール州政府およびペトロナスとの交渉が進展している。協議内容は、ペト
ロナスが同地で進めている大型石化コンプレックス計画「ＲＡＰＩＤ」にＣＰＣが移設を検討する
製油所・クラッカーは含めずに、隣接地を提供して、原則ＣＰＣが個別で事業を行うというもの。
　また、ＣＰＣのナフサクラッカーに関しては移設を前提としているものの、該当設備の使用年数
を考慮して、新たなナフサクラッカー新設の可能性も浮上している。

　　　　１１１１１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火））））
1111 石化原料石化原料石化原料石化原料ナフサナフサナフサナフサ免税免税免税免税・・・・・・・・・・・・本則恒久化本則恒久化本則恒久化本則恒久化へへへへ前進前進前進前進、、、、民主党税調民主党税調民主党税調民主党税調がががが重点要望重点要望重点要望重点要望にににに

　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問題をめぐる問題で、民主
党税制調査会は２８日の総会で重点要望事項に「原料用途免税」を盛り込み、「恒久化・本則化に
向けた検討を行うべき」と明記した。党税調の議論はこれで固まり、今後は政府与党協議、政府税
調での議論に移る。
　２８日の民主党税調の内容は午後５時からの政府税調で報告され、今後の議論のベースとなる。
民主党税調の「原料用途免税」の表現は、『安定的な設備投資を支援し、わが国産業の国際競争力
を確保する観点から、今回期限を迎える原料用途免税については、十分な延長を行うべきである。
また、２３年度税制改正大綱を踏まえ、原料用途免税の恒久化・本則化に向けた検討を行うべきで
ある』となっている。恒久化・本則化が「実現」ではなく「検討」にとどまるなど一部に不十分な
表現も残るが、これまでの議論を踏まえた内容となったことで実現が一歩近づいたことになる。

3333 藤森工業藤森工業藤森工業藤森工業・・・・・・・・・・・・メデイカルメデイカルメデイカルメデイカル分野新用途開拓分野新用途開拓分野新用途開拓分野新用途開拓　　　　三重事業所軸三重事業所軸三重事業所軸三重事業所軸にににに新製品開発推進新製品開発推進新製品開発推進新製品開発推進
　　　　バイオバイオバイオバイオ医薬向医薬向医薬向医薬向けのけのけのけの包装材包装材包装材包装材、、、、血栓解析血栓解析血栓解析血栓解析システムシステムシステムシステムをををを投入投入投入投入

　藤森工業は、メデイカル分野の新規用途開拓を急ぐ。これまで展開してきた医薬・医療品包装材
の「ＮＩシリーズ」などで新製品開発をすすめるとともに、国産初のバイオ医薬品製造工程用シン
グルユースバッグシリーズ「Ｂｉｏ　Ｐｈａｓ（バイファス）」や、血栓形成解析システム「Ｔ－
ＴＡＳ」を投入。ライフサイエンス事業にさらなる拡大を進める。
　同社は２０１２年１月には最先端の医薬・医療品包装に特化した三重事業所（三重県名張市）の
稼働を予定している。このほど製品化したバイファスは、バイオ医薬品の研究開発及び生産におけ
る培地・バッファーの調整や溶液の移送、細胞培養、滅菌濾過、細胞除去・濃縮、精製等の各工程
に適したシングルユースバッグシリーズ。今後の新薬開発が期待されるバイオ医薬品分野へ参入し
採用拡大を狙う。

3333 １０１０１０１０月月月月アルミアルミアルミアルミ圧延品圧延品圧延品圧延品・・・・・・・・・・・・押出類出荷押出類出荷押出類出荷押出類出荷がががが好調好調好調好調、、、、箔箔箔箔はははは２２２２カカカカ月連続月連続月連続月連続マイナスマイナスマイナスマイナス
　日本アルミニウム協会は１０月のアルミ圧延品の生産出荷実績をまとめた。押出類は建設及び自
動車向けとも好調を持続したが、板類は主力の缶材や輸出がマイナス基調で推移した。
　箔は主力のコンデンサー向けが在庫調整やデジタル家電の使用量削減等により２１・８％減と落
ち込んだほか、食料品も飲料用輸入品の増加などにより２カ月連続のマイナスとなった。

【２０１１年上期アルミニウム圧延品生産・出荷実績】（単位：トン、％）

10101010 ノニルフェノールノニルフェノールノニルフェノールノニルフェノールのののの環境基準環境基準環境基準環境基準をををを設定設定設定設定・・・・・・・・・・・・環境省環境省環境省環境省　　　　水生生物保全水生生物保全水生生物保全水生生物保全でででで
　環境省はノニルフェノールについて、水生生物の保全に関する環境基準値を設定する。６つの水
域類型について基準値を設定するもの。同基準の対象は亜鉛に続く２物質目。来年早々にも告示す
る。環境基準設定によって、工場などの排水規制が適用される可能性がある。
　昨年、環境大臣が知見の集積が整いつつある物質について環境基準設定の検討を中央環境審議会
に諮問。８物質について専門委員会で検討を開始し、まずノニルフェノールについて環境基準を設
定することを決めた。
　淡水域（河川・湖沼）は、水生生物が比較的低温域を好む水域「生物Ａ」が１リットル当たり１
マイクログラム。比較的高温域の「生物Ｂ」が同２マイクログラム。
水生生物の産卵場所など、とくに保全が保全が必要な「生物特Ａ」が同０．６マイクログラム、「
生物特Ｂ」が同２マイクログラム。海域は生物Ａが同１マイクログラム、生物特Ａが同０．７マイ
クログラムとする。
　２００５年から０９年の淡水域２８６１地点中９６地点で、この数値を超過している。
　ノニルフェノールは工業用界面活性剤の原料、印刷インキ原料、フェノール樹脂用積層板の原料
やエポキシ樹脂の安定剤などに使われる。０９年の国内生産量・輸入量は約７７００トン。
ＰＲＴＲデータによると０９年の環境排出量は約３．６トンで、すべて大気への放出。排出源は
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化学工業など１００事業所。
　環境省は残る７物質（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸、４－ｔ－オクチルフェノール、アニリ
ン、２、４－ジクロロフェノール、クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド）についても
検討を進める。

１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（水水水水））））
1111 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・製造業中心製造業中心製造業中心製造業中心にににに懸念残懸念残懸念残懸念残るるるる電力供給問題電力供給問題電力供給問題電力供給問題

　日本経団連が会員会社を対象に実施した電力需給対策に関するアンケート調査によると、回答し
た８７社の多くが今後、生産の縮小や国内での設備投資について大きな影響が出ると答えたことが
明らかになった。まず、今夏にような電力需給のひっ迫が今後２～３年続いた場合の影響について、
製造会社（５３社）の５９％が「国内における生産の縮小・停止を余儀なくされる」と答える一方、
６６％が「新たな設備投資が困難になる」と回答した。また「コストの上昇により収益が悪化する」
と７７％が答えている。
　これに対して非製造業（３４社）は、「生産」「投資」「収益」いずれも大きな影響はないが、
１６％の企業が「収益の悪化」を指摘した。
　一方、今夏の電力制限、とりわけピークカットへの取り組みでは、製造業では７２％が「照明・
空調の運用改善」を挙げたほか、「自家発電、蓄電池の導入・活用」（６０％）、「休日・休暇の
活用」（５１％）、「夜間・早期操業などの勤務時間シフト」（４３％）が上位を占めている。
非製造業では、全社が「照明・空調の運用改善」を挙げ、「照明・空調以外の機器の運用改善」（
７４％）、「照明・空調にかかわる省エネ機器の導入「（３２％）と続いている。
自家発電・蓄電池の導入に関しては、燃料の調達難・コスト高や石炭灰処理などのコスト、ＣＯ２
排出増、慣れない作業によるストレス等の問題点が指摘されたほか、勤務時間シフトや休日・休暇
の活用でも従業員の家庭生活への影響や社内コミュニケーションへの影響があるため、「今後も実
施可能」と答えた企業は１社にとどまっている。
　政府への要望では、計画停電の回避とともに産業界へ過度な負担を強いることのないように指摘
している。政府は原子力発電所の安全性を前提にした再稼働とともに、早急に電力需給の見通しを
策定すべきだろう。

2222 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・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０月月月月はははは４５５４５５４５５４５５円下円下円下円下げのげのげのげの５５５５万万万万３４９３４９３４９３４９円円円円
　経産省がまとめた10月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、輸入単価は１キロリットル当
たり５万３４９円で、前月比４５５円の値下り。ドル建て単価は１トン当たり９５８．７ドルで、
前月比７．３ドル安。対ドル為替レートは０．３円円高に振れ７６．７円。

12121212 ＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮ中間層取中間層取中間層取中間層取りりりり込込込込みへみへみへみへ・・・・・・・・・・・・日系企業日系企業日系企業日系企業のののの投資加速必至投資加速必至投資加速必至投資加速必至、、、、増産増産増産増産・・・・進出進出進出進出・・・・買収買収買収買収　　　　さらにさらにさらにさらに
　　　　消費市場消費市場消費市場消費市場　　　　１０１０１０１０年後年後年後年後２２２２倍超倍超倍超倍超

　ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）の中間層増加を背景とする市場拡大を捉えるため、増産・進
出・買収に向けた日系企業の投資が加速しそうだ。
タイでは大王製紙が建設中の紙おむつ新工場が来年初頭から生産を開始する見通しで、部材では旭
化成せんいがポリプロピレン長繊維不織布（スパンポンド）生産で進出する。インドネシアではユ
ニ・チャームが昨年に紙おむつの新工場を稼働させたほか、米プロクター・アンド・ギャンブル（
Ｐ＆Ｇ）も生産進出を決めており、東レがＰＰスパンポンド生産で進出する。
　また、ベトナムではユニ・チャームが衛生用品の現地大手の買収を決めた。ＡＳＥＡＮの消費市
場は昨年の約１兆米ドルから２０２０年には２兆２０００億米ドルまで拡大すると予測され、６億
人の人口を有する一大市場が形成されることになる。成長市場の取り込みへ域内でもともとプレゼ
ンスの高い日系企業の投資が加速するのいは必至で、シェア争いも今後激化しそうだ。

【ＡＳＥＡＮ各国の経済予測】出典：国際通貨基金（ＩＭＦ）　２０１１年４月調査

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・・・・・ナノナノナノナノ材料材料材料材料ののののリスクリスクリスクリスク管理管理管理管理　「　「　「　「暴露暴露暴露暴露」」」」にににに着目着目着目着目しししし検討検討検討検討、、、、計測技術計測技術計測技術計測技術のののの国際標準化国際標準化国際標準化国際標準化もももも
　経産省は、ナノ材料のリスク管理のあり方を見直す。これまでナノ材料の有害性情報が十分でな
かったことから、事実上は企業の自主的な管理に委ねられてきた。最新の研究成果や科学的知見が
集まりつつあることを踏まえ検討を再開する。
　ナノ材料を使用した製品の暴露に着目し、リスク発生の可能性を探る。自主管理の判断に必要な
暴露の計測技術も開発、国際標準化を目指す。１２月２日のナノ物質の管理に関する検討会の初会
合を開催、来春をめどに中間とりまとめを行う。
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10101010 ＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰ１７１７１７１７政府政府政府政府、、、、世界低炭素成長世界低炭素成長世界低炭素成長世界低炭素成長ビジョンビジョンビジョンビジョン提言提言提言提言・・・・・・・・技術技術技術技術・・・・市場市場市場市場・・・・資金資金資金資金フルフルフルフル活用官民一体活用官民一体活用官民一体活用官民一体でででで推進推進推進推進
　政府は２９日、「世界低炭素成長ビジョン―日本の提言」をまとめ、南アフリカ・ダーバンで開
幕した国連気候変動枠組み条約第１７回締結国会議（ＣＯＰ１７）の場で発表した。
　地球温暖化対策を進めるには、包括的な国際枠組みの構築に加え、先進国、途上国と連携し、世
界全体で低炭素成長を進めていくべきだとの考えを示した。排出削減に向けた技術革新、低炭素技
術の普及と新たな市場メカニズムの構築、脆弱国に対する切れ目ない支援―の３つのアプローチを
掲げた。世界の排出削減に対し日本が貢献できる取り組みを改めて示すとともに、各締結国にも同
様の取り組みを働きかけていく。

　　　　１２１２１２１２月月月月０１０１０１０１日日日日（（（（木木木木））））
1111 超短波超短波超短波超短波

◆・・・「電気自動車やリチウムイオン２次電池などで化学産業が果たしている役割は大きい」と
力を込めるのは日本化学工業協会の藤吉建二会長（三井化学会長）。石油化学原料用ナフサの免税
本則恒久化を目指す会合で化学の裾野の広さをこう説明する。「グリーン産業に対する貢献は決し
て小さくない」とし、化学産業が国内に残れるような環境整備の重要性を訴える。
◆・・・そのために必要なのが世界各国で標準となっているナフサ非課税恒久化。激しく追いあげ
るアジア諸国などと伍していくためにも「税のイコールフテイングは絶対に欠かせない」と語気を
強める。「今年こそは決着をつける。何としても本則恒久化を勝ち取る」と悲願達成へ並々ならぬ
決意。議論は政府税調に場を移し大詰めを迎えている。

11111111 １０１０１０１０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・・・・・・・・自動車自動車自動車自動車がけんがけんがけんがけん引引引引しししし前月比前月比前月比前月比２２２２．．．．４４４４％％％％増増増増、、、、化学化学化学化学はははは石化増産石化増産石化増産石化増産でででで２２２２．．．．３３３３％％％％増増増増
　経産省が３０日発表した１０月の鉱工業生産指数（速報値、２００５年＝１００、季節調整済）
は９２・７、前月比２．４％増、２カ月ぶりの上昇となった。９月の大幅減の反動もあって民間予
測を大きく上回ったが、牽引したのは輸送機械工業の同１１．６％増で、上昇分の８０％に寄与し
た。製造工業の生産予測調査では、１１月が前月比０．１％の低下、１２月が同２．７％の上昇と
一進一退が続きそうだが、基調判断は「総じて見れば、生産は横ばい傾向にある」と前月判断を据
え置いた。

11111111 欧州機危欧州機危欧州機危欧州機危、、、、長期化覚悟長期化覚悟長期化覚悟長期化覚悟・・・・・・・・・・・・日銀副総裁日銀副総裁日銀副総裁日銀副総裁　　　　空洞化回避空洞化回避空洞化回避空洞化回避へへへへ円高注視円高注視円高注視円高注視もももも
　西村清彦日銀副総裁は３０日の講演で、欧州債務危機に関連して「国際金融資本市場の緊張度が
高い状況は長期間にわたって続くことを覚悟していく必要がある」と述べ、円高や株安などの事態
が長引く可能性に強い懸念を示した。ユーロ圏諸国の国債を多く保有する欧州系銀行が手元資金確
保のため融資を抑制さざるを得なくなっていると指摘。「何らかのショックをきっかけに信用収縮
の波及が起こるリスクも意識する必要がある」と述べた。
　また、円高による産業空洞化の進行にも懸念を表明。「不可逆的な『ものづくり体制』の海外移
転を起こさないかどうかという観点から、為替。国際金融資本市場の動向を注視する必要がある」
と強調した。

12121212 台湾各社中国台湾各社中国台湾各社中国台湾各社中国でででで投資拡大投資拡大投資拡大投資拡大・・・・・・・・・・・・福建省古雷福建省古雷福建省古雷福建省古雷のののの大型石化大型石化大型石化大型石化コンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックス計画計画計画計画
　　　　４４４４社社社社、、、、中国石化中国石化中国石化中国石化とととと大枠合意大枠合意大枠合意大枠合意・・・・・・・・・・・・製油所事業等折半製油所事業等折半製油所事業等折半製油所事業等折半、、、、運営運営運営運営はははは中国側中国側中国側中国側がががが主導主導主導主導

　李長栄化学工業など台湾企業４社と中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）が中国・福建省古雷で建設を予
定する大型石化コンプレックス計画の大枠に関して原則合意した。その内容は、リファイナリーお
よびナフサクラッカー事業に関する投資は折半出資となるが、リファイナリーおよびナフサクラッ
カーの建設や運営のマネジメントはＳＩＮＯＰＥＣが主導するというもの。今後台湾政府による中
国大陸でのアップストリームへの投資の許認可が焦点になる。
　投資規模は約４５億米ドル、年産処理能力は１６００万トンの石油精製設備とエチレン１２０万
トン（年産）のナフサクラッカーを軸に２６のダウンストリーム設備を含むというもの。
２０１４年の稼働開始を予定している。

12121212 ＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤ・・・・・・・・・・・・東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア６６６６カカカカ国国国国、、、、堅調維持予想堅調維持予想堅調維持予想堅調維持予想　　　　１２１２１２１２～～～～１６１６１６１６年平均成長率年平均成長率年平均成長率年平均成長率５５５５．．．．６６６６％％％％
　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は２９日、タイやシンガポールなど東南アジア６カ国の経済成長
率について、２０１２年～１６年の５カ年間は平均５．６％になるとの見通しを発表した。
　米国の財政政策への信認低下や欧州債務危機が影を落としているが、内需拡大や投資などで堅調
さを維持するとしている。一方、今年の成長率は前年比２．６ポイント低下の５．６％。
　洪水の影響が続くタイは２．５％に落ち込むと予測した。東日本大震災の影響は一時的としてい
る。中国、インドを加えた８カ国では８．２％に達するという。
　１６年時点の６カ国の成長率は５．９％。牽引役のインドネシアが内需拡大で６．９％と最も高
く、マレーシア（５．６％）は比較的高水準の投資に支えられて堅調を維持する。シンガポール
（４．８％）は世界的な貿易の低迷で金融危機以前（０３～０７年）の成長率以下の水準に減速す
るとしている。

　　　　１２１２１２１２月月月月０２０２０２０２日日日日（（（（金金金金））））
1111 インドインドインドインド拠点確保拠点確保拠点確保拠点確保　　　　材料材料材料材料メーカーメーカーメーカーメーカーもももも、、、、完成車完成車完成車完成車、、、、部品向部品向部品向部品向けにけにけにけに・・・・・・・・自動車販売自動車販売自動車販売自動車販売　　　　１５１５１５１５年年年年４００４００４００４００万台万台万台万台

　インドの自動車需要取り込みを目指し、日系材料メーカーが相次ぎ現地に進出している。
　これまでは完成車メーカーや部品メーカーが先行していたが、今年度の販売台数は３００万台突
破が見込まれ、２０１５年には４００万台市場に成長するとされるなか、現地拠点を確保して供給
体制を構築したい考えだ。その反面、今年は乗用車市場で約５割のシェアを握るマルチ・スズキの
マネサール工場で労働争議が起こり、生産・販売台数が急減するなどリスクも懸念され始めている。

1111 超短波超短波超短波超短波
◆・・・「人口が多く今後の大きな成長が見込める中国は、海外戦略を進めるうえで必然的に最重



要市場の１つになる」と話すのは花王の尾崎元規社長。その戦略の一環として、日用品・化粧品大
手である上海家化連合との販売提携をこのほど発表した。上海家化が中国全土に張り巡らせる販売
網を活用して、衣料用洗剤や生理用品などを中間層に浸透させるのが狙いだ。
◆・・・中国では安寧省合肥市で紙おむつ新工場建設を進めており、２０１２年にも稼働させる見
通し。新工場は花王にとって上海に次ぐ中国での第２工場となる。「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攻勢を強めたい」と力を込める。
先行する米Ｐ＆Ｇなどの欧米大手や、現地メーカーを追いかけるための体制づくりに余念がない。

12121212 三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学、、、、化学物質化学物質化学物質化学物質リスクリスクリスクリスク評価評価評価評価・・・・・・・・来年度来年度来年度来年度からからからから本格化本格化本格化本格化、、、、優先約優先約優先約優先約３０３０３０３０物質物質物質物質　　　　１５１５１５１５年度年度年度年度までにまでにまでにまでに実施実施実施実施
　三菱化学は、来年度から化学物質のリスク評価を本格的に始める。化学業界が進める化学品管理
の自主活動「ＧＰＳ／ＪＩＰＳ」に沿って、優先的に評価を行う化学物質の絞り込みをほぼ完了。
優先度が“高”“中”と判断された約３０の化学物質のリスク評価に着手する。２０１５年までに
評価を終え安全性情報を公開する。混合物の取り扱いも重要となるため、今期中をめどに試験的な
評価を実施し、リスク評価手法を見極めたい考えだ。

12121212 ＧＰＳ／ＪＩＰＳＧＰＳ／ＪＩＰＳＧＰＳ／ＪＩＰＳＧＰＳ／ＪＩＰＳ・・・・・・・・・・・・１８１８１８１８年度年度年度年度までにまでにまでにまでに完了完了完了完了
　ＧＰＳ／ＪＩＰＳは、日化協が推進する化学品のリスク管理に向けた自主的活動。会員各社は、
自社の化学製品のリスク評価を行い、評価結果を安全性要約書として公会する。
これにより、サプライチェーン（ＳＣ）全体で化学品の適正管理を促し、化学品のリスクを最小化
することを目指す。
　国際化学工業協会協議会（ＩＣＣＡ）の化学品管理戦略「ＧＰＳ」（グローバル・プロダクト戦
略）の日本版として今年４月に本格スタートした。
　三菱化学をはじめ、住友化学や三井化学、旭化成などは優先評価化学物質の絞り込みを行うとと
もに、一部の製品や物質でリスク評価を開始している。すべての化学物質のリスク評価を終えるに
は企業間連携も不可欠となるため、三菱化学はリスク評価に関するコンソーシアム形成も積極的に
呼びかけていく。

12121212 ＮＩＴＥＮＩＴＥＮＩＴＥＮＩＴＥ・・・・・・・・・・・・化学物質総合情報提供化学物質総合情報提供化学物質総合情報提供化学物質総合情報提供システムシステムシステムシステム更新更新更新更新　　　　毒劇法毒劇法毒劇法毒劇法などなどなどなど最新情報追加最新情報追加最新情報追加最新情報追加
　製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）化学物質管理センターは、「化学物質総合情報提供システム
（ＣＨＲＩＰ）」のデータを更新した。毒劇および劇物取締法やＴＳＣＡインベントリーなどの最
新データを追加した。同システムは、国際調和を図りながら信頼性のある科学的データに基づいて
化学物質のリスク評価を行うために整理したのも。持続的に更新しながら、化学物質審査規制法や
科学物質排出把握管理促進法など最新の法令情報などを提供している。
　今回は、毒劇法（１０月１４日改正の反映）、水質汚濁法（１０月２８日排水基準改正の反映）、
国連番号・分類（第１７版２０１１年の反映）、ＴＳＣＡインベントリー（９月版の反映）、ＮＴ
Ｐの長期毒性試験報告書（１０月更新分までの反映）のデータを更新した。

12121212 ＪＡＭＰＪＡＭＰＪＡＭＰＪＡＭＰ・・・・・・・・化学物質情報記入化学物質情報記入化学物質情報記入化学物質情報記入シートシートシートシートのののの仕様改版仕様改版仕様改版仕様改版、、、、来年来年来年来年１１１１月月月月ににににバージョンバージョンバージョンバージョン４４４４公開予定公開予定公開予定公開予定
　　　　内外内外内外内外のののの法規制改正法規制改正法規制改正法規制改正にににに対応対応対応対応、ＧＡＤＳＬ、ＧＡＤＳＬ、ＧＡＤＳＬ、ＧＡＤＳＬなどなどなどなど３３３３管理基準管理基準管理基準管理基準をををを無条件無条件無条件無条件でででで対象化対象化対象化対象化

　アーテイクルマネジメント推進協議会（ＪＡＭＰ）は、サプライチェーン（ＳＣ）を形成する企
業間で化学物質情報を流通させるための情報記入シート「ＭＳＤＳ　ｐｌｕｓ」および「ＪＡＭＰ
－ＡＩＳ」のフォーマット（仕様）を改版する。来年１月に「バージョン４・００」として公開す
る予定。国内外法規制の改正に対応するとともに、国や言語をまたいだ情報流通をしやすくするの
が狙い。フォーマット仕様設計の厳格化や、自動車業界の統一化学物質リスト（ＧＡＤＳＬ）など
３つの管理基準を無条件で対象化することなどにより、ＳＣ下流でより適切な法規制対応が可能に
なる。
　ＪＡＭＰは、情報流通プラットホーム「ＪＡＭＰ－ＩＴ」等を通じ、成型品に含有するものも含
めた化学物質情報をＳＣ内の異業種間で受け渡す仕組みを構築している。企業はＭＳＤＳ－ＡＩＳ
に成型品の情報をそれぞれ記入、顧客へ提供する。改版の１つが、電気・電子機器製品に関する含
有科学部質調査のガイドライン（ＧＡＤＳＬ、ＪＩＧ）及び難分解性、生物蓄積性毒性が高い物質
（ＰＢＴ）基準の３つの管理基準に関する「対象にする／しない」の選択の廃止。これらの基準を
無条件で対象化することにより、管理基準の対象がＪＩＧとＰＢＴ、もしくはＧＡＤＳＬとＰＢＴ
といったように同一製品にもかかわらず異なるＡＩＳ及びＭＳＤＳｐｌｕｓが存在する状態が解消
される。
　また、欧州ＲｏＨＳ指令およびＥＬＶ指令における適用除外の要件除外の要件減格化に対応する
ため、発行日や期限（例・ある法規による水銀含有許容量が１２年までは０．５ｐｐｍ、１２年以
降は０．３５ｐｐｍとなっている場合など）を意識した除外要件のリスト化を行う。
　システム構築ベンダーとして改版に携わった日本ユニシス・エクセリューションズの宮尾祥二市
場開発営業所長は改版について「今後も続くであろう国内外の法規改正への対応を含め、将来を見
据え、企業の対応を簡便化する目的がある」としている。

12121212 米米米米ＥＰＡＥＰＡＥＰＡＥＰＡ・・・・・・・・化学物質化学物質化学物質化学物質のののの健康健康健康健康・・・・安全情報安全情報安全情報安全情報　　　　一部公開一部公開一部公開一部公開、ＣＢＩ、ＣＢＩ、ＣＢＩ、ＣＢＩ申請条件申請条件申請条件申請条件をををを厳格化厳格化厳格化厳格化
　米国環境保護庁（ＥＰＡ）は、営業秘密情報（ＣＢＩ）として従来は非公開扱いだった、米国内
で製造もしくは加工される化学物質の健康・安全情報の一部を公開した。ＥＰＡが取り組む化学物
質管理プログラムと透明性向上活動の一環。来年にかけて、さらに数千の工業用化学物質を見直し、
その多くを公開する方針。新たに公開された情報は、ＥＰＡのホームページ上にある「ケミカルデ
ータ・アクセスツール」を通じ閲覧できる。
　今後ＥＰＡは企業に対し自主的にＣＢＩの申し立てを放棄するよう求め、研究情報を順次公開し
ていく。また化学業界に対しても、従来ＣＢＩとされていた情報を公開するよう要請する。
ＥＰＡによると、現在までに３５以上の企業が化学物質の健康・安全情報に関するＣＢＩ申し立て
を見直すことに合意しているという。


