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1111 経済再生導経済再生導経済再生導経済再生導くくくく復興復興復興復興をををを・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・難局打開難局打開難局打開難局打開へへへへイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション　　　　化学化学化学化学のののの「「「「創造力創造力創造力創造力」」」」でででで実現実現実現実現

　欧州のソブリン債危機を引きずりながら新しい年を迎えた。世界経済の牽引役だった中国、
インド等の新興国も欧州不安を背景に昨年末から減速基調にある。財政危機の動静次第では、
負のスパイラルへ転じる可能性がいぜん大きい。
　日本が直面する課題も山積している。３・１１の東日本大震災と東京電力福島第１原子力発
電所の未曾有の事故がもたらした影響ははかり知れない。復旧はようやく“復興”への俯瞰図
づくりに向けた道筋が示されることになるが、旧来の発想を大胆に変えた創造力が不可欠とな
る。今年３月の発足が見込まれる「スーパー司令塔」としての復興庁の役割は大きい。
　見通せないデフレ経済、積み上がる政府債務、税と社会保障の一体改革など最早、先送りが
できない難題に超円高という難局が加わった日本経済の危機は深い。とりわけ超円高は産業空
洞化という経済基盤の構造変化をもたらすことになるが、それをとどめる処方箋はないままだ。
　しかし、「復興」は大震災からの復興にとどまらず、日本経済の復興・再生という視点が欠
かせない。ＴＰＰに代表される高いレベルの経済連携、原発事故を機に再構築を求められてい
るエネルギー・環境政策の構築は喫緊の課題となる。
　こうした大きな転換期に、化学技術・産業に求められている役割はかつてなく大きく、重い。
成長戦略で指摘された環境、再生可能エネルギー、安心・安全、健康・医療そして食糧など「
イノベーション」のキーワードは、化学技術・産業の革新そして成長戦略と共鳴し合うからだ。
日本の化学産業はここで問題解決型のイノベーションモデルを開発、国内はもとよりグローバ
ル発信していく必要がある。これが日本経済の成長戦略と再生を加速する触媒役として作用す
ることになるはずだ。

6666 石油化学石油化学石油化学石油化学・・・・・・・・・・・・世界市場世界市場世界市場世界市場でででで揺揺揺揺るがぬるがぬるがぬるがぬ競争力競争力競争力競争力をををを　　　　新興国新興国新興国新興国でででで相次相次相次相次ぎぎぎぎ大型大型大型大型プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
　　　　稼働入稼働入稼働入稼働入りりりり：：：：最新技術最新技術最新技術最新技術ででででコストコストコストコスト優位性追求優位性追求優位性追求優位性追求、、、、誘導品誘導品誘導品誘導品・・・・サービスサービスサービスサービス一環強一環強一環強一環強みみみみ

　化学メーカー各社が新興市場に於いて設備投資を加速している。現地需要の拡大をにらみ、
収益拡大を図るとともに、世界市場での高い競争力を確保するのが目的で、今年以降、各社の
大型設備が相次いで稼働する計画だ。
　三菱化学は２００９年５月、三菱エンジニアリングプラスチック（ＭＥＰ）、中国石化（Ｓ
ＩＮＯＰＥＣ）と、中国におけるビスフェノールＡ（ＢＰＡ）およびポリカーボネート（ＰＣ）
樹脂の製造・販売合弁会社を設立した。北京・燕山でＢＰＡ年間１５万トン、ＰＣ樹脂同６万
トン設備を稼働。ＢＰＡは昨年末から営業運転を開始し、ＰＣ樹脂も今年１月から運転を開始
する予定だ。
　三菱ガス化学もＭＥＰと共同で、上海でＰＣ樹脂設備を立ち上げる。同８万トン能力で今年
春には営業運転に入る予定。
　三井化学は、ＳＩＮＯＰＥＣと共同で中国・上海にフェノール同２５万トン、アセトン同
１５万トンを新設、１３年第２四半期の営業運転開始を計画している。原料からＢＰＡなどの
誘導品までの一貫競争力を持った世界有数のフェノール・アセトンのコンプレックスを実現
する方針だ。
　旭化成ケミカルズは、アクリロニトリル（ＡＮ）で世界トップを目指して生産能力を増強中。
韓国での能力増強同２４万５０００トンは、最新技術を採用することで高い競争力を確保する。
タイの同２０万トンの新設稼働を加えて、世界ナンバーワンのポジションに向けて大きな前進
を図る考えだ。

　　　　最終判断最終判断最終判断最終判断：：：：ラービグラービグラービグラービグ等等等等サウジサウジサウジサウジ目白押目白押目白押目白押しししし、、、、原料原料原料原料のののの安定確保安定確保安定確保安定確保ももももポイントポイントポイントポイント
　住友化学では、サウジアラムコと共同で推進しているラービグ計画の第２期計画の検討を進
めている。エタンクラッカーを増設してエチレン生産能力を増強するとともに、ナフサリフォ
ーマーを新設して得る芳香族原料を用いた誘導品事業が中心となる。低密度ポリエチレン（
ＬＤＰＥ）／エチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）
熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）、メチルメタクリレート（ＭＭＡ）、カプロラクタム（ＣＰ
Ｌ）、ポリオール、キュメン、フェノール／アセトン、アクリル酸、高吸水性樹脂（ＳＡＰ）
ナイロン６樹脂などが生産品目に想定されている。
　旭化成ケミカルズは、アクリロニトリル（ＡＮ）の事業化を検討中。昨年、詳細検討を目的
にＳＡＢＩＣ及び三菱商事と合弁会社を設立し、具体的な準備に入った。年内に投資の最終意
思決定を予定している。プロピレン法を採用した２０万トンプラントを２０１４～１５年に
稼働させることを想定しており、１３年１月稼働開始予定の韓国新系列を含めてグループの生
産能力は１４０万トン規模となり世界トップとなる予定。
　三菱レイヨンは昨年、ＳＡＢＩＣとの間でメチルメタクリレート（ＭＭＡ）モノマー製造の
合弁会社設立を目的とする契約を締結するとこで合意した。三菱レイヨンの子会社の英ルーサ
イトが開発した新エチレン法（アルファ法）と呼ばれる技術を採用する。エチレン、メタノ
ール酸化炭素（ＣＯ）だけを原料としており、収率に優れ副産物の発生も少ない。ＳＡＢIＣの
原料フィードを活用することで、高いコスト競争力が期待できる。

7777 産業用産業用産業用産業用フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・・・・・・・・・中国中国中国中国・・・・アジアアジアアジアアジア中心中心中心中心にににに増設増設増設増設、ＰＥＴ、、ＰＥＴ、、ＰＥＴ、、ＰＥＴ、２２２２次加工次加工次加工次加工もももも計画計画計画計画
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　産業用フィルムは、液晶テレビの大幅な需要減により厳しい状況が続いている。一方で、太
陽電池向バックシート、スマートフォンやタブレットＰＣなどの最終製品の市場がアジアにシ
フトしていることを受け、基材のＰＥＴフィルムメーカー及び２次加工メーカーも海外展開を
強化している。
　ＰＥＴフィルムメーカーでは、三菱樹脂が中国で生産に乗り出す。２０１３年から１５年に
かけて稼働開始する予定。東レは日本、フランスで太陽電池向けグレードの生産を行っている。
数年内に韓国でも生産をスタートし、将来的には中国やマレーシアでも生産体制を整える。帝
人デユポンフィルムは、１２年以降には中国・アジアでの生産開始を予定している。
　２次加工メーカーでは、藤森工業は中国、台湾、アメリカに拠点を設け、海外展開の本格化
を急いでいる。東アジアは情報電子事業で偏光板用保護フィルムのシェア維持・拡大や、
タッチパネル関連製品の展開を進める。リンテックはタイに建設中の粘着フィルム及び剥離紙
の新工場を１２年夏にも操業開始するほか、中国の既存工場でラベル用の粘着フィルム塗工ラ
インの増設計画を進めている。

7777 プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック成型成型成型成型
　　　　円高超円高超円高超円高超ええええ　　　　グローバルグローバルグローバルグローバルなななな成長成長成長成長へへへへ、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的なななな過度期過度期過度期過度期にににに突入突入突入突入・・・・・・・・・・・・新新新新たなたなたなたな牽引役牽引役牽引役牽引役がががが不可欠不可欠不可欠不可欠

　日本を支えてきた製造業が、３０年後、５０年後を見据えてモデルチェンジに取り組む時期
を迎えており、プラスチック加工業も歴史的な過度期を迎えている。とくに自動車及び家電
エレクトリニクス向け部品については、世界をリードしてきた大手需要家を含め、現在のモデ
ルでは国内で事業を継続することさえ難しい状況となっている。需要家の事業環境の悪化は
日本のプラスチック加工メーカーにとって国内市場の消失を意味している。こうした状況を
打開するため、中国、ＡＳＥＡＮ地域、インドなどにおいて、海外生産拠点の拡充を進めてい
る。一方でモデルチェンジを果たすには、基盤となる国内についても新たな成長路線が必要と
なる。少子高齢化を迎える日本において、新たな牽引役となる領域を見定め、新市場を創出す
ることが不可欠となっている。

18181818 環境環境環境環境とととと経済成長経済成長経済成長経済成長のののの両立両立両立両立へたゆみなくへたゆみなくへたゆみなくへたゆみなく・・・・・・・・・・・・リオリオリオリオ・・・・サミットサミットサミットサミットからからからから２０２０２０２０年年年年
　国連人間環境会議がスウエーデン・ストックホルムで開催されたのが１９７２年。以来１０
年ごとに環境と開発を主要テーマに重要な国連会議が開催されてきた。なかでも９２年のブラ
ジル・リオデジャネイロで開催された地球サミットでは、気候変動枠組み条約と生物多様性条
約が採択されたことで知られる。２０２０年をターゲットに各国で取り組みが進められており、
今年はリオ・サミットから２０年目の節目。６月には“リオ＋２０”が各国政府の首脳や産業
界のトップを集めて開催される。

　　　　地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止：：：：将来将来将来将来のののの法的枠組法的枠組法的枠組法的枠組みにみにみにみに道道道道
　昨年１１月開催されたＣＯＰ１７は、交渉が難航したが最終局面で大きな成果をかち得た。
　将来枠組みへの道筋が示されたこと、それまでの期間の取り組みの基礎となる「カンクン合
意」実施のための仕組み整備、そして京都議定書約束期間設定に向けた合意―などである。
　とりわけ、わが国が目指す「すべての主要国が参加する将来の法的枠組み」構築について、
１５年までのなるべく早い時期に合意成果を採択して２０年から発効・実施するという道筋が
合意されたことの意義は大きい。
　国内では、中期目標「９０年比２５％削減」をめぐる論議が熱を帯びる１年になる。再生可
能エネルギー拡大が柱の１つとなるが、短期的には原発依存度の低下と火力の拡大は避けられ
ず、それによるＣＯ２排出増は避けられない。
　産業界は、当面は強いエネルギー制約のもとでの事業活動を余儀なくされる。重要なことは、
世界全体のＣＯ２排出削減に貢献していくことだ。

　ｃ－ＬＣＡ：　ｃ－ＬＣＡ：　ｃ－ＬＣＡ：　ｃ－ＬＣＡ：効果的削減効果的削減効果的削減効果的削減にににに新新新新たなたなたなたな視点視点視点視点
　国際化学工業協会協議会（ＩＣＣＡ）は、０９年にカーボンライフサイクル分析（ｃ－ＬＣ
Ａ）の結果を公表、化学産業が提供する製品を通じてＣＯ２排出削減に大きく貢献しているこ
とを定量的に示した。日本化学工業協会は昨年、この手法ベースに太陽光発電、ＬＥＤ照明、
住宅用断熱材など８事例で国内のｃ－ＬＣＡを実施。排出削減貢献度が１．１トンに達し、
製造段階の２４倍もも削減効果が得られるという評価結果をまとめた。
　こうした結果は、新興国や開発途上国における経済発展の過程で、どのような技術や製品の
普及に重点を置くべきかを指し示すことにもなる。

　　　　２２２２国間国間国間国間オフセットオフセットオフセットオフセット：：：：政府間合意実現政府間合意実現政府間合意実現政府間合意実現へへへへ着着着着々々々々とととと
　世界のＧＨＧ排出量は、新興国の経済成長に連動して増加の勢いを強めている。中国は既に
世界の４分の１を占めるまでになった。他方、わが国の排出量は４％に過ぎない。わが国が、
具体化を目指す２国間オフセットは、相手国政府と合意したプリジェクトを実施し、得られた
排出削減量を政府間合意に基づいて日本の削減量に算入する仕組みである。
　手続きが煩雑で具体化まで時間を要し、対象技術も限定される国連のクリーン開発メカニズ
ム（ＣＤＭ）に比べ、はるかに効率的で実効性も高い。日本企業の優れた省エネ・環境技術を
移転し、相手国の経済発展に貢献しながら日本のＧＨＧ排出削減にも寄与する仕組みであり、
幅広い分野でのプロジェクト具体化が期待される。

　　　　スコープスコープスコープスコープ３３３３がががが正式発行正式発行正式発行正式発行・・・・・・・・・・・・企業企業企業企業のののの環境戦略評価環境戦略評価環境戦略評価環境戦略評価のののの““““標準標準標準標準””””にににに、、、、差別化差別化差別化差別化にもにもにもにも有効有効有効有効ななななツールツールツールツール
　企業がサプライチェーン（ＳＣ）の上流、下流で間接的に排出する温室効果ガス（ＧＨＧ）
を算定・報告するための国際基準「スコープ３スタンダード」。昨年１０月、ＧＨＧプロト
コルによって正式発行された。企業のＳＣ全体で排出されるＧＨＧを「見える化」する仕組み
が整ったことになる。今後は産業セクターごとに、ＧＨＧ排出量算定手法などスコープ３報告
に必要な細則・ツールの作成が進められる。
　スコープ３に対応する起業のメリットは小さくない。効果的なＧＨＧ排出削減ができ、ステ
ークホルダーには差別化された環境戦略をアピールできる。株主や機関投資家が環境経営の実
態を評価しやすくもなる。
　ライフサイクルアセスメントによる製品の環境評価、カーボンフットプリント制度の普及に



より、ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣで環境負荷の小さい製品やサービス、ＳＣを選別する動きが加速す
ることは確実だ。

　　　　化学物質管理化学物質管理化学物質管理化学物質管理：：：：法規制法規制法規制法規制、、、、各国各国各国各国でででで厳格化進厳格化進厳格化進厳格化進むむむむ、、、、情報共有情報共有情報共有情報共有へへへへ国際国際国際国際プログラムプログラムプログラムプログラムもももも
　化学物質管理の分野では、化学物質が人の健康と環境に与える影響を最小化するというＷＳ
ＳＤ合意の達成に向け、１１年も国内外で法規制の強化が相次いだ。わが国では４月に改正化
学物質審査規制法が本格施行され、ＲＥＡＣＨ規則によりリスク管理へという早く舵を切った
ＥＵでは６月に成形品中の高懸念物質（ＳＶＨＣ）の届け出が始まった。中国では新規化学物
質の登録を義務付ける改正新規化学物質環境管理弁法に続き、１２月に改正危険化学品安全管
理条例が施行された。
　化学物質管理は、蒸留の化学産業だけでなくサプライチェーン（ＳＣ）全体の課題である。
含有化学物質の情報をＳＣ全体で管理する情報流通基盤の整備を進めているアーテイクルマネ
ジメント推進協議会（ＪＡＭＰ）は、日化協と協働プロジェクト「ＳＣＲＡＭプロジェクト」
を立ち上げた。ＳＣ全体でリスク評価・管理を適切かつ効率的に行うのに必要な情報伝達と共
有の仕組みの構築を目指していく。

19191919 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・環境環境環境環境リスクリスクリスクリスク対応対応対応対応がががが必須必須必須必須、、、、規制強化規制強化規制強化規制強化でででで企業企業企業企業コストコストコストコスト増増増増もももも
　中国政府は第１２次５カ年計画で環境関連を国家の新たな発展分野と定めた。新エネルギー
関連など新しい産業の発展・集積を目指す一方、さまざまな環境規制強化も都市部を中心に本
格化しており、関係者の多くは「化学品を取り巻く規制や行政当局の動きが今後、急ピッチで
進む」とみており、各社は中国内の環境関連規制へのリスク対応を早急に迫られている。
　上海とその周辺では工場からの排水処理、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）とともに、化学品輸
送関連でも厳密な規制がすでに実施されている。昨年１２月１日に危険化学品安全管理条例を
施行これまで厳格な規制がなかったが、化学品へのＧＨＳ（化学品の分類・表示に関する世界
調和システム）対応のＳＤＳ（安全性データシート）の付与が義務付けられた。新規化学物質
の事前申告を義務化している新化学物質環境管理弁法と並び、すべて中国語での対応が求めら
れている。　英語によるＭＳＤＳ（化学物質等安全データシート）のみならず、中国への化学
品輸出企業にとって中国語での申請、登記、ラベル対応が必要となり、中国における化学品ビ
ジネスにおけるリスクという声も挙がっている。

　　　　１１１１月月月月３３３３日日日日（（（（火火火火））））
1111 化学化学化学化学のののの知見知見知見知見・・・・技術技術技術技術がががが寄与寄与寄与寄与・・・・・・・・・・・・植物工場植物工場植物工場植物工場　　　　世界世界世界世界ををををリードリードリードリード

　化学業界は、「ケミカルは産業の血液」という役割を改めて認識し、この国の再生に全方位
の視点で貢献していかなければならない。被災地、東北の復旧・復興には農業や水産業の再生
が欠かせない。ソーラー発電などの新エネルギーを活用したスマートシテイー建設計画が立ち
上がり、その中に次世代農業のモデルとなる植物工場の創設を盛り込む動きが具体化してきて
いる。植物工場の研究で日本は、今、世界の先端を走っている。国連の予測では、世界の人口
は２１００年の１００億人を超えると言う。植物工場は将来、有力な輸出産業になり得る可能
性をも秘めている。地球規模の食糧危機を救う―。
　ＬＥＤなどの人工光を使って露地野菜を低コスト量産する技術の確立に取り組む大阪府立大
学の植物工場研究センターの内部はクリーンルームを想起させる。工場の床面積は２０００平
方メートル完全人工光型工場としては日本最大規模。コンソーシアムには既に１１５件が参画。
　完全人工光型栽培でいちごの量産に成功した日清紡が昨春、徳島事業所（徳島市）の敷布生
産棟を活用して新設した植物工場。甘味が強く品質のばらつきも少ないと市場では好評で、今
年は工場拡張の計画もあるという。
　農業への本格進出を経営計画の柱の１つに据える産業ガス大手、エア・ウオーターは昨春、
長野・安曇野の３セク経営農園を買収して太陽光活用型の植物工場を新設した。炭酸ガス供給
などの新技術を導入し高品質、高収率のトマト栽培を目指しており、同社のアグリビジネスの
重要な拠点になりそうだ。

　　　　１１１１月月月月５５５５日日日日（（（（木木木木））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　十二支のなかで「龍」は唯一実在しない想像上の動物。中国では王権との関わりの深い神獣
とされ、秦の始皇帝、漢王朝の時代から龍の文様を大切にしてきた▼千葉・佐倉市の国立歴史
民族博物館で開催中の「たつ年の龍」には、龍にちなむ楽器、工芸品、版画などを展示。五本
爪の龍を朝廷の権力の象徴とした元の時代以降、明や清もこの傾向がより顕著になった▼日本
でも江戸時代の凧に龍の意匠が使われたが、天に昇るという意味という。また幕末の侠客の刺
青には龍をあしらったものが多く、勇壮なイメージを想起させることが理由と解説している
▼十二支と十千を組み合わせた十千十二支は６０年で一回りする。今年は壬辰（じんしん・み
ずのえたつ）である。６０年前の１９５２年（昭和２７年）は日米安保条約が発効してポツダ
ム命令がすべて廃止された。一方で血のメーデー、吹田、大須という戦後の３大騒乱が発生す
るなど戦後のきな臭さを残していた▼さらに６０年前の１８９２年（明治２５年）は第２回衆
院総選挙、第２次伊藤博文内閣が発足する一方、アサヒビールの発売、福沢諭吉の支援を受け
た北里柴三郎の伝染病研究所の開設など、まさに“坂の上の曇”を追い求めた時代。混乱も多
かった壬辰の年、果たして日本人は進化したのだろうか。

1111 年頭所感年頭所感年頭所感年頭所感
経済産業大臣経済産業大臣経済産業大臣経済産業大臣　　　　枝野枝野枝野枝野　　　　幸男幸男幸男幸男・・・・・・・・・・・・攻攻攻攻めのめのめのめの政策政策政策政策でででで経済再生経済再生経済再生経済再生

　今年は「守り」ではなく「攻め」の姿勢で臨む一年にしたい。原発事故への対応と大震災か
らの復興、エネルギー政策のゼロベースからの見直し、活力ある経済の再生―に重点的に取り



組む。東電福島第１原発は、いわゆるステップ２は完了し「中長期ロードマップ」に沿って廃
炉に向けた作業が始まる。震災復興に向けては、事業者が被災事業の再建に向けて取り組める
よう資金繰り支援や二重債務問題の解消を重点的に実施する。被災地で新しい事業を生み出す
ことは雇用創出のためにも重要。
　エネルギー政策をゼロベースで見直すことは、「攻め」の政策の柱の１つ。夏ごろまでに新
たな「エネルギー基本計画」を策定する。「攻め」の政策の第２の柱が、①潜在的な内需の堀
起こし②グローバル需要の取り込み③中小企業支援―に重点を置いて経済再生を進める。
　グローバル需要の取り込みに向けては日本が強みを持つインフラ・システムや環境技術・製
品の海外展開を促進する。輸出強化の土台として、主要貿易国・投資相手国との高いレベルの
経済連携が重要だ。ＴＰＰ交渉参加に向けて関係国との協議を進める。日本経済の活力を担う
主役は何と言っても中小企業だ。時代の転換点にあるなか、次代を担う新産業・新事業の芽は
中小企業にこそ存在する。その目を見いだして育てることを「攻め」の経済を作りう上での最
大の課題と位置付ける。

日本化学工業協会会長日本化学工業協会会長日本化学工業協会会長日本化学工業協会会長　　　　藤吉藤吉藤吉藤吉　　　　建二建二建二建二・・・・・・・・・・・・課題克服課題克服課題克服課題克服しししし転換転換転換転換のののの年年年年にににに
　まず、今年は国連で定めた世界エネルギー年であり、エネルギー問題にとって重要な年とな
る。国内では今夏をめどにエネルギー政策の見直しがとり纏められる予定だ。事業環境のイコ
ールフッテイング確保のため、エネルギー関係で不公平な負担を負わされることのないよう
化学産業の貢献を訴えていく必要がある。また、１９９２年の国連開発環境会議（リオサミッ
ト）から２０年が経過し、６月に「リオ＋２０」の国際会議、９月には第３回国際化学物質管
理会議（ＩＣＣＭ－３）が予定されている。化学品管理の面でエポックメーキングの年で、化
学物質の安全確保を積極的に推進することが重要となる。
　今年は社会保障と税の一体改革やＴＰＰ参加交渉など、日本の「覚悟」が問われる年だ。化
学産業がマザーインダストリーとして新しい製品を生み出し、新しい社会を創り出していく年
としたい。

石油化学工業協会会長石油化学工業協会会長石油化学工業協会会長石油化学工業協会会長　　　　高橋高橋高橋高橋　　　　恭平恭平恭平恭平・・・・・・・・・・・・持続的成長持続的成長持続的成長持続的成長へへへへ環境整備環境整備環境整備環境整備
　今年の活動の１点目は保安・安全への取り組みだ。地道な活動の積み重ねであり、技術力を
向上させて確実に実施することが必要だ。２点目は日本の石油化学業界が持続的成長を図るた
めの取り組みだ。グローバル化の流れの中で、業界共通の課題である保安の確保、税制問題に
加えて規制改革をはじめとする事業環境の整備が必要だ。３点目は税制改正、地球温暖化への
取り組みだ。国際的イコールフッテイングの観点から、諸税制改正が着実に実現されていくよ
う取り組んでいく所存だ。４点目はアジア石油化学工業会議（ＡＰＩＣ）だ。昨年は日本開催
で成功を収めた当協会としては、今年のマレーシア大会も成功裏に開催されるよう精力的に取
り組んでいく。

1111 三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学・・・・ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ収益拡大収益拡大収益拡大収益拡大へへへへ新製法新製法新製法新製法　　　　省省省省エネエネエネエネ・・・・省水追求省水追求省水追求省水追求、、、、競争力向上競争力向上競争力向上競争力向上１４１４１４１４年末年末年末年末にもにもにもにも設備稼働設備稼働設備稼働設備稼働
　三菱化学は、環境に配慮した高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）新プロセスを２０１２年中に確
立し、同技術を採用したプラントを早ければ１４年末に稼働させる。省エネ・省水型の最新技
術を採用した世界最高水準の競争力を備えた設備になるとしている。立地は中国、インドとい
った既存拠点のほか、原料が得られる中東などが候補。同社は既存プラントでもコスト競争力
を高める対策を実施中で、インド拠点が１１年度内にフル稼働すれば完了する。既存、新設を
合わせて数百億円規模の収益拡大を見込む。

2222 年頭所感年頭所感年頭所感年頭所感
高原一郎高原一郎高原一郎高原一郎　　　　資源資源資源資源エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー庁長官庁長官庁長官庁長官・・・・・・・・・・・・エネエネエネエネ政策政策政策政策のののの抜本的見直抜本的見直抜本的見直抜本的見直しししし目指目指目指目指すすすす

　当面の対応としては、まず電力供給力の最大限の積み上げを行うとともに、スマートメータ
ーも活用した需要家による省エネ・節電促進を通じ、エネルギー需給の安定に万全を期す。
電力コストについては、省エネ・節電対策の抜本的強化や電力会社の経営効率化などによって
上昇を極力抑制するとともに、電気料金制度・運用を見直すべく徹底的な議論を行う。
定期点検後の原発については、ストレステストなどにより、安全性を検証・確認した上で、地
元自治体との信頼関係を構築することを大前提として再起動を進めていく。
　中長期的には、徹底的な省エネがまず必要と考えている。蓄電池や自家発電などの活用によ
るピークカットや、住宅・建築物の省エネ性能の底上げなど民生部門の省エネ対策の強化など
により、世界最先端の省エネ社会のモデルを構築していく。また、世界的な資源需要の高まり
を踏まえ、資源・燃料の安定供給確保に取り組む必要がある。政府としては今夏をめどに「革
新的エネルギー・環境戦略」を取りまとめる方針になっている。資源エネルギー庁としても、
国民的議論を行い、夏ごろまでには新たな「エネルギー基本計画」を策定し、そこに反映させ
ていく予定だ。

上田隆之上田隆之上田隆之上田隆之　　　　経産省製造産業局長経産省製造産業局長経産省製造産業局長経産省製造産業局長・・・・・・・・・・・・製造業製造業製造業製造業からのからのからのからの日本再生日本再生日本再生日本再生へへへへ３３３３施策施策施策施策
　わが国製造業は、急激な円高、高率の法人税、経済連携の遅れ、労働法制、環境規制という
厳しい事業環境に、東日本大震災を契機とした電力供給不足が加わり、６重苦ともいうべき過
酷な状況にある。経済産業省製造局は３つの施策に重点を置き、製造業からの日本再生を推進
する。
　第１は、国内空洞化を回避するための国内事業環境の整備。国内立地補助を行い、国内投資
を促進して雇用の維持・創出を目指す。第２に、グローバル市場の成長をわが国の経済成長に
取り込むため、更なる海外需要の獲得を目指す。昨今の円高は製造業には苦境だが、海外企業
のＭ＆Ａ促進、海外市場獲得の好機でもある。政府として、海外市場を獲得するためにＪＢＩ
Ｃや産業革新機構への支援を通じて海外Ｍ＆Ａを推進する。第３に、次世代産業の創出・育成。
その１つは、既存産業の活性化による新たなフロンテイア開拓。もう１つは新産業の創出。
創薬・再生医療などのライフイノベーション分野、生活支援や事故対応などのロボット産業、
宇宙関連産業など、わが国の将来の雇用を支える次世代型モノ作り産業を生み出す。



3333 米倉弘昌米倉弘昌米倉弘昌米倉弘昌　　　　プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック工業連盟会長工業連盟会長工業連盟会長工業連盟会長・・・・・・・・・・・・社会社会社会社会のののの持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展にににに貢献貢献貢献貢献
　昨年、わが国は「東日本大震災」という史上稀にみる大災害に見舞われた。しかし、被災地
の自治体、企業、住民の方々をはじめとする関係者の懸命な努力により、復旧作業は着実に進
み、生産活動も予想を超えるスピードで回復してきた。１２年度は復興需要が経済成長を押し
上げ、実質経済成長率は前年度比プラス２％程度に回復するとの予測もあるが、先行きは依然
として予断を許さない状況にある。
　こうしたなかプラスチック産業界は、創意工夫とイノベーションを一層積極的に推し進め、
プラスチックの持てる力を最大限に発揮し、広く社会が直面している課題の解決に貢献するこ
とで新たな成長を生み出し、この難局を乗り切っていかなければならない。
　「低炭素社会」の構築を進めるにあたり、プラスチックは非常に重要な役割を担っていくと
思われる。イノベーションをさらに加速させ、新製品・新用途の開発を進めることで、低炭素
社会の実現に向けて引き続き貢献していきたい。同時に日本の産業界全体の競争力の強化と、
わが国経済の復活・再生を強力に後押ししていきたい。

9999 細野細野細野細野　　　　豪志豪志豪志豪志　　　　環境大臣環境大臣環境大臣環境大臣・・・・・・・・・・・・復興再生復興再生復興再生復興再生へへへへ最大限努力最大限努力最大限努力最大限努力　　　　東北東北東北東北をををを環境先進地域環境先進地域環境先進地域環境先進地域にににに
　昨年は東日本大震災とそれにともなう原発事故への対応が、わが国全体の最優先課題だった。
年明け後もなお、被災地では大変厳しい状況が続いている。国難を乗り越え被災地の復興と日
本再生に向けた飛躍の年とすべく全力を尽くす。最も喫緊の課題は、放射線物質による環境汚
染への対応。国内外の英知を結集して住民の皆様が安心して生活できるよう不退転の決意で除
染に取り組む。災害廃棄物の迅速な撤去・処理では、広域的な処理が必要とし、自治体の災害
廃棄物処理を積極的に支援する。
　本格復興に向けては、持続可能な環境先進地域を実現するため、再生可能エネルギーを利用
した自立・分散型エネルギーシステムを導入し、災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを進
める。
　地球温暖化問題では、ＣＯＰ１７ですべての国が参加する将来枠組み構築に関する新たな作
業部会を設置し、今年から議論を開始して２０１５年までに採択し、２０年からの発効を目指
すことが合意された。わが国は、交渉に貢献していくとともに、国内対策も一層強化する。
　１２年度税制改正大綱に盛り込まれた「地球温暖化対策税」実現に取り組むとともに、夏を
めどに中長期の国内対策を政府としてまとめる。

　　　　１１１１月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　日本語の特徴の１つに長い歴史がある。１０００年以上も昔の言葉が理解できるという言語
は世界でそれほど多くないだろう。▼例えば万葉集。「世の中を憂しとやさしと思えども飛び
立ちかねつ鳥にしあらば」。山上憶良の歌は、仮名遣いの新旧の違いなどがあるが、理解はで
きる。今から１３００年近い昔に作られた歌が、現在でも通じる日本語を持っていることは、
十分に誇りに値する▼日本語の語感のなかで親しみのある五七五七七からなる和歌は、今も
日本文学の重要な一角を担っている。茶の間まで入り込み、長く人々のたしなみとして親しま
れているのが藤原定家が勅撰和歌集から選んだ小倉百人一首。後世にも大きな影響を残した▼
核家族化、テレビやゲーム機の普及で親類や近所の友達が集まってカルタ取りの腕を競ったの
は今は昔。得意札を十八番（おはこ）というのもカラオケの持ち歌の意味になり、死語になり
つつある。凧上げ、羽根つき、独楽まわしも姿を消し、ビジネスとしての「お正月」だけが残
ったことを嘆くのは無意味だろうか▼とはいえ、五七五のリズムは日本人には心地よい。川柳
がテレビ番組までになっているのはその証左だろう。「古（いにしえ）の七の賢しき人どもも
欲りせしものは酒にしあるらし」（大伴旅人）。これも変わらない。

2222 １１１１１１１１月石油製品月石油製品月石油製品月石油製品ＣＩＦＣＩＦＣＩＦＣＩＦ単価単価単価単価・・・・・・・・・・・・石化用石化用石化用石化用ナフサナフサナフサナフサ１１７６１１７６１１７６１１７６円円円円のののの下落下落下落下落
　１１月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、原油、ナフサが値下がりした。
為替が前月に比べわずかに円安で推移するなか、　原油は前月速報値比１キロリットル当たり
３４２円下げの５万３１５３円となった。石化用ナフサは同１１７６円下げの同４万９５３９
円、自動車用ガソリンは同３１００円下げの５万８３７１円となった。
灯油が同９１８円上げとなっている。

【１１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）

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・・・・・・・・インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア事業事業事業事業２０２０２０２０年年年年にににに規模規模規模規模５５５５倍倍倍倍、、、、プラプラプラプラ、、、、水処理水処理水処理水処理、、、、農業等農業等農業等農業等５５５５分野重点分野重点分野重点分野重点
　　　　アジアアジアアジアアジア成長成長戦略成長成長戦略成長成長戦略成長成長戦略のののの柱柱柱柱にににに

　ダウ・ケミカルは、インドネシアにおける事業規模を２０１０年に比べ１５年には２倍、
２０年には５倍に拡大する。持続的な成長を遂げるため、「プラスチック、農業、コーテイン
グ、水関連、パーソナル・ホームケア関連をコアビジネス」に据え（堀戸英樹・ＰＴダウ・イ
ンドネシア社長）各分野で戦略的なソリューション展開を加速する。ダウ・ケミカルは、アジ
ア太平洋地域の事業規模を１５年に１５０億ドル、２０年に２００億ドルに拡大する目標を掲
げており、インドネシアの事業展開を成長戦略の実現に向けた柱の１つにしていく。

円／キロリットル ドル／バレル

灯油 67,139 138.14

ガソリン（自動車用） 58,371 120.10
ナフサ（石化用） 49,539 101.93

原油・粗油 53,153 109.36



12121212 中国中国中国中国のののの環境保護環境保護環境保護環境保護５５５５カカカカ年計画年計画年計画年計画・・・・・・・・・・・・ＣＯＤ　ＣＯＤ　ＣＯＤ　ＣＯＤ　１０１０１０１０年比年比年比年比８８８８％％％％減減減減へへへへ、、、、地方政府地方政府地方政府地方政府へのへのへのへの活動促進活動促進活動促進活動促進もももも
　中国政府は、第１２次５カ年計画を通じ、総合的な環境対策を強化する。国務院がこのほど
公表した国家環境保護第１２次５カ年計画では、２０１５年の排出削減目標として、化学的酸
素要求量（ＣＯＤ）および二酸化硫黄（ＳＯ２）は１０年比８％減、アンモニア態窒素および
窒素酸化物（ＮＯｘ）では同１０％減を掲げた。計画達成に向けた環境保護関連投資額は、５
年間で３兆４０００億元（約４２兆円）と試算している。
　０９年には国務院が、２０年までに単位ＧＤＰ当たりの二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を０５
年比４０～４５％削減する目標を打ち出しており、中国においても持続可能な発展、低炭素社
会といったキーワードが重要な位置を占めつつある。
　１０年の排出量は０５年比でＣＯ２が１２．５％減、ＳＯ２が１４．３％減となり、いずれ
も１０％減とした目標を上回る成果を挙げた。各地での工場稼働制限をはじめとする強力な取
り組みも寄与したかたち。
　１５年に向けては、化学工業、製紙業などについては、ＣＯＤ削減目標を１０％以上に設定
した。同時に長江デルタ、珠江デルタなどの地域における製紙、染色仕上げ加工、皮革製造、
農薬、窒素肥料の生産能力拡大を厳しく制限する方針。


