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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）

　　　　１２１２１２１２月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（月月月月））））
1111 プライムポリマープライムポリマープライムポリマープライムポリマー・・・・・・・・・・・・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新新新フォーミュラフォーミュラフォーミュラフォーミュラ導入導入導入導入　　　　
　　　　原料原料原料原料とのとのとのとの時期時期時期時期ずれずれずれずれ解消解消解消解消　　　　高騰時高騰時高騰時高騰時のののの資金繰資金繰資金繰資金繰りりりり改善改善改善改善

　プライムポリマーは、ポリオレフィンの新たな価格決定方式（フォームラ）を導入する。
来年４月からの実施を目指し、ユーザーとの交渉に入る。
　現行フォームラは政府の輸入ナフサ通関実績の速報値をベースにしており、Ⅰ－３月のナフ
サ価格を前提とした場合、確定している４月末段階で見積もりを行い、５－７月のポリオレフ
イン価格に反映させている。原料と製品には４カ月の時期ずれが生じることになる。
　新方式はリアルタイムに原料価格を反映させることが出来る。また、四半期決算が定着する
なか、原料価格の乱高下により四半期ごとに損益が大きく変動する可能性がある現行方式では
事業運営に支障をきたすとしている。ユーザーにとっても自社の製品価格への転嫁を迅速に行
いやすくなる利点がある。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・リスクリスクリスクリスク分散分散分散分散にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない複眼的思考複眼的思考複眼的思考複眼的思考
　円高定着や東日本大震災など、製造業を脅かす歴史的な事象が続いている。これを受けリス
ク分散に対する意識が急速に高まっている。ただ、リスク分散を図りながら、同時に競争力を
高めるような有効な対策を構築するには、長期的かつ戦略的な視野が欠かせない。
　１ドル７５～７８円程度という現在の為替レートが今後も続いた場合、日本を代表する輸出
型製造業企業の多くは国内拠点の存続が極めて難しいとされている。為替リスク回避にため、
国内中心の製造拠点を海外へシフトすることが最重要課題に位置付けられている。
　一方で、急激に円安が進んだ場合、業績が悪化するケースも予想される。円高メリットを享
受する為原材料の調達を輸入品に切り替えた企業がそうだ。円ドルレートは、数年後に再び１
ドル１００円程度に戻るとの予想も出ている。円高対応で海外へ生産シフトした直後に、為替
が円安に振れるリスクも十分に予想される。
　東日本大震災やタイの洪水といった自然災害に対応するため、原材料や部品、部材の標準化
を進め、サプライチェーンの分断に備える意識も高まっている。
生産拠点が限られる原材料や部品・部材については、複数の拠点に生産を分散させる動きも出
始めている。こうした対応も築きあげてきた強みやコストとの兼ね合いが難しい。部材や部品
を標準化すればユニークで独創的な技術が入り込む余地が大きく薄れる。標準化はむしろ、
強みを放棄する選択となり得る。また、生産拠点を分散すれば、製造効率ばかりか物流効率が
低下することもある。地震国の日本に２拠点をもつより、１拠点は海外に設置するケースだ。
　こうしたことから、リスク対応は、ザプライチェーン全体の縦の最適化と、地政学的な意味
での横の最適化に加え、技術力や競争力といった戦略的要素を加味した複眼的思考が欠かせな
い。個々の企業は当面の危機に迅速対応し、業績回復に全力投入する必要がある。一方サプラ
イチェーンのあらゆる段階のプレーヤーが知恵を絞り、最適解を見つけ出す必要がありそうだ。

2222 東洋紡東洋紡東洋紡東洋紡・・・・・・・・・・・・包装用包装用包装用包装用フィルムフィルムフィルムフィルム生産再編生産再編生産再編生産再編　　　　１４１４１４１４年年年年めどめどめどめど　　　　犬山犬山犬山犬山ににににＯＰＰＯＰＰＯＰＰＯＰＰ新設新設新設新設、、、、既存設備一部廃棄既存設備一部廃棄既存設備一部廃棄既存設備一部廃棄
　東洋紡は、包装用フィルムの生産体制の再編に乗り出す。犬山工場（愛知県犬山市）に二軸
延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムの製造設備を新設する。国内で最大規模となる年３万
トン超能力規模で最終調整に入っている。投資額は５０億円見通しで、来年６月までに正式決
定する予定。２０１４年の稼働を目指す。親切に合わせて既存設備の一部を廃棄する方針で、
総生産能力は現状の約６万トンから大きくは増えないという。
　食品包装に多く用いるＯＰＰフィルムは国内で安定した需要が見込まれる一方、業界では設
備の更新時期が迫っており、収益力強化が課題になっている。同社の新増設が実現すれば業界
では約１０年ぶりとなる見通しで、競合メーカーが追随する可能性もある。

2222 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工・・・・・・・・大分大分大分大分ででででエチレンエチレンエチレンエチレン減産減産減産減産、、、、誘導品誘導品誘導品誘導品のののの海外市況下落海外市況下落海外市況下落海外市況下落でででで、、、、稼働率稼働率稼働率稼働率８５８５８５８５％％％％にににに
　昭和電工は、大分コンビナート（大分県）でのエチレン装置の稼働率を８５％に引き下げた。
誘導品で海外市況の下落が続いているためで、９０％台前半での稼働から減産に踏み切った。
２０１２年２月の旧正月明けまでは８０％台で稼働の稼働を余儀なくされる公算が大きそうだ。
　同社は、大型石油化学プラントの完工・稼働が少ない１２年から１３年にかけて需給が締ま
ってくるとみている。それにともない市況も徐々に健全化してくると見込んでおり、旧正月明
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けの需給動向をみながら稼働を調整していく方針。

10101010 プラプラプラプラ推進協推進協推進協推進協・・・・・・・・・・・・容容容容リリリリ法改正法改正法改正法改正へへへへ提言提言提言提言、、、、自治体自治体自治体自治体のののの収集有料化収集有料化収集有料化収集有料化まどまどまどまど
　プラスチック包装リサイクル推進協議会は、容器包装リサイクル法の改正に向け、自治体の
収集有料化やマテリアルリサイクル（ＭＲ）優先の撤廃など８項目にわたる提言をまとめた。
再商品化コストの高止まりが指摘される「その他プラスチック容器包装」などの課題を整理し、
容器包装リサイクル制度のあり方についての考え方を示したもの。
　関係する各主体の連携を強化し、一層の排出抑制に取り組むとともに、効率的な回収・リサ
イクルの仕組みの構築を求めている。
　容リ法は２０１３年度の見直しが閣議決定しており、来年から本格的な議論が始まる。関係
する各主体が制度のあり方についての提言を出すなど、法改正に向けた動きが活発化している。
　提言は、現行法におけるＭＲ優先の撤廃を強調。制度全体の効率化に向けケミカルリサイク
ル、サーマルリサイクルとのベストミックスにより適切に運用していくことを求める。
　その他プラの再商品化コストは１トン当たり約６万円。ＭＲのコストが高いため、スチール
缶、アルミ缶などに比べコストが下がっていない。ＭＲは効率的な回収システムの確立など、
条件が整っている容器包装でのみ行うべきだとしている。また自治体による再商品化手法の選
択制度導入も有効であるとの指摘。情報が不足しているとされる再商品化製品の最終的な用途
や利用状況の透明化、分別収集法の効率化や自治体費用の透明化が重要だとしている。
　現行法における市民、自治体、事業者の役割分担は効果的に機能していることから、その堅
持を求める。容器包装廃棄物の発生抑制に効果のある自治体の収集有料化も提案している。
関連する廃棄物処理法との整合性を考慮し、自主的な回収・リサイクルを推進するための法整
備が必要だとしている。

■容リ法改正に向けた提言■
☆市民・自治体・事業者の役割分担の堅持
☆自治体による容器包装廃棄物の収集有料化
☆自主的回収リサイクル実施に向けた関連法の整理
☆マテリアルリサイクル優先の撤廃および再商品化手法の適切な運用
☆再商品化製品の最終的な用途、利用状況などの一層の透明化
☆分別収集・選別保管など自治体費用の透明化
☆容リ法対象品目の見直し（サービス提供に用いる容器包装など）

11111111 ７７７７－－－－９９９９月期月期月期月期　ＧＤＰ　ＧＤＰ　ＧＤＰ　ＧＤＰ改定値改定値改定値改定値・・・・・・・・・・・・年年年年５５５５．．．．６６６６％％％％増増増増にににに下方修正下方修正下方修正下方修正、、、、設備投資設備投資設備投資設備投資　　　　マイナスマイナスマイナスマイナスにににに
　内閣府が９日発表した７－９月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整済）改定値は、物価変動
の影響を除いた実質で前期比１．４％増、年率換算５．６％増と、１１月公表の速報値（前期
比１．５％増、年率換算６．０％増）からやや下方修正された。
　財務省が今月２日に公表した法人企業統計を加味した結果、設備投資が大幅に修正されたた
めだ。また、個人消費は０．７％増（速報値１．０％増）に下方修正された。
　物価変動を反映し、生活実感に近い名目ＧＤＰは前期比１．２％増（同１．４％増）、年率
５．０％増（同５．６％増）となった。

11111111 １１１１１１１１月度月度月度月度ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ・・・・・・・・・・・・政府見通政府見通政府見通政府見通しししし達成困難達成困難達成困難達成困難にににに
　今年８月に策定した２０１１年度実質ＧＤＰ（国内総生産）の政府見通し（前年度比０．５
％増）の達成が９日、困難になった。同日発表のＧＤＰ統計結果と、秋以降の経済成長鈍化で
ほぼ確定した。政府は１２年度成長率も盛り込む年末の経済見通しで、１１年度の成長率を０
％近辺に下方修正することになりそうだ。
　内閣府によると、今年度の見通し達成には、１０月以降の残り２四半期の実質成長率が、７
－９月期と同じ前期比１．４％（年率５．６％）となる必要がある。
東日本大震災による経済の落ち込みの反動で７－９月期は高い伸びとなったが、秋以降は円高
や海外経済原則を受けて輸出の落ち込みなどで、高成長を期待できそうにない。
　古川元久経済財政担当大臣は記者会見で、「厳しい数字が出ていることは認識している」と、
見通し達成が困難となったことを認めた。

12121212 中国中国中国中国ののののオレフィンオレフィンオレフィンオレフィン生産能力生産能力生産能力生産能力・・・・・・・・・・・・１５１５１５１５年年年年までにまでにまでにまでに２０００２０００２０００２０００万万万万トントントントン増増増増、ＭＴＯ、ＭＴＯ、ＭＴＯ、ＭＴＯややややＰＤＨＰＤＨＰＤＨＰＤＨがががが存在感存在感存在感存在感
　中国のオレフィン生産能力が中期的に拡大基調を継く見通しとなっている。２０１５年まで
の第１２次５カ年計画期間中の特徴は、ナフサクラッカーに加えてメタノールからオレフィン
生産（ＭＴＯ）および、プロパン脱水素（ＰＤＨ）によるプロピレン生産の存在感が大きく高
まる点にある。石炭からのオレフィン生産（ＣＴＯ）では国家モデルプロジェクトが稼働入り
しているほか、メタノールを外部調達するＭＴＯは計画が目白押し。ＰＤＨも１１月、煙台万
華が同６０万トン新設を決めるなど各地でプロジェクトが進む。ＭＴＯ、ＰＤＨを含め１５年
までに中国のオレフィン生産能力は「２０００万トン前後増える」（日系商社）と見られてい
る。

12121212 東東東東レレレレ・・・・インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアでででで新事業続新事業続新事業続新事業続々、々、々、々、エンプラコンパウンドエンプラコンパウンドエンプラコンパウンドエンプラコンパウンド、、、、環境関連環境関連環境関連環境関連１３１３１３１３年年年年までにまでにまでにまでに投資判断投資判断投資判断投資判断
　東レは、インドネシアで新規事業を相次ぎ立ち上げる。既にポリプロピレン（ＰＰ）スパン
ポンドを新たに企業化することを決めているが、これに続きエンプラコンパウンド、水処理・
環境関連、繊維縫製、自動車エアバッグ用繊維製品などを有力候補に検討しており、２０１３
年までに判断す積極投資していく構え。これにより、三井化学きょび三井物産とのポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）樹脂合弁を除き、現状で約５００億円の事業規模を「２０年まで
に２倍の１０００億円まで引き上げたい」（大河原秀康トーレ・インダストリーズ・インドネ
シア代表）意向だ。



　　　　１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（火火火火））））
1111 アジアアジアアジアアジア石化市況石化市況石化市況石化市況　　　　一部一部一部一部にににに底打底打底打底打ちちちち感感感感・・・・・・・・・・・・ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン急反発急反発急反発急反発、ＡＮ、ＡＮ、ＡＮ、ＡＮなどなどなどなど上昇気配上昇気配上昇気配上昇気配
　　　　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軟調続軟調続軟調続軟調続くくくく

　アジアの石油化学製品市況に一部で下げ止まり感が出てきた。域内エチレンセンターの減産
効果が奏功し、複数の製品が反発に転じている。とくに下落が著しかったブタジエンは急反発、
１カ月前の１トン当たり１５００ドル台から同２２００ドル台に回復している。
芳香族、アクリロニトリル（ＡＮ）、スチレンモノマー（ＳＭ）、塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）
等も上昇気配となってきた。ただ、ポリオレフィンはいぜん軟調に推移するなど全面高までに
は至っておらず、実需も総じて弱いまま。市況がこのまま上昇局面に向かうかどうかは予断を
許さない。

1111 ナフサナフサナフサナフサ免税免税免税免税・・・・・・・・実質恒久化実質恒久化実質恒久化実質恒久化がががが実現実現実現実現、、、、税制改正大綱税制改正大綱税制改正大綱税制改正大綱　　　　期限期限期限期限のののの定定定定めなくなるめなくなるめなくなるめなくなる
　政府は１０日未明、２０１２年度税制改正大綱を閣議決定した。化学産業に影響の大きい
石油化学原料ナフサをめぐる問題は、非課税の恒久化は認められなかったものの、免税期限の
定めがなくなり、実質的に恒久化が実現した。石油石炭の原料用途は非課税が国際標準。
しかし、日本では租税特別措置として２年ごとに見直し対象にされ、化学産業は期限延長の為
多大なエネルギーを費やしてきた。本則化は「引き続き検討」とされたが、大きな前進を勝ち
取ったことになる。
　石化協の高橋恭平会長は１０日、「当協会が要望していた原料ナフサ等の本則における非課
税恒久化は認められなかったが、従来２年とされていた石炭税の免税期限の定めが無くなり、
『当分の間』とされたことは実質的に無期限と受け止め、大きな成果が得られたと考える」と
コメントを発表。関連５団体も１２日、動揺の内容の共同声明を発表した。

1111 出光出光出光出光ユニテックユニテックユニテックユニテックとととと興人興人興人興人・・・・・・・・・・・・ナイロンフィルムナイロンフィルムナイロンフィルムナイロンフィルム　　　　新会社設立新会社設立新会社設立新会社設立しししし増産増産増産増産
　出光興産の子会社である出光ユニテックと興人は１２日、ナイロンフィルムの製造会社を設
立したと発表した。約２５億円を投資し、年産４０００トン能力の設備を出光ユニテックの
兵庫工場に新設し、２０１３年４月の稼働開始を目指す。国内外の旺盛な需要に対応すること
が目的。１２月１日付けで新会社「Ｋ＆Ｉフィルム」を設立した。資本金は２億円で、両社折
半出資。新会社は両社が培ってきたチューブラ延伸技術を融合させた製造設備を新たに導入。
高強度で収縮バランスに優れたナイロンフィルムを製造できるのが特徴で、両社の既存グレー
ドをともに製造できる体制とする。販売、グレード開発は両社がそれぞれ行う。

2222 ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン新規製造新規製造新規製造新規製造プロセスプロセスプロセスプロセス、、、、ナフサナフサナフサナフサ分解依存分解依存分解依存分解依存からからからから脱却脱却脱却脱却・・・・・・・・・・・・ブテンブテンブテンブテン原料原料原料原料にににに脱水素触媒活用脱水素触媒活用脱水素触媒活用脱水素触媒活用
　　　　三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学、、、、旭化成旭化成旭化成旭化成ケミケミケミケミ、、、、三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２年度年度年度年度にもにもにもにも実用化実用化実用化実用化

　ブタジエンの新規製造技術が実用段階に入ってきた。三菱化学、旭化成ケミカルズとも実証
を完了させ、２０１２年度の実用化に向けた検討に入る。三井化学も技術開発は完了しており、
実用化に向けた検討を急いでいる。中期的にも需給バランスのひっ迫が予想されており、ナフ
サクラッカーに依存しない製造法の実用化が急がれている。
　３社が実用化を目指している新規製造プロセスは、ブテンを原料に脱水素触媒を用いてブタ
ジエンを製造するもの。３社はそれぞれ独自の触媒で開発を進めていた。ブテンは粗Ｃ４留分
からブタジエンを抽出後のラフィネートのほか、石油精製の流動接触分解（ＦＣＣ）プロセス
からも得られ、現状では燃料や再びナフサ分解原料などに用いられている。ブタジエン原料に
用いることが出来れば付加価値を高めることが出来る。

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・・・・・・・・・・・・包装用高機能包装用高機能包装用高機能包装用高機能フィルムフィルムフィルムフィルム　　　　アジアアジアアジアアジア市場開拓市場開拓市場開拓市場開拓、、、、まずまずまずまず輸出輸出輸出輸出でででで浸透図浸透図浸透図浸透図るるるる
　三井化学東セロは、産業用フィルムに続き、包装用の高機能フィルムでもアジア市場開拓に
乗り出す。バリアフィルム、レトルト食品向けシーラントフィルム、イージーオープンフィル
ムなど、国内で強みを持つ高機能フィルムについて、輸出ベースでアジア市場への浸透を図る。
　海外マーケテイング体制を強化していくほか、将来は現地生産拠点の設置も検討していく。

10101010 ＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰ１７１７１７１７・・・・・・・・・・・・「「「「ダーバンダーバンダーバンダーバン合意合意合意合意」」」」採択採択採択採択しししし閉幕閉幕閉幕閉幕、、、、次期枠組次期枠組次期枠組次期枠組みにみにみにみに道筋道筋道筋道筋　　　　１５１５１５１５年年年年までにまでにまでにまでに決定決定決定決定へへへへ
　　　　産業界産業界産業界産業界もももも成果成果成果成果をををを評価評価評価評価

　南アフリカ・ダーバンで先月２８日から開催されていた気候変動枠組み条約第１７回締結国
会議（ＣＯＰ１７）は、「ダーバン合意」を採択して１１日に閉幕した。ポスト京都議定書を
めぐる交渉が最終盤まで難航、協議は迷走を重ねて会期を２日間延長する異例の展開を見せた
が、最終的には次期枠組み合意への道筋が開かれた。
　日本政府代表は、細野豪志環境大臣が閉幕前に帰国したが、京都議定書に反対する姿勢を最
後まで貫徹した。産業界からは、会議の成果を評価するコメントが相次いだ。
　今回の成果について、経団連の米倉弘昌会長は「日本政府が京都議定書延長論にくみせず、
地球温暖化対策の重要性の観点から積極的に交渉に参加したことは高く評価する」との談話を
発表、日本化学工業協会の藤吉建二会長、日本鉄鋼連盟の林田英治会長らも同様のコメントを
発表した。

１２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（水水水水））））
1111 中国中国中国中国、、、、化学品不調長期化化学品不調長期化化学品不調長期化化学品不調長期化もももも・・・・・・・・金融引金融引金融引金融引きききき締締締締めめめめ、、、、輸出父子温響輸出父子温響輸出父子温響輸出父子温響くくくく　　　　回復回復回復回復はははは１２１２１２１２年後半年後半年後半年後半かかかか

　中国化学品市場の不透明感が一段と強まってきた。エチレン生産量は８月以降、３カ月連続
で前年を割り込み、合成繊維原料は春をピークに市況が弱含みで推移し好転材料が見当たらな
い。春先まで好調だった太陽電池は、最大市場の欧州の債務危機の影響で光明を見いだせない。
輸出市場は欧米経済の不振が響き冴えないままで、金融引き締めにともなう需要の不調は長引
くことが予想される。化学品について「中国市場関係者は軒並み２０１２年前半は悪そうとみ
ている」（日系商社）。回復は後半にづれ込みそうだ。



　中央政府はインフレ抑制を目指して昨年１１月の月２回を皮切りに今年６月まで毎月、預金
準備率の０．５％引き下げを実施した。これにより中小をはじめ企業活動に大きな影響が出た。
消費者物価指数が鎮静化するなか、人民銀行は５日、ほぼ３年ぶりとなる準備率引き下げを行
っている。１２年末にかけて数回の引き下げが行われるとの見方が多い。
　一方、中国事業を展開する日系家が気う関連企業にとっては、中国の輸出市場も重要。
月次輸出額の伸び率は４月以降、前年を下回り、伸び率は１１月まで３カ月連続で鈍化してい
る。商務部では人件費や人民元相場をはじめ総合的コストが上昇する中、１２年の欧米向け輸
出は好転が期待できないと分析
している。また、１１月の自動
車生産・販売量が前年同月比マ
イナス。通年では若干プラスが
見込まれるが、過去２年の急成
長とのギャップは大きい。
　近年国内総生産（ＧＤＰ）を
牽引する内陸経済だが、主体は
社会基盤整備で、化学品の需要
拡大に直結しにくい。

2222 エクソンモービルエクソンモービルエクソンモービルエクソンモービル２０４０２０４０２０４０２０４０年見通年見通年見通年見通しししし・・・・・・・・世界世界世界世界エネエネエネエネ需要需要需要需要、、、、３０３０３０３０年年年年でででで３３３３割増割増割増割増、、、、非在来型非在来型非在来型非在来型ガスガスガスガス急拡大急拡大急拡大急拡大
　エクソンモービルは、世界的な投資決定の指針とする２０４０年のエネルギー見通しを公表
した。世界のエネルギー需要が４０年までの今後３０年３割増となるなか、最も伸びるのは６
割増となる天然ガス。炭酸ガスの排出量の少なさから発電用などで需要を拡大し、石炭に代わ
り石油に続く第２のエネルギー源となる。なかでもシェールガスなど非在来型の伸びが大きく、
増加分の４分の３ほどを担い、天然ガス需要に占める割合は１０年実績の１割から３割に上昇
する。一方、再生可能エネルギーの需要は２倍に拡大するが、全体の伸びのなかで構成比は
１０年比３ポイント増の１５％。
　この結果、化石燃料の割合は７８％と４０年においても一次エネルギーの大半を占めるが、
炭酸ガス排出量は３０年ごろに１０年比２割増となった時点からは横ばいで推移するとみる。
　天然ガスへの集中に加え、ハイブイリッド自動車の普及などによるエネルギー効率の向上を
織り込んだもので、中国でも２５年ごろから排出量は減少に転じると予想している。

2222 ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡ・・・・世界世界世界世界エネルギーアウトルックエネルギーアウトルックエネルギーアウトルックエネルギーアウトルック最新版最新版最新版最新版からからからから
　　　　温暖化温暖化温暖化温暖化ガスガスガスガス排出削減排出削減排出削減排出削減・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本のののの効率的技術効率的技術効率的技術効率的技術のののの出番出番出番出番、、、、最大消費地最大消費地最大消費地最大消費地・・・・中国中国中国中国でででで活用活用活用活用のののの動動動動きききき　　　　
　　　　　　　　““““忘忘忘忘れれれれ去去去去られたられたられたられた燃料燃料燃料燃料””””石炭石炭石炭石炭にににに注目注目注目注目をををを

　石炭への関心が高まっている。これまで原油の高騰や再生可能エネルギー開発への活発な投
資の影に隠れがちだったが、ＩＥＡは、この“忘れ去られた燃料”への注目を喚起した。背景
には原子力利用の後退による存在感の向上があり、最大の消費国である中国では、日本の効率
的な石炭利用技術を活用する動きが広がりを見せている。
　石炭は化石燃料のなかで温暖化ガスの排出量が最も多い。ＩＥＡでも、「石炭利用の将来像
は高効率発電所と二酸化炭素の回収・貯蔵技術（ＣＣＳ）の普及にかかっている」と、環境問
題を大きな障害に挙げている。
　こしたなか、橘川武郎一橋大学大学院教授は「石炭を最も効率的に利用している日本の技術
を海外に適用すれば、温暖化ガスの排出量をい相当減らせる」と、この問題に対する日本の役
割を強調する。「最も効率的な石炭火力なら、世界で１３億トンの温暖化ガスを削減できる。
鳩山元首相の掲げた２５％削減は３億２０００万トン。国内では無理だが、海外でなら十分に
可能だ」。
　中国では、総発電容量の約７割を石炭火力で賄っているものの、大半は発電所は赤字体質で、
効率改善に向けた積極的な投資ができない状況にある。こうしたなか中国で１１月に開催され
た「日中省エネルギー・環境総合フォーラム」において、石炭エネルギーセンター（ＪＣＯ
ＡＬ）が中国電力企業連合と「中国石炭火力発電所の効率向上及び環境改善に関する協議書」
を締結。同時に５大電力集団傘下の西安熱工研究院有限公司と、石炭火力発電所の効率改善に
関するＥＳＣＯ事業で協力することで合意した。具体的な成果が期待される。

10101010 環境省環境省環境省環境省がががが１０１０１０１０年度速報値年度速報値年度速報値年度速報値　ＧＨＧ　ＧＨＧ　ＧＨＧ　ＧＨＧ排出量排出量排出量排出量４４４４％％％％増増増増にににに・・・・・・・・・・・・景気回復景気回復景気回復景気回復でででで産業部門産業部門産業部門産業部門８８８８．．．．５５５５％％％％増増増増
　環境省は、２０１０年度の国内の温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量（速報値）をまとめた。
総排出量はＣＯ２換算で１２億５６００万トン（前年度比３．９％増）。リーマンショック後
の景気回復により産業部門からの排出量が増えたこと、猛暑・厳冬により電力消費が増加した
ことなどが要因。京都議定書の基準年である９０年度比では０．４％減だった。

10101010 再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ　　　　早期導入早期導入早期導入早期導入へへへへ税制優遇税制優遇税制優遇税制優遇・・・・・・・・・・・・政府政府政府政府、、、、企業企業企業企業のののの投資負担軽減投資負担軽減投資負担軽減投資負担軽減
　資府は、再生可能エネルギ―の早期導入に向け税制の優遇措置を講じる。企業の初期投資
負担を軽減することが目的。グリーン投資減税の対象設備である太陽光発電、風力発電に限定
して初年度に全額償却できるようにする。グリーン投資減税は今年６月３０日から２０１４年
３月末までに取得した再生可能エネルギー、ＣＯ２排出抑制設備、省エネ設備などを対象に、
基準取得価額の３０％を特別焼却できる仕組み。全量買い取り制度の認定を受けた一定規模以
上の設備で、１２年４月１日から１３年３月末までに電力の買い取りを始めることが条件。

10101010 エネエネエネエネ基本計画見直基本計画見直基本計画見直基本計画見直しししし・・・・・・・・・・・・総合総合総合総合エネエネエネエネ調調調調、、、、論点整理案論点整理案論点整理案論点整理案をををを了承了承了承了承、、、、年明年明年明年明けからけからけからけからテーマテーマテーマテーマ別議論別議論別議論別議論
　総合資源エネルギー調査基本問題委員会は１２日、経産省が示したエネルギー基本計画見直
しの論点整理案を大筋で了承した。原発の依存度低減に関する部分では委員から異論もでたが、
意見の対立点を明記するなど修正を加え、政府のエネルギー・環境会議に報告する。
　年明けからテーマ別の集中討議を開始し、３月にエネルギーミックスの選択肢を示す。



　論点整理案は、需要サイドを重視する視点が加えられ、省エネ・節電対策の推進、再生可能
エネルギーの導入促進、化石燃料の有効利用などを盛り込んだ。テーマ毎に議論を掘り下げて
いくため、今後は月２回程度委員会を開催する。

12121212 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・ＥＶＡＥＶＡＥＶＡＥＶＡ新新新新プラントプラントプラントプラント数数数数カカカカ月内月内月内月内にににに最終決定最終決定最終決定最終決定、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールでででで１５１５１５１５年稼働年稼働年稼働年稼働
　　　　太陽電池封止材向太陽電池封止材向太陽電池封止材向太陽電池封止材向けけけけ狙狙狙狙うううう

　住友化学は、シンガポールで具体化を進めるエチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）の新
プラント計画に関して、向こう数カ月で最終決定する見通しとなった。稼働時期は２０１５年
内を想定。生産能力は当初の計画通り、年１５万トン規模を見込む。新設備の設置にあたり、
同国ジェロン島・メルバウ地区で土地の埋め立てを行う計画で、太陽電池向け封止材用途で
中期的に底堅い需要に対応する。
　ＥＶＡの新プラントはＬＤＰＥとの併産可能な設備を導入する計画だが、原則はＥＶＡを選
択的に生産する方針。同地区では、１３年第４四半期に稼働を予定している溶液重合スチレン
・ブタジエンゴムの新プラントも建設する予定。

12121212 中国中国中国中国のののの１１１１１１１１月消費者物価指数月消費者物価指数月消費者物価指数月消費者物価指数・・・・・・・・・・・・４４４４．．．．２２２２％％％％上昇上昇上昇上昇、、、、１４１４１４１４かかかか月振月振月振月振りのりのりのりの低水準低水準低水準低水準
　中国国家統計局は、１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比４．２％上昇したと発
表した。４カ月連続の鈍化で、１０月（５．５％上昇）を大幅に下回り、１年２カ月振りの低
水準。前月比では０．２％低下と、インフレ圧力の緩和が鮮明になった。
　欧州債務危機や国内消費・投資の鈍化など、内外の経済情勢に不透明感が強まるまか、中国
人民銀行（中央銀行）は先月末、３年ぶりの預金準備率引き下げを発表した。金融緩和の第一
歩を踏み出した。今週１２日からは来年の経済方針を協議する中央経済工作会議が開幕する予
定で、金融緩和を正式に打ち出すかどうか、注目されている。

　　　　１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（木木木木））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　先週末から世界の耳目を集めたのは、ＥＵ首脳会議と地球温暖化防止の枠組みを決める
ＣＯＰ１７だったが、いずれも抜本的には程遠かった。▼今や欧州ソブリン危機は世界経済の
最大のリスクと認識され、主要中央銀行は、欧州金融機関のドル資金借入れ支援を決めた。こ
れは「時間を買う政策」（白川日銀総裁）という緊急避難措置だが、これを受けた首脳会議は
ユーロ圏全体で信用を補完するユーロ共通債導入を見送った▼１９４カ国が参加したＣＯＰ１７
は会期を延長し温暖化対策の新枠組みで合意した。当面、京都議定書を延長し、新ルールを２
０２０年に発効させる内容だ。「歴史的な成果」と評価したが、より先鋭となった各国間の対
立を考えると、ＣＯＰ１８で実効ある対策は容易でなさそうだ▼国内では１２年度税制改正が
精力的に進められた。自動車重量税の負担軽減、ナフサ免税の実質恒久化などは評価したいが、
影の主役は消費税だった。１０年台半ばに税率１０％に向けた議論が継続中で、着地点は見え
ない▼欧州以上に深刻な日本の財政では消費税の増税は避けられないにしても、選挙がブレー
キをかけら。時間と手間が必要な民主主義と国連の全会一致原則。この呪縛をどう解くか、解
決へ向けた模索が世界中で続く

2222 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・津波被災地津波被災地津波被災地津波被災地でででで綿栽培支援綿栽培支援綿栽培支援綿栽培支援
　住友化学は１４日、東日本大震災による津波のために稲作が困難になった農地で被災農家が
綿を栽培し、紡績から商品化・販売を参加各社で共同で行う「東北コットンプロジェクト」に
協賛企業として参加すると発表した。同プロジェクトは津波により塩害を受けた農地で、耐塩
性の高い綿を栽培し農業の早期再開、雇用創出につなげることで、継続的に被災地を支援する
取り組み。被災農家、紡績やアパレル企業が一体となり、栽培から収穫まで行うとともに、収
穫した綿を使った製品は「東北コットンプロジェクト」ブランドとして販売する。
　住友化学は米国などで綿花栽培向け各種薬剤を提供し、国内では安全安心で効率的な農業生
産を総合的に支援するトータルソリューションプロバイダビジネスを展開しており、今回の
プロジェクトでは、綿花栽培に関する病害虫・雑草防除を提案するとともに、必要に応じて農
薬登録も取得して活動を支援する。仙台東部地域綿の花生産組合などが発起人となり５０団体
が参加している。

5555 特集特集特集特集・・・・・・・・・・・・世界掛世界掛世界掛世界掛けるけるけるける次世代次世代次世代次世代ののののビジネスビジネスビジネスビジネス創造創造創造創造　　　　中部中部中部中部・・・・北陸化学産業北陸化学産業北陸化学産業北陸化学産業　　　　
　　　　コダマコダマコダマコダマ樹脂工業樹脂工業樹脂工業樹脂工業・・・・・・・・・・・・多層多層多層多層ブローブローブローブロー成形成形成形成形でででで新技術新技術新技術新技術、、、、ガラスガラスガラスガラス並並並並みのみのみのみのガスバリアガスバリアガスバリアガスバリア性性性性

　大型ブロー成形品の国内最大手であるコダマ樹脂工業は、経産省の「戦略的基盤技術高度化
支援事業」（２００９年度）に採択された次世代多層ブロー成形技術の確立に成功、同技術を
使ってガラス容器並みのガスバリア性、遮光性を実現した樹脂製容器を開発した。
　とくにガスバリア性能は、酸素だけでなく溶剤なども遮断する能力を有する。レジスト関連
の保管に最適で、エレクトロニクス業界向けに年内にサンプル出荷を開始する。早期の量産を
目指して来期から生産体制の構築に着手する方針。
　児玉栄一社長は「日本の技術がまだ、世界の水準の先端を走っていることが裏付けられた」
と自信をのぞかせ「この技術によって多層ブロー成形工程の省エネ対応や低コスト化も可能に
なる。グローバル市場での容器の競争力アップにつなげたい」と意気込む。
　開発品は世界初の６層構造で、ポリエチレンなど６種の樹脂を採用した。多層成形品の量産
では装置の大型化などが課題となっているが、同社は今回の支援事業による研究で「装置の大
幅な小型化と高精度化に成功」（児玉社長）。６層６樹脂構成品を実用的なコストで生産可能
にした。
　同社は大型ブロー成形品では国内シェア７５％を占めており、業界では世界で唯一、クラス
１００の清浄度の環境下での成形が出来るラインを備えている。また、環境対応の施策にも
積極的に取り組んでおり、今年９月には樹脂容器業界で初めて、カーボンフットプリント（Ｃ
ＦＰ）マークの認証を取得した。



10101010 凸版印刷凸版印刷凸版印刷凸版印刷・・・・・・・・・・・・ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ評価支援評価支援評価支援評価支援サービスサービスサービスサービス提供開始提供開始提供開始提供開始、、、、ウオーターフットプリントウオーターフットプリントウオーターフットプリントウオーターフットプリント活用活用活用活用
　　　　パッケージパッケージパッケージパッケージ関連分野関連分野関連分野関連分野でででで初初初初

　凸版印刷は１４日、パッケージ関連分野では国内初となる、事業活動に伴う水資源への負荷
を定量化する手法「ウオーターフットプリント」を活用したライフサイクルアセスメント（Ｌ
ＣＡ）評価支援サービスを、１２月中旬から本格的に開始すると発表した。同社パッケージ製
品の顧客を対象に、製品の原料調達から生産、使用、リサイクルにいたるライフサイクル全体
の環境負荷を定量化し、環境負荷の小さい製品開発などを提言する。ＣＯ２や大気汚染物質に
加え、水資源への負荷も定量化することで、より包括的なＬＣＡサービスを提供できる。
　同社は持続可能な水利用を検討するため、東京都市大学の伊坪徳宏准教授の協力を得て自社
製品のウオーターフットプリントを算出。使用段階で水資源への負荷を提言できる製品の開発
などに活用している。

12121212 インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・・・・・・・・・自動車自動車自動車自動車メーカーメーカーメーカーメーカーのののの増産増産増産増産、、、、進出相次進出相次進出相次進出相次ぐぐぐぐ、、、、１５１５１５１５年年年年にもにもにもにも１４０１４０１４０１４０万台生産万台生産万台生産万台生産
　　　　材料材料材料材料・・・・素材素材素材素材のののの集積集積集積集積がががが課題課題課題課題

　インドネシアで自動車メーカーの増産投資・新規進出が加速している。トヨタ自動車、ダイ
ハツ、日産、スズキなど既存メーカーが生産能力増強に動くほか、ＧＭ、フォルクスワーゲン、
タタ、吉利自動車などが新規進出を計画。２０１５年には国内生産台数が昨年の約２倍に相当
する１４０万台まで達する可能性が出てきた。部品などサプライヤー各社の進出も相次いでお
り、昨年以降４０社余りに上る。ただ、サプライヤー数は域内最大基地であるタイの１５％程
度に止まり、材料・素材など３次サプライヤーの進出・現地生産が今後の大きな課題となりそ
うだ。

　　　　１２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金））））
1111 空洞化阻止空洞化阻止空洞化阻止空洞化阻止へへへへ環境整備環境整備環境整備環境整備をををを・・・・・・・・・・・・石化協石化協石化協石化協、、、、政府政府政府政府にににに要望書提出要望書提出要望書提出要望書提出
　　　　研究設備研究設備研究設備研究設備のののの手続手続手続手続きききき簡素化簡素化簡素化簡素化　　　　　　　　電力直接供給電力直接供給電力直接供給電力直接供給のののの規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和　　　　　　　　コンビナートコンビナートコンビナートコンビナートＬＬＰＬＬＰＬＬＰＬＬＰ改善改善改善改善

　石油化学工業協会は、石化産業の環境整備に向け各種の規制緩和などを内容とする要望書を
まとめた。政府の「新成長戦略」に基づく石化ビジョンのアクションプランとして具体化した
もので、石化産業の空洞化を阻止するために持続成長が可能な環境整備が重要としている。
　要望は研究設備設置に関する手続き簡素化、自己託送制度の利用条件など電力直接供給の規
制緩和、コンビナートにおける企業連携として有望な有限責任事業組合（ＬＬＰ）改善など５
項目を挙げている。

1111 エコプロダクツエコプロダクツエコプロダクツエコプロダクツ日化協日化協日化協日化協がががが初出展初出展初出展初出展
　日本化学工業協会は、東京ビッグサイトで開催中の「エコプロダクツ２０１１」に初出典、
化学製品のエコへの貢献、地球温暖化への取り組みなどを紹介している。視察に訪れた藤吉建
二会長（三井化学会長）は、「子どもたちはエコへの感度が高い。実験体験などを通じ“化学
ってすごい”ことをもっと知って欲しい」と語った。

2222 １１１１１１１１月月月月エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１％％％％減減減減のののの５５５５５５５５．．．．７７７７万万万万トントントントンにににに　　　　通年通年通年通年でででで前年割前年割前年割前年割れのれのれのれの可能性可能性可能性可能性　　　　　　　　
　石油化学工業協会がまとめた１１月のエチレン生産量は、前年同月比１１％減の５５万６５
００トンとなった。稼働率は前月８７．７％よりも３．３ポイント低下し８４．４％で減産基
調が一段と浮き彫りになった。この結果、１－１１月でみると、エチレン累計生産量は６１６　
万５８００トンと前年同期比３％減の状況。通年で昨年実績を下回る可能性も高い。
　１１月の汎用樹脂出荷は、揃ってマイナスとなった。

【１１月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、増減％）

【１１月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、増減％）

2222 ＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣ・・・・・・・・・・・・現行生産水準現行生産水準現行生産水準現行生産水準をををを追認追認追認追認　　　　イラクイラクイラクイラク含含含含めめめめ上限上限上限上限３０００３０００３０００３０００万万万万バレルバレルバレルバレルにににに
　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は１４日、ウイーンの本部で総会を開き、イラクを含む１２カ
国の原油生産の上限を現行生産水準とほぼ一致する日量３０００万バレルにすることで合意し
た。実際の産油量が従来の生産目標を大幅に上回っている状況に加え、需給見通しも踏まえて、
生産目標を調整する必要があると判断した。
　ＯＰＥＣのバドリ事務局長は記者会見で、「日量３０００万バレルの原油生産が上限だ」と
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述べた。従来の生産目標はイラクを除く１１カ国で日量２４８５万バレルだった。

10101010 経団連経団連経団連経団連、、、、１１１１１１１１年度環境自主行動計画年度環境自主行動計画年度環境自主行動計画年度環境自主行動計画フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ結果結果結果結果・・・・・・・・ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量排出量排出量排出量３３３３年連続年連続年連続年連続でででで目標達成目標達成目標達成目標達成
　　　　９０９０９０９０年度比年度比年度比年度比１２１２１２１２．．．．３３３３％％％％減減減減、、、、技術革新技術革新技術革新技術革新、、、、省省省省エネエネエネエネ設備導入設備導入設備導入設備導入などなどなどなど寄与寄与寄与寄与
　経団連は、環境自主行動計画（温暖化対策編）の２０１１年度のフォローアップ結果をまと
めた。参加した産業・エネルギー転換部門３４業種からの１０年度のＣＯ２排出量は４億４３
４７万トンと、基準年の９０年度比で１２．３％減少した。景気回復による生産増にともない
前年度比では５．３％増加したが、３年連続で「９０年度レベル以下」という目標を達成した。
　経団連は、協宇都議定書の第１約束期間である０８～１２年度の平均で、産業・エネルギー
転換部門からのＣＯ２排出量を９０年度レベル以下に抑制する統一目標を掲げる。９０年度の
排出量は５億５８４億トン。最近１０年間でこの数値を上回ったのは０７年度の５億１０６９
億トンだけ。０８年度以降は、クレジット償却分も含めると９０年度比で１０％以上削減され
ている。

12121212 ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡががががエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー見通見通見通見通しししし・・・・・・・・・・・・天然天然天然天然ガスガスガスガス　　　　再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ　　　　中長期的中長期的中長期的中長期的にににに石油石油石油石油からからからからシフトシフトシフトシフト
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）はこのほど、シンガポールで「ワールドエネルギーアウト
ルック２０１１」を発表した。その中で、ＩＥＡチーフエコノミストのファテイー・ビロ博士
は、中長期的に天然ガスや再生可能エネルギーの供給が進み、需要増加分の約３分の２を賄う
としている。一方、モータリゼーションなどにより石油需要も増加するなか、中東・北アフリ
カの産油国における石油開発の上流投資が滞り生産が先細りした場合、３５年には１０年実質
価格ベースで１バレル１２０ドルに達する見通しを明らかにした。
　ＩＥＡの見通しでは、３５年までに世界人口が１７億人増加、経済が年率３．５％で成長し
た場合、中長期的な石油需要は２０１０年の日量８７００万バレルから３５年には日量９９０
０万バレルに増加すると試算。
一方、在来型の原油生産量は２０３５年までに日量６８００万バレルへと小幅減少する見通し
だ。減少分を補うため、現在のＯＰＥＣ諸国における原油生産量の２倍に当たる日量４７００
万バレルの油田開発が必要となる。こうした開発投資には、年間１０００億ドル規模が必要と
している。投資が実現しない場合は、短期的に１バレル当たり１５０ドルまで原油価格の上昇
の可能性も指摘している。
　世界の１次ネルギー需要に占める化石
燃料の生産シェアは１０年の８１％から
３５年には７５％に減少。その中でも、
シェールガス等の非在来型天然ガスが全
体のガス供給を牽引し、３５年までに非
在来型天然ガスは天然ガス総供給量の
４０％まで拡大すると試算している。
　過去１０年にわたり、世界のエネルギ
ー需要の約半数を充足してきたのは石炭
で、ＩＥＡによると現在の各国エネルギ
ー政策が維持された場合、石炭消費量は
３５年までに６５％増加する見通し。ま
た、原油生産の減少を補う施策として、
再生可能エネルギーが俎上に上がってい
る。


