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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）

　　　　１２１２１２１２月月月月０５０５０５０５日日日日（（（（月月月月））））
1111 カカカカ性性性性、、、、安定供給安定供給安定供給安定供給にににに懸念懸念懸念懸念　　　　東東東東ソーソーソーソーのののの大型電解設備大型電解設備大型電解設備大型電解設備がががが低稼働低稼働低稼働低稼働　　　　塩素不振塩素不振塩素不振塩素不振でででで他社他社他社他社もももも減産減産減産減産

　カ性ソーダの安定供給維持に懸念が高まっている。東ソーの塩化ビニルモノマー（ＶＣＭ）
設備事故により、年産能力１１３万トンもの巨大な電解設備が最低ロードの稼働を余儀なくさ
れているためだ。塩素系誘導品の需要・市況の低迷を受け、電解製品各社が稼働率を落とすな
かでの事故は、比較的底堅いカ性ソーダの需給を大幅に引き締める可能性が大きい。他社が稼
働率を上げることも考えられるが、塩素誘導品需要とのバランスを踏まえると、どこまで対応
しきれるか不透明。カ性ソーダ不足による需要家産業への影響が懸念される。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　政府は国民と事業者に対し、今月１日から３月末までの節電を要請している。関西電力と九
州電力管内ではコア期間の数値目標付き、それ以外の地域は数値目標は設けていない。
　今夏の経験を経て節電行動は広く浸透した。大きな効果が得られることも確認済だ▼夏場の
節電は学ぶことも多かったが、その一方で社会経済の様々な場面に影響を及ぼした。市民レベ
ルでは、エレベーターや照明の間引きが日常生活を不便にしたし、冷房使用を過度に控えたた
めに熱中症に罹った人もいた▼製造業をはじめ多くの企業が大幅なコストアップを余儀なくさ
れた。休日や夜間への操業シフトの弊害は、当事者だけでなくその周辺にも及んだ。緊急事態
回避のためにやむなくというのが本音だろう▼当面、電力供給の不足は解消されない。そうで
ある以上は需要サイドの工夫が必要になるのは致し方ない。が、冬は夏に比べて需要曲線がな
だらか。ピークカットに神経をすり減らす必要はないことは救いだ▼先週から冷え込みが一段
と厳しくなった。北海道の旭川では最高気温でも氷点下を記録。本格的な冬の到来を実感させ
る。寒さを我慢し過ぎると気持ちが暗くなる。家庭でも職場でも、無理のない節電でこの冬を
乗り切りたい。

2222 三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・メタロセンメタロセンメタロセンメタロセンＰＡＯＰＡＯＰＡＯＰＡＯ開発開発開発開発、、、、風力発電用潤滑油向風力発電用潤滑油向風力発電用潤滑油向風力発電用潤滑油向けけけけ　　　　海外海外海外海外にににに３３３３万万万万トントントントン設備想定設備想定設備想定設備想定
　　　　タフマータフマータフマータフマー増設増設増設増設はははは年度内決定年度内決定年度内決定年度内決定

　三井化学はエラストマー事業の拡大を急ぐ。液状ポリオレフィンオリゴマー製品では風力発
電用潤滑油に適した次世代品の準備を進めており、岩国大竹工場の大型実証プラントで評価を
進めている。量産は海外立地を想定しており、３万トン規模で実現させたい考えだ。
　また、同社エラストマーの主力製品であるアルファーオレフィンコポリマー「タフマー」、
エチレン・プロピレンゴム（ＥＰＤＭ）は足元では需給は緩んでいるものの、次期増設は当初
の想定通りとしており、タフマーは年度内に決定する。

2222 三菱三菱三菱三菱ガスガスガスガス化学化学化学化学・・・・・・・・・・・・鹿島鹿島鹿島鹿島、、、、タイタイタイタイででででＰＣＰＣＰＣＰＣ減産減産減産減産、、、、内需低迷内需低迷内需低迷内需低迷、、、、洪水洪水洪水洪水のののの影響影響影響影響でででで
　三菱ガス化学は、日本とタイの拠点でポリカーボネート（ＰＣ）樹脂の減産に入った。鹿島
工場（茨城県）は内需低迷、タイは洪水による物流の混乱にそれぞれ由来するもので、減産幅
は明らかにしていない。中国市場の需要弱含みを背景に、当面は需要見合いの操業を続ける方
針。今後、国内ＰＣメーカーの間でも減産の動きが本格化しそうだ。

10101010 ＧＣＰＧＣＰＧＣＰＧＣＰ報告報告報告報告・・・・・・・・・・・・世界世界世界世界ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量排出量排出量排出量　　　　１０１０１０１０年年年年はははは５５５５．．．．９９９９％％％％増増増増にににに、、、、大気中濃度大気中濃度大気中濃度大気中濃度もももも記録的水準記録的水準記録的水準記録的水準
　２０１０年の世界のＣＯ２排出量が、世界金融危機からの回復にともない前年比５．９％増
という記録的な増加に転じた。国立環境研究所に事務局を置く国際研究計画「グローバルカー
ボンプロジェクト（ＧＣＰ）」がレポートをまとめた。大気中のＣＯ２濃度も３８９ｐｐｍと
記録的な水準になったという。レポートによると、世界のＣＯ２排出量増加に大きく影響した
のは中国（前年比１０．４％増）、米国（同４．１％増）、インド（同９．４％増）、ロシア
（同５．８％増）、ＥＵ（同２．２％増）など。

11111111 職場職場職場職場のののの人人人人とおとおとおとお酒酒酒酒をををを飲飲飲飲むむむむ目的目的目的目的はははは「「「「コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション」」」」
　キリンホールデイングスのキリン食生活文化研究所は２日、「職場の人とのお酒の飲み方」
に関する意識調査結果をまとめた。それによると、職場の人とお酒を飲む目的や期待は、上司
・部下のいずれと一緒の時も「コミュニケーションをとりたい」がトップで、「楽しく話をし
たい」「仕事や人間関係に関する情報収集」の順となった。
　１回当たりの平均予算は昨年調査より１１１円マイナスの４２４７円。上司と飲んだ場合は
３９１７円、同僚とは３９７８円、部下とは４８４７円となった。ちなみに人数にかかわらず
部下と酒を飲む際ごちそう（おごる）する１回当たり金額の平均は昨年より１１２円プラスの
７２１７円だった。
　職場の人と飲む機会が必要かとの問いでは「必要」「まあ必要」がほぼ５割で、「上司」と
は４７％、「同僚」とは５３％、「部下」とは４９％。
「上司と飲む機会の必要性」は男性が高く、とくに２０才代男性では５６％と過半数を占めた。

11111111 製造業製造業製造業製造業のののの海外展開一段海外展開一段海外展開一段海外展開一段とととと加速加速加速加速・・・・・・・・・・・・８７８７８７８７％％％％のののの企業企業企業企業がががが強化方針強化方針強化方針強化方針
　　　　化学化学化学化学はははは９２９２９２９２％　ＡＳＥＡＮ％　ＡＳＥＡＮ％　ＡＳＥＡＮ％　ＡＳＥＡＮのののの評価上昇評価上昇評価上昇評価上昇

　わが国製造業は国内市場の成長が見込めないなかで、中堅・中小企業も含めて海外市場の成
長を取り込むために海外展開を加速し、これからも一段と拡大することが、国際協力銀行（Ｊ
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ＢＩＣ）のアンケート調査で明らかになった。海外生産比率および海外売上高比率も一貫して
上昇し、リーマンショック後は海外展開が加速した。
　海外生産比率は３年後には４割に迫る見込みである。
ＪＢＩＣによる「海外事業展開のい動向」に関するアンケート調査は、今回で２３回目。９月
末に回収したが、対象企業９７７社のうち６０３社が回答した。
　調査によると、海外事業を強化するという企業は８７．２％と過去最高になり、リーマン
ショックの影響で一時的に落ち込んだ０９年と比べて２１ポイント上昇した。中堅・中小企業
も７８．５％が強化を打ち出している。一方、国内事業を強化するとした企業は２５．９％と
過去最低水準に落ち込んだ。ただ、海外事業を強化する企業は、国内事業の維持も含めて国内
重視する姿勢を示している。
　製造業企業が有望事業国と位置付けるには、市場
成長によって中国が１位、インドが２位と変わらな
いが、得票率は頭打ちとなった。中国では法制運用
が課題とされるなか、労働コストの上昇、さらに他
社との競争、知的財産権保護なども指摘されている。
有望国調査で評価を高めたのはタイ、ブラジル、イ
ンドネシアなど。いずれもマーケットの成長性が着
目されている。
　化学企業（プラスチック製品、医薬品を含む。回
答企業９６社）は海外事業を強化するとした比率が
９２．１％、前年より５ポイント上昇した。国内事
業は強化するが３１．０％、同じく２０ポイント低
下する一方で、現状維持が５５．２％と１０ポイ
ント上昇したが、国内より海外強化が鮮明になって
いる。
　１０年度の海外生産比率は２３．０％、１１年度
見込みは２３．２％と微増に止まるが、中期的には
２８．５％まで上昇する見通し。また売上高・収益
に対する満足度（１０年度）も高まっている。

　　　　１２１２１２１２月月月月０６０６０６０６日日日日（（（（火火火火））））
1111 超短波超短波超短波超短波

◆・・・「直接被害を受けたのは自動車用熱交換器の工場だけなのだが」と語るのは昭和電工
で最高財務責任者（ＣＦＯ）を務める酒井仁和取締役執行役員。タイを襲った大洪水は、工場
の水没にとどまらず多方面に広がりつつある。同社の場合は供給先が被災した「ハードデイス
ク（ＨＤ）で間接的な影響が出てきそう」と懸念するものの、「現状では完全に読み切れてい
ない」。
◆・・・タイの工場で製造していた自動車用熱交換器の出荷を滞らせないためにも、様々な手
立てを尽くしている。「国内でバックアップの生産を行う」こともその1つ。「小山事業所（
栃木県）では代替生産が可能なようにする」ため体制整備を急いでいる。先月にはタイから
１００人を超える従業員を呼び寄せ操業を開始した。
供給責任を全力で果たす構えだ。

2222 三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学・・・・・・・・・・・・鹿島事業所鹿島事業所鹿島事業所鹿島事業所のののの構造改革構造改革構造改革構造改革　　　　中計期間内中計期間内中計期間内中計期間内にににに完了完了完了完了へへへへ、ＪＸ、ＪＸ、ＪＸ、ＪＸエネエネエネエネとととと連携強化連携強化連携強化連携強化　　　　
　　　　エチレンエチレンエチレンエチレン１１１１基化基化基化基化にににに対応対応対応対応もももも

　三菱化学は鹿島事業所の構造改善を２０１４～１５年までに完了させる。ＪＸ日鉱日石エネ
ルギ―との連携強化を進めるなど、複数のケースを想定した検討を進め、中計完了時には競争
力のある事業構造への転換を完了させる。同事業所ではスチレンモノマー（ＳＭ）撤退、ポリ
プロピレン（ＰＰ）削減を実施済みで、電解・塩ビチェーンについてもすでに実質的に縮小し
ている。ＪＸ日鉱日石エネルギーとの連携で原料競争力強化を図るとともに、エチレン１基化
や、インフラ縮小も視野に入れた最適化を実施する。
　鹿島事業所ではＳＭ撤退は実施したものの、再構築の途上にありＳＭ撤退に伴うエチレン需
要減少に対しては、オレフィンコンバージョンユニット（ＯＣＵ）設置によるプロピレンへの
転換やエチレン輸出で対応しているものの、電解・塩ビチェーンやポリオレフィンの更なる
縮小の可能性もあり、まだ最終形と言える状況にない。また、３０万キロワットの需要に対し
６５万キロワットの能力を備える鹿島北共同発電も、当面は燈明電力への売電需要があるもの
の、中期的には能力適正化が避けられない。ポリオレフィン能力の最適化とともに、提携が進
展したケースだけでなく、単独で実施するケースも想定して鹿島事業所の生き残りを図る方針
で、エチレン１基化にも対応できる体制を構築する考えだ。

12121212 東東東東レレレレ・・・・・・・・・・・・中国事業中国事業中国事業中国事業でででで売上高売上高売上高売上高３０００３０００３０００３０００億円億円億円億円　　　　目標前倒目標前倒目標前倒目標前倒しししし達成目指達成目指達成目指達成目指すすすす
　東レは、向こう２～３年内に中国事業で約２５０億元（３０００億円）の売上高達成を目指
す。２０１１年の中国事業は約２００億元（２５００億円）に達する見通しだが、「当初、15
年が達成目標年だった２５０億元を前倒していく」（橋本和司常務、東麗（中国）投資有限公
司董事長）考え。同社は１１年から１３年までの中期経営計画で毎年、１０００億円超の投資
を決めており、そのうちの約半分は中国を含むアジア域内に振り分けている。とくに新興市場
の一角である中国は「東レグループにとって最重要市場の１つ」（斉藤典彦専務）と中国重視
の姿勢をあらためて鮮明にした。



１２１２１２１２月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（水水水水））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・新新新新ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル自主行動計画自主行動計画自主行動計画自主行動計画のののの課題課題課題課題

　ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）ボトルリサイクル推進協議会は、２０１５年度を目
標年度とする第２次自主行動計画を策定したが、これまでの回収率に代えてリサイクル率（回
収・再資源化率）という指標を導入した。この背景にあるのは、オフィスやコンビニなどから
排出される事業系ＰＥＴボトルが輸出にまわり数量の捕捉が難しくなっていることがある。
有価で輸出されたＰＥＴボトルの大半は再資源化されていることは確実だろう。この指標によ
るリサイクル率は１０年度が８３．７％、１５年度目標は８５％以上とした。
　ただ輸出依存の危うさもあり、国内再資源化が放棄されないことを望みたい。
　現在、家庭から排出されるＰＥＴボトルは容器包装リサイクル法に基づいて回収・再資源化
されているが、加えて事業系でも大量に排出される。協議会によると、１０年度のＰＥＴボト
ル販売量は５９．５万トン、このうち容リ法による市町村ルートの回収が２９．５万トン、事
業系が１３．４万トンと推計して回収率は７２．１％となった。これは０９年の７７．５％か
ら５．４ポイント悪化し、目標に掲げていた７５％以上を下回った。
　事業系ＰＥＴボトルの処理状況は捕捉が難しくなっているという。協議会では財務省の貿易
統計からＰＥＴボトルの輸出量は３３万トンとし、そのなかで８０％近くは再資源化されてい
ると推定した。その結果がリサイクル率８３．７％だ。
　協議会が新たに策定した１５年度目標はリサイクル率８５％以上のほか、ボトル毎に軽量化
の目標値を設定してリデュース率１０％（０４年度比）を目指す。一方、リユースに関しては
安全性などから早期導入に慎重な姿勢を崩していない。
　今回の指標変更は議論を呼びそうだ。現在でもＰＥＴボトルは国内向け回収率よりも輸出が
多くなっており、中国の経済成長が続く限り輸出需要は根強いだろう。輸出されたＰＥＴボト
ルは再資源化されているにしても、輸出依存によるリサイクル率上昇には批判も出そうだ。
　国内のリサイクル体制が弱体化すると、中国向け輸出が途絶えた場合に国内にＰＥＴボトル
が溢れるという事態が想定される。この対策に開発中のＰＥＴボトルを粉砕・洗浄した後、高
温・減圧などで再びＰＥＴボトルとするメカニカルリサイクルはリユースと同じ効果があり、
欧米では実用化されている。国内再資源化を強化する有力な技術だけに導入に向けた議論を急
ぎたい。

2222 １０１０１０１０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１１０９１１０９１１０９１１０９円円円円のののの下落下落下落下落
　１０月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、原油価格が安定するなか全般的に値下がり
した。　原油は前月速報値比１キロリットル当たり４７円下げの５万３４９５円、石化用ナフ
サは同１１０９円下げの５万７１５円。灯油が同５９８０円下げとなってている。

【１０月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】（換算レート７６．７０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　　　　１０１０１０１０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・・・・・・・・・・・・出荷一部品目出荷一部品目出荷一部品目出荷一部品目でででで増増増増　　　　　　　　　　　　　　　　
　プラスチック製品の出荷は４カ月連続で減少したが、マイナス幅が縮小して、持ち直しの兆　　
しも出てきた。１０月生産は前年比３．６％減の４５万４６８９トン、出荷が同２．６％減の　　
４６万７２５０トンとなった。
主力のフィルム・シート向けが同６．６％減少した。マイナス幅については、ＰＥＴボトル等　
の容器（中空成型）が引き続き２ケタの減少となったものの、全体として縮小傾向が見られた。

【１０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＞

12121212 韓国化学企業韓国化学企業韓国化学企業韓国化学企業３３３３ＱＱＱＱ業績業績業績業績・・・・・・・・・・・・大幅増収大幅増収大幅増収大幅増収もももも減益傾向減益傾向減益傾向減益傾向、、、、急激急激急激急激なななな為替変動為替変動為替変動為替変動などなどなどなど背景背景背景背景
　韓国化学企業の第３四半期の業績は、ほぼすべての企業が２ケタ増収を記録した。しかし、
急激な為替変動などを背景に減益に転じた企業が増えた。
　ＬＧ化学が前年同期比１７％の大幅増収となったものの、原材料コストの高騰とＩＴ産業の
低迷などにより、営業利益、純利益との前年実績を下回った。
　子会社ハンファ・ソーラ・ワンが太陽光発電（ＰＶ）事業に本格参入したハンファ・ケミカ
ルは、ＰＶ市場の低迷などにより、純利益が６４％減と大きく落ち込んだ。ＰＶ市場の成長と
塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）及び低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）需要の回復による歯止めに期
待をかける。一方、サムスン・ファイン・ケミカルとＳＫイノベーションは大幅な増収増益を
達成した。サムスン・ケミカルは前期までの成長の勢いはなくなったものの、引き続き過去最
高レベルの収益を達成した。

円／キロリットル ドル／バレル
原油・粗油 53,495 110.88
ガソリン（自動車用） 61,470 127.41
ナフサ（石化用） 50,715 105.12
灯油 66,221 137.26

105.9

品目 前年同期比区分 １０１０１０１０月月月月

103.5

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 199,200199,200199,200199,200 93.493.493.493.4
出荷出荷出荷出荷 202,584202,584202,584202,584 94.694.694.694.6
在庫 231,996

103.4

日用品日用品日用品日用品・・・・雑貨雑貨雑貨雑貨
生産 22,665 101.6
出荷 23,240 99.9
在庫 20,150

85.185.185.185.1
出荷出荷出荷出荷 41,647 88.488.488.488.4容器容器容器容器（（（（中空成形中空成形中空成形中空成形））））
生産生産生産生産 41,510

在庫 30,935



【韓国化学企業の２０１１年第３四半期業績】（単位：億ウオン、前年同期比％）

12121212 韓国韓国韓国韓国、、、、年間貿易額年間貿易額年間貿易額年間貿易額１１１１兆兆兆兆ドルドルドルドルをををを突破突破突破突破・・・・・・・・・・・・世界世界世界世界９９９９カカカカ国目国目国目国目
　韓国知識経済部は、同国の年間貿易額が今年初めて１兆ドルを超えたと発表した。年間貿易
額１兆ドルを超えたのは米国、日本、独逸、中国などに続き９カ国目。
　５日の暫定値によると、韓国の今年の輸出額は５１５０億ドル、輸入額は４８５０億ドル。
年間では、輸出額５５７０億ドル、輸入額５２３０億ドル、貿易額は１兆８００億ドルと予測
している。
　同部は、年間貿易額２兆ドルを目指し、自動車、造船、半導体、ＩＴ機器など既存の輸出主
力商品に加え、バイオや再生エネルギー産業の育成に力を注ぐ方針を示した。

12121212 タイタイタイタイ自動車生産自動車生産自動車生産自動車生産・・・・・・・・・・・・今年今年今年今年はははは１５０１５０１５０１５０万台弱万台弱万台弱万台弱へへへへ震災震災震災震災、、、、洪水響洪水響洪水響洪水響くくくく　　　　１５１５１５１５年年年年２５０２５０２５０２５０万台計画万台計画万台計画万台計画はははは維持維持維持維持
　タイの自動車生産台数は今年、１５０万台を下回る可能性が出てきた。当初は過去最高の１
８０万台が見込まれていたが、３月の東日本大震災や１０月からの大洪水の影響が深刻化し、
現在もホンダが再稼働出来ていないほか、工場の浸水はなかったトヨタも部品供給などが響き
生産調整を余儀なくされている状況だ。ただ、これらの影響は短期的との見方が支配的で、実
際、政府が推進するエコカー計画の具体化が相次ぐ来年以降、三菱自動車、スズキなど日系完
成車メーカーを中心に投資が拡大する計画。２０１５年には当初見通しの２５０万台を引き続
き目指すとみられており、中長期的に域内の生産基地として基板強化の進展に期待が集まる。

　　　　１２１２１２１２月月月月０８０８０８０８日日日日（（（（木木木木））））
1111 住化住化住化住化　　　　財務体質財務体質財務体質財務体質をををを徹底強化徹底強化徹底強化徹底強化・・・・・・・・円高等環境悪化円高等環境悪化円高等環境悪化円高等環境悪化にににに対応対応対応対応　　　　１２１２１２１２年度経常益年度経常益年度経常益年度経常益１２００１２００１２００１２００億円確保億円確保億円確保億円確保へへへへ
　　　　　　　　ドルドルドルドル建建建建てててて調達拡大調達拡大調達拡大調達拡大　　　　不採算事業不採算事業不採算事業不採算事業のののの撤退撤退撤退撤退　　　　投資案件絞投資案件絞投資案件絞投資案件絞りりりり込込込込みみみみ

　住友化学は、財務体質強化を加速する。円高、欧州危機など急速な経済環境の悪化に対応し
取引条件のドル建てへの変更、資産回転率の向上、投資案件の厳選を進め、為替リスクの回避、
有利子負債削減、フリーキャッシュフローの確保を図る。業績改善が見込めない事業からの撤
退も検討しており、年内ないし年明けに複数の事業からの撤退を決める。２０１２年度はサウ
ジアラビア・ラービグ計画など既投資案件の利益貢献が見込めるため、経常利益１２００億円
確保を目指す。
　同社の海外売上高比率は５３％に達し、１円の円高は４０億円の営業減益に働く。特に電子
情報材料事業の影響が大きいため、一部製品の原料調達を円建てへ切り替える。液晶パネル用
偏光板は９０％が韓国、台湾など海外企業がユーザー。同社はドル建てで販売しているが、原
料は複数の日本企業から円建てで調達しているため、為替変動の影響をもろにかぶる。偏光板
は国際商品であり、ドル建てのサプライチェーンの方が中期的に日本全体の競争力強化につな
るとして原料メーカーと交渉、既に取引額の５０％をドル建てに切り替えている。これにより
為替変動感応度は３０億円に下げられるめどを得た。
　不採算事業からの撤退も進める。９月に米国ポリプロピレン（ＰＰ）合弁事業からの撤退を
決めたのに続き、年末ないし年明けに複数事業からの撤退を決める。合計売上高は数百億規模
に達する見通し。

1111 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工・・・・・・・・・・・・今年営業益今年営業益今年営業益今年営業益４５０４５０４５０４５０億円超億円超億円超億円超にににに、　、　、　、　市川社長会見市川社長会見市川社長会見市川社長会見　　　　円高対応力円高対応力円高対応力円高対応力をををを強化強化強化強化
　昭和電工の市川秀夫社長は７日会見を開き、中計の進捗状況等を説明した。初年度の２０１１
年の業績は「営業利益が目標の４５０億円を超える見通しだ」と語り、順調な滑り出しを強調
した。ただ、急激な円高の進行を受け、１２年の営業利益目標６２０億円は「下方修正せざる
を得ない」ことから、自助努力によって目標に近づけるとした。円高が当分続くとの想定の下、
為替変動への対応力の強化を課題に位置付けた。

1111 日化協会長日化協会長日化協会長日化協会長・・・・・・・・・・・・温暖化対策税断固反対温暖化対策税断固反対温暖化対策税断固反対温暖化対策税断固反対をををを表明表明表明表明
　日本化学工業協会の藤吉建二会長（三井化学会長）は７日、政府税制調査会が新設を検討し
ている「地球温暖化対策税」（環境税）に対して、断固反対とのコメントを発表した。
　来年夏をめどにエネルギー基本計画の見直しが進められているが、結論が出ていない段階に
ある。地球温暖化対策はエネルギー基本計画と表裏一体の関係にあるとして抜本的な見直しが
必要。一方、国際的には主要排出国を含む新たな枠組みが出来あがっていない状況にあり、こ
のような段階で「地球温暖化対策税の創設により増税のみ先行させることは国内企業に負担を
強い、産業空洞化を加速する」として強い反対の意向を表明した。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・急急急急がれるがれるがれるがれる技術流出対策技術流出対策技術流出対策技術流出対策のののの戦略構築戦略構築戦略構築戦略構築
　わが国製造業がグローバル競争時代に生き残り収益力を向上するには、海外生産拡充の加速
が必要であることは間違いない。この際に問題になるのが優れた技術の流出である。
特に韓国、台湾、中国に関しては、流出の懸念が持たれているものの、取引先の要請等から海
外生産に踏み切らざるを得ない企業が多く、「めどが立たなくともビジネスチャンスを優先」
「技術流出防止に関係なくビジネスチャンスがあれば移管」という企業が多い。事業に移転先
として比率を高めているのは中国だが、第三者による権利侵害などを含め知的財産保護では多

58,860
20,298

172,096

7,143 -7%
828 -52%

売上高 営業利益
238 21%4,372
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1,535
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34%
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8,619

- -

純利益
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18,161 538%
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120 -45%
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企業名
サムスン・ファイン・ケミカル
ＬＧ化学
ハンファ・ケミカル
ＳＫイノベーション
熊進化学
ＵＮＩＤ
松原産業



くの課題を指摘されている。
　技術流出ルートとしては、現地採用従業員や販売製品を経由することが圧倒的に多く、その
対策に現地従業員に対し情報へのアクセス制限、コア部品・材料等情報を営業秘密として管理、
設備にノウハウを封じ込め日本から輸出するなど対策を講じているが、効果には限界がある。
このほか、知財や標準化などを通じた技術流出も多いという。具体的には、日本企業が出願し
た特許を詳細分析し、研究や製造技術開発に利用している。多くの企業が参加して進める検討
段階の情報に関心を示す海外のライバル企業も多いという。この対策として、特許出願せずに、
ノウハウとして秘匿する、標準化では技術・ノウハウに属する分野では対象にしない－など、
クローズとオープンを使い分けた戦略的な対応が必要になっている。
　日本企業の成長戦略を考えると、拡大する中国などアジア市場をいかに取り込めるかが課題。
現地ニーズに対応した製品開発を進めるには開発拠点、更には優秀な現地研究者を採用した研
究拠点を新設する企業も増えそうだ。
　技術流出は避けられない時代になっていることを覚悟して、国内拠点はアジアの競合企業
より先行出来る戦略を実行できるかが勝負になろう。

12121212 プラプラプラプラ処理協処理協処理協処理協・・・・・・・・・・・・廃廃廃廃プラプラプラプラ有効利用率有効利用率有効利用率有効利用率７７７７７７７７％、％、％、％、１０１０１０１０年版年版年版年版フローフローフローフロー図図図図　　　　新推算法新推算法新推算法新推算法でででで精度向上精度向上精度向上精度向上
　プラスチック処理促進協会は７日、プラスチック製品の再資源化状況をいまとめた２０１０
年版フロー図を公表した。１０年は景気回復を背景に、樹脂生産量と国内樹脂製品消費量が前
年比１割以上増加。廃プラ総排出量は同３．６％増えた。家電リサイクル量の増加でマテリア
ルリサイクルの比率が向上し、有効利用率も同２ポイント増の７７％となった。
　フロー図作成にあたり、今回から産業廃棄物系の焼却量および埋立量の推算方法を、一般廃
棄物系と統一した「新推算方法」を採用した。フロー図の精度向上が狙いで、００～０９年ま
での有効利用率なども新推算方法で計算し直した。
　廃プラの有効利用量は同５％増の７２３万トン。家電リサイクル量増加で有効利用率は２ポ
イント増え７７％となった。処理方法別の内訳は、メテリアルリサイクルが同８．５％増の
２１７万トン、ケミカルリサイクルが同３１．３％増の４２万トン、サーマルリサイクルが同
２％増の４６３万トン。再生製品輸出比率は前年並みの７５％だった。
　リサイクル以外では、単純焼却が同９．３％減の９７万トン、埋め立てが同２９．６％増の
１２５万トンだった。
　１０年のプラスチック生産量は同１３．２％増の１２７０万トン、国内樹脂製品消費量は同
１５．１％増の９７０万トンといずれも大幅増加。一方、廃プラ総排出量は生産量や樹脂製品
消費量に比べ伸びが小さいが、これは０９年の消費量が大きく減少したためとみられる。

12121212 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・被災地事業所対象被災地事業所対象被災地事業所対象被災地事業所対象にににに　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ２２２２削減削減削減削減・・・・節電節電節電節電ポテンシャルポテンシャルポテンシャルポテンシャル　　　　診断診断診断診断
　環境省は、東日本大震災被災地の事業者を対象に「緊急ＣＯ２削減・節電ポテンシャル診断」
を実施する。同省が派遣する診断機関が、工場やビルなどの設備導入や運用状況うぃ無料で計
測診断し、ＣＯ２削減・節電に有効な対策などの情報を提供するもの。
　１次公募はあす９日まで、２次公募は１２～２６日、３次公募は来年１月５～１３日まで。
１８０事業所程度を予定。診断は今月中旬から来年２月下旬にかけて実施する。
　問い合わせは、三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部「緊急ＣＯ２削減・節電ポテン
シャル診断事務所」（電話０１２０－６２６－００２）まで。

　　　　１２１２１２１２月月月月０９０９０９０９日日日日（（（（金金金金））））
1111 三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル小林社長小林社長小林社長小林社長・・・・・・・・・・・・経済環境経済環境経済環境経済環境のののの悪化悪化悪化悪化ででででギアチェンジギアチェンジギアチェンジギアチェンジ必要必要必要必要、、、、中計課題中計課題中計課題中計課題のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ加速加速加速加速
　　　　１５１５１５１５年度経常目標年度経常目標年度経常目標年度経常目標４０００４０００４０００４０００億円億円億円億円はははは堅持堅持堅持堅持

　三菱ケミカルホールデイングスは８日、事業説明会を開催し小林喜光社長が経営状況などを
説明した。国内は円高をはじめとした七重苦、海外も欧州金融危機など経済環境が悪化してい
るため、「最悪の事態に備えたギアチェンジが必要」との認識を明らかにした。中計で設定し
た経営課題への取り組みを加速、２０１５年度経常利益４０００億円の目標は堅持しながらも、
「１２年度経常目標２３００億円は現在集計中」とし、下方修正の可能性を示唆した。
　石油化学事業については、輸入品増大や輸出低迷など事業環境は想定以上に早く悪化してお
り、構造改革を前倒しで実施する必要があるとの認識を示した。水島　鹿島の両事業所でエチ
レン生産の最適化、石油精製との連携強化、誘導品事業の見直しなどの対策完了時期を１５年
度末よりも早める。ポリプロピレン（ＰＰ）の新プロセスの事業化、ブテンを原料とするブタ
ジエンプロセス、植物原料を原料とする各種プラスチックプロセスなどの新技術の実用化も急
ぐ。
　小林社長は、日欧米の金融協調、中国の金利引き下げなどの効果が「早ければ１２年初めあ



るいは中国・旧正月明けから表れ始める」と期待。１５年度経常利益４０００億円の目標は
ハードルの高いことを認めながらも、Ｍ＆Ａを含めて目標実現にグループの総力を上げると
表明した。

1111 丸善石化丸善石化丸善石化丸善石化・・・・・・・・・・・・アルコールケトンアルコールケトンアルコールケトンアルコールケトン設備設備設備設備、、、、４４４４月月月月にににに復旧前倒復旧前倒復旧前倒復旧前倒しししし
丸善石油化学は２０１２年４月に、東日本大震災で被災したアジア最大のメチルエチルケトン
（ＭＥＫ）設備を復旧させる。工期短縮から当初計画を３カ月前倒しできる見通し。ジイソブ
チレン（ＤＩＢ）も復旧する。ただ、この間に市場の環境は大きく変化していることから、顧
客を呼び戻すには大きな試練も予想される。
　震災で千葉のアルコールケトン設備で火災が発生しＭＥＫ、ＤＩＢの生産停止を余儀なくさ
れた。当初１２年６月の復旧を目指していた。生産能力は震災前と同じＭＥＫ年１７万トン、
ＤＩＢ年５万２８００トン。
　ただ、市場への復帰は容易ではない。ＭＥＫでは出光興産、エクソンモービルが輸出を絞っ
て国内優先の販売を図りシェア拡大している。また、ＤＩＢは震災後、ＪＸ日鉱日石エネルギ
ーと出光興産が参入した。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ワンカンパニーワンカンパニーワンカンパニーワンカンパニーをををを推進推進推進推進するするするするＢＡＳＦＢＡＳＦＢＡＳＦＢＡＳＦ
　ＢＡＳＦがクルト・ボック新会長の下で新しい企業戦略を発表した。２０２０年に売上高
１１５０億ユーロを目指し、最大３５０億ユーロを投資、その３分の１以上をアジアなど新
興国に集中するというもの。注目したいのは「ワンカンパニー」を強調している点だ。
　同社はシュトルーベ、ハンブレヒトの２人の会長時代に大きくポートフォリオを変えてきた。
汎用から医薬品まで幅広く、しかも他の欧州企業と似たり寄ったりの事業構造から、総合の
看板は下ろさず、景気循環に左右されにくい事業構造を構築してきた。チバ・スペシャリテイ
・ケミカルズ、エンゲルハード、旧メルクの電子用化学品、旧デグッサの建築用化学品などを
買収した。投資額は１６０億ユーロ。これを言い換えれば、事業の多くの部分が寄り合い所帯
だということを意味している。求心力が弱まる場合もあるだろう。
　ワンカンパニーという考え方で、一体感を持った企業運営を大きな命題として掲げた。
ボック会長は「革新的な強さ、広範な技術基盤、オペレーショナル・エクセレンス、市場に関
する知識およびユーザーとの関係など、あらゆる技術や能力を１つに終結させることで、競合
との差別化を図る。これらの強みを組み合わせることでワンカンパニーとしての価値を創出し
ていく」と述べた。
　同社は大手化学企業の優勝劣敗が混沌とした時代に、「フェアブント（統合生産拠点）」シ
ステムを競争力の源泉に成功を収めた。ワンカンパニーがフェアブントと結び付くかどうか明
確にしていないが、フェアブントの考え方を事業統合、更には求心力の源にしようとしている
ことは間違いない。
　欧州の業界再編は最終段階に入った。注目は圧倒的な勝ち組である同社がこれまでのＭ＆Ａ
を消化し、自社の競争力をどう高めるかだ。日本企業は円高、海外事業拡大などＭ＆Ａに乗り
出すケースが増えている。買収する企業の良さを残しつつ、求心力を失わない統合作業におい
てＢＡＳＦに注目したい。

7777 アンチモンアンチモンアンチモンアンチモン化合物化合物化合物化合物　　　　難燃助剤難燃助剤難燃助剤難燃助剤でででで存在感存在感存在感存在感・・・・・・・・・・・・新興国新興国新興国新興国がががが下支下支下支下支ええええ　　　　需要底堅需要底堅需要底堅需要底堅くくくく
　アンチモン化合物は、中国をはじめとする新興国の需要に支えられ、底堅い動きをみせてい
る。東日本大震災、タイの洪水被害が日本の自動車、家電などの部品生産に影を落としたが、
中国などでの自動車、電動バイク、家電などに関連した需要は堅調さを維持している。
　アンチモン地金の価格は、今年３月末に過去最高の１トン当たり１万７２００ドルの高値を
記録したが、その後やや値を下げたものの１１月下旬で、同１万３０００～１万６０００ドル
で推移している。今後については、欧州の債務危機や米国景気動向が気がかり材料で、不透明
感が強い。

12121212 タイタイタイタイ政府政府政府政府・・・・・・・・・・・・洪水復興対策洪水復興対策洪水復興対策洪水復興対策でででで５００５００５００５００億円億円億円億円のののの支出承認支出承認支出承認支出承認、、、、来週来週来週来週にはにはにはには各省庁各省庁各省庁各省庁ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト精査精査精査精査
　タイ政府は６日の閣議で、洪水復興にための予算約１９７億バーツ（約４９６億円）の支出
と、浸水した工場復旧作業を行うため訪タイする外国人向けに条件を緩和した査証（ビザ）の
発給や労働許可証の発行を承認した。政府報道官によると、支出のうち１２９億バーツはドン
ムアン空港や冠水道路、鉄道のほか、政府、教育、歴史施設の復旧に充当。６８億バーツは、
国民の生活の質向上に向けた取り組みに充てる。
　ただ政府は、洪水被災世帯に支給した５０００バーツなどをこの中から支給しており、予算
が不足する懸念が浮上している。このためインラック首相は、各省庁が洪水復興向けとして要
求しているプロジェクトを再審議し、優先順位を付ける必要があるとし、特別閣議で重複があ
るものや緊急性が低いものを整理することを決めた。

12121212 チャンドラチャンドラチャンドラチャンドラ・・・・アスリアスリアスリアスリ・・・・・・・・・・・・来年来年来年来年２２２２ＱＱＱＱにもにもにもにも投資判断投資判断投資判断投資判断　ＳＢＲ　ＳＢＲ　ＳＢＲ　ＳＢＲ企業化企業化企業化企業化もももも視野視野視野視野
インドネシアの石化大手チャンドラ・アスリ・ペトロケミカルは、来年第２四半期（４－６月）
にもクラッカー増強およびＣ３／Ｃ４の拡充を決定する方針だ。同社によれば現在、ブタジエ
ン年１０万トンの新設計画を進めており、２０１３年半ばの完成・稼働を見込むのに続き、世
界経済情勢を見極めつつ、来年第２四半期には検討中のクラッカー増強によるエチレン増産、
ブテン１新設またはメタセシスによるプロピレン増産の投資判断を決める考え。同社では、更
にスチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）といった新規誘導品の企業化も視野に入れており、引き
続き石化コンプレックスとしての拡充策を追求していく。

12121212 三井三井三井三井・・・・デユポンポリケミカルデユポンポリケミカルデユポンポリケミカルデユポンポリケミカル・・・・・・・・太陽電池用封止太陽電池用封止太陽電池用封止太陽電池用封止シートシートシートシート、、、、委託生産拡大委託生産拡大委託生産拡大委託生産拡大しししし攻勢攻勢攻勢攻勢
　三井・デユポンポリケミカル（ＭＤＰ）は、太陽電池（ＰＶ）用封止シート「ハイミラン
ＥＳ」の展開を加速する。優れた接着性、強靭性、透明性、防水性に加え、シーリングなど
ＰＶモジュールの加工過程を削減することが出来る。ハイミランＥＳは、アイオノマー樹脂「



ハイミラン」をシート状に加工したもの。約１５年前からＭＤＰで独自のＰＶ原料とモジュー
ル製造過程に関する構想を練り、開発に成功した。現在はデユポンと共同で研究開発を行い、
国内のメーカーに委託生産している。家庭用ＰＶを中心とした堅調な伸びを受けて、２００９
年から１２年かけて委託生産量を数倍に増やしている。
　アイオノマー樹脂として欧州で古くからＰＶモジュールの封止材に採用され、１５年以上使
用されている実績も強みの１つ。
　同じくＰＶ封止材として需要の高いエチレン酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）と併せて展開
することで、それぞれが強みを持った領域を生かし、顧客にとって最適なＰＶ原料と製造過程
を提供していく。


