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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）

　　　　１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（月月月月））））
1111 日系化学品商社日系化学品商社日系化学品商社日系化学品商社、、、、中国内需開拓中国内需開拓中国内需開拓中国内需開拓にににに躍起躍起躍起躍起・・・・・・・・・・・・第第第第１２１２１２１２次次次次５５５５カカカカ年計画年計画年計画年計画にににに注目注目注目注目
　　　　内陸内陸内陸内陸・・・・華北華北華北華北にもにもにもにも拠点新設拠点新設拠点新設拠点新設

　中国に拠点を構える日系化学品専門商社の内需シフトが鮮明になっている。欧州の金融危機
にともない経済成長の牽引役であった輸出の回復が遅れる一方、中国政府が第１２次５カ年計
画の中心課題として地域間格差の是正・個人所得増加を挙げ、内需を軸とした成長戦略に舵を
切っている。政府の投資額は５年間で１０兆元規模が見込まれる。日系化学品専門商社もこの
動きを商機と捉え、内需開拓に向けた商材の選定や内陸・華北への拠点新設が相次いでいる。
　長瀬産業は、昨年に再建支援のスポンサー契約を結んだ林原のバイオ製品を中国市場に投入
する構え。小西安は日本製の医薬機器部品を投入する。北村化学産業は産学協同ビジネスとし
て、ベンチャー企業へゴム関連薬剤を供給し新材料市場に攻勢をかける。江守商事は太陽電池
向けに銀ペースト、多結晶シリコン、粘着剤といった化学品を供給する。
　また、稲畑産業は昨年、武漢と重慶に拠点を新設し西部開発関連の需要を取り込みに入った。
鍋林は武漢拠点の開設を検討中で、現地の自動車、エレクトロニクス関連の需要を狙う。明和
産業は既に１７拠点を構えるが、今年は天津に拠点を新設し潤滑油ビジネスに加え化学品、合
成樹脂の販路を拡大する。
　成功の果実とリスクは背中合わせ。情報収集力など商社ならではの力が問われる。

2222 コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート連絡会議連絡会議連絡会議連絡会議からからからから・・・・・・・・・・・・「「「「化学化学化学化学のののの時代時代時代時代」」」」支支支支えるえるえるえる基盤基盤基盤基盤にににに
　　　　橘川教授橘川教授橘川教授橘川教授　　　　基調講演基調講演基調講演基調講演・・・・・・・・・・・・国内国内国内国内⇒⇒⇒⇒機能品機能品機能品機能品、、、、アジアアジアアジアアジア⇒⇒⇒⇒汎用品汎用品汎用品汎用品　　　　２２２２正面作戦正面作戦正面作戦正面作戦をををを提唱提唱提唱提唱

　１８日、岡山県倉敷市で開催された「コンビナート連絡会議」は、内需の低迷、原料競争力
など不利な条件を抱えながらも、日本の石化産業は技術力、人材で十分に世界市場で戦える実
力があることを確認した機会となった。基調講演に立った一橋大学大学院の橘川武郎教授は、
日本の主導産業が自動車、電機から主役交代し、高機能素材のシェアの高さを根拠に「化学の
時代が来る」と予測した。化学企業が今後目指すべき方向として、「国内では機能化学品にシ
フトするとともに、アジア市場では汎用品を展開する２正面作戦」を提唱した。
　「コンビナート事業所間による連携」をテーマとした第１分科会（座長・能村郁夫石油コン
ビナート高度統合運営技術研究組合研究主幹）では、企業だけでなく地域、国への貢献と視点
が必要とし、マザー工場として位置付けるなどコンビナートごとに特色ある発展を考えるべき
とまとめられた。
　「コンビナートにおけるイノベーションと高付加価値化」をテーマとした第２分科会（座長・
唐津正典三菱化学代表取締役常務執行役員）では、新規産業創出のためにはまず自分の強みを
明確にし、実現のためにどのようなネットワークを構築すべきかを考えるべきとし、高付加価
値製品を生み出すにはユーザーとのすり合わせがますます重要になるとした。
　「コンビナート製造現場における人材育成」をテーマとする第３分科会（座長・池上正山陽
技術振興会副会長）では、製造現場のマネジメント、団塊世代の技能を継承する高度熟練技術
者の２種類の人材育成が課題と指摘。必要な人材像を明確にし、産官学連携を一層強化しなく
てはならないとした。
　最後に、橘川教授が「化学会社は高機能製品を提供しながら、利益はセットメーカーにもっ
ていかれている。サプライヤーとユーザーの利益の奪い合いではなく、サプライチェーン全体
で利益を大きくすることを考えるべきだ」とまとめた。

11111111 ＢＰ、ＢＰ、ＢＰ、ＢＰ、世界世界世界世界ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー長期見通長期見通長期見通長期見通しししし・・・・・・・・・・・・２０３０２０３０２０３０２０３０年年年年にににに需要需要需要需要３９３９３９３９％％％％増増増増　　　　年率年率年率年率１１１１．．．．６６６６％％％％
　　　　■■■■中国中国中国中国、、、、２０２７２０２７２０２７２０２７年年年年　　　　最大最大最大最大のののの石油消費国石油消費国石油消費国石油消費国にににに　　　　■■■■再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーはははは５５５５％％％％前後止前後止前後止前後止まりまりまりまり

　英石油大手ＢＰはこのほど、２０３０年までのエネルギー長期見通しを発表した。それによ
ると世界のエネルギー需要は新興国の経済成長や人口増加を受け、２０３０年までに３９％、
年間ベースで１．６％の伸びを予想。また、中国が２７年には米国を抜いて世界最大の石油消
費国になるとの見通し。
　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟３４カ国では需要が鈍化する一方、その他の国々では需
要が急速に伸びる見込み。世界の燃料需要は３０年までに、日量１６００万バレルの増加が予
想される。この大半は石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）の供給増で満たされているが、ブラジルの
深海油田やカナダのオイルサンド、米国のシェールオイルなど、ＯＰＥＣ非加盟国の資源も需
要に対応する見込み。ＢＰは「非在来型エネルギー供給の伸びに伴い、西半球は３０年までに
エネルギーをほぼ自給自足する状態になる。つまりアジアを中心とするその他の地域の需要の
伸びは中東への依存度を高め、中でも石油需要は中東に頼ることになるだろう」と述べている。
　世界の石油需要は、３０年までに日量１億３００万バレルと、１０年から１８％増加する見
通し。需要の伸びの過半に寄与するのは中国で、１８年までには同国の石油輸入量が米国を抜
いて首位に立つと予想される。石油の市場シェアは今後２０年で縮小。中国のエネルギー需要
は経済の成熟に伴い、２０年を過ぎてから伸びが著しく鈍化する見通しだ。ただ世界の燃料需
要が３０年までに日量１６００万バレル増加するとの予想に対応し、既存資源の減産分を穴埋
めするため石油やバイオ燃料などの液体燃料を調達する必要が依然あるという。
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　また、天然ガスの世界需要は２０３０年までに年間平均２．１％伸び、化石燃料の中で最速
と予想されている。需要の伸びの８０％は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）非加盟国が占め、年
間平均伸び率は２．９％の見込み。また、世界の液化天然ガス（ＬＮＧ）供給量は、年間伸び
率が４．５％と、世界のガス総生産量の２倍超のペースで、地域間パイプラインによる取引量
の伸び率（３．０％）もしのぐとみられている。中国のガス需要は、年間伸び率が７．６％と
予想され、３０年までには現在の欧州連合（ＥＵ）と同水準の日量４６０億立法フィートに達
する見込み。
　更に、再生可能エネルギーは４倍に伸びるものの、総供給量に占める割合は小さい見込みだ。
水力発電を除く再生可能エネルギーは、３０年までに合計８億６０００万トン（石油換算）に
上ると予想されているが、世界のエネルギー総生産量１６６億５００万トン（同）の５％前後
にとどまる見通し。１０年の再生可能エネルギー生産量は１億５９００万トン（同）近くで、
世界のエネルギー総生産量の１％強だった。

11111111 日銀見通日銀見通日銀見通日銀見通しししし・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２年度物価年度物価年度物価年度物価、、、、３３３３年連続年連続年連続年連続ののののマイナスマイナスマイナスマイナス
　日銀が２３、２４の両日に開く金融政策決定会合で、２０１１年度と１２年度の実質ＧＤＰ
(国内総生産）伸び率と消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率の見通しを下方修正する方向で検討に
入ったことが明らかになった。１１年度予想については、ＧＤＰだけではなくＣＰＩも小幅マ
イナスとする公算が大きい。物価のマイナスは３年連続となる。日銀内では、東日本大震災の
復興需要や振興国の成長で景気が緩やかな回復に向かうとのシナリオに大きな変化はないとす
る見方が大勢。このため、急激な円高など市場が混乱しない限り、金融政策は現状維持とする
見通しだ。
　昨年１０月に発表した展望リポートでは１１年度のＧＤＰ予想はプラス０．３％だったが、
ＧＤＰ基準改定や欧州債務危機の深刻化を踏まえマイナス０．５％前後とする案が有力。０．
０％としていたＣＰＩはデフレ圧力が根強いことから、マイナス０．１％程度に引き下げる方
向。１２年度予想については、プラス２．２％としていたＧＤＰを２％前後、プラス０．１％
を見込んでいたＣＰＩを０．０％に、それぞれ見直す方向で調整する。

12121212 中国石油中国石油中国石油中国石油・・・・ＱＰＩＱＰＩＱＰＩＱＰＩ・・・・シェルシェルシェルシェル・・・・・・・・・・・・浙江省浙江省浙江省浙江省のののの大型大型大型大型プロプロプロプロ具体化具体化具体化具体化へへへへ
　　　　石油精製石油精製石油精製石油精製２０００２０００２０００２０００万万万万トントントントン、、、、エチレンエチレンエチレンエチレン１２０１２０１２０１２０万万万万トントントントン、、、、１５１５１５１５年年年年までにまでにまでにまでに建設建設建設建設

　中国石油（ＣＮＰＣ）とカタール・ペトロリアム・インターナショナル（ＱＰＩ）、シェル
・チャイナの３社は中国・浙江省台州での石油精製・石油化学プロジェクトの具体化に乗り出
す。年２０００万トンの石油精製設備と年産１２０万トンのエチレン設備が柱となる。台州市
では２０１５年までの第１２次５カ年計画後半の建設を目指している。温家宝首相の中東歴訪
を機に、中国とサウジアラビアの企業は石油・化学分野で提携関係を強めており、中国石化（
ＳＩＮＯＰＥＣ）はサウジアラムコと合弁で石油精製設備を新設することで合意している。
　台州市は浙江省沿岸中部に位置し、北は寧波市、南は温州市と接している。プラスチック加
工業が盛んなものの、石化原料をはじめ川上、川中産業は空白となっており、精製・石化一体
化プロジェクトの立地候補地を要する路橋区の産業発展計画では、国家レベルの石化基地建設
が一大目標として掲げられている。

12121212 中国中国中国中国、、、、鉱工業発展鉱工業発展鉱工業発展鉱工業発展にににに向向向向けけけけ５５５５カカカカ年計画年計画年計画年計画・・・・・・・・・・・・生産年生産年生産年生産年８８８８％％％％拡大拡大拡大拡大へへへへ
　中国国務院（内閣）は工業改革発展５カ年計画（２０１１～１５年）を公表した。「未来の
科学技術と産業を制する競争は激しさを増し、対応を誤れば、新技術や新興国との格差は更に
拡大する恐れがある」と指摘。イノベーション力や先端産業の育成に取り組むよう呼びかけて
いる。
　計画では鉱工業生産を年率８％のペースで増やし、労働生産性を同１０％のペースで引き上
げるる目標を設定。また、一定規模以上の企業の総収入に占める研究開発費の割合を１％以上
に、基幹産業の場合は３％に高める方針を打ち出した。
　企業の知的財産権保有数を２倍に増やし、鉱工業生産全体に占める振興重要産業の割合を
１５％前後に引き上げる目標も設定した。
　一方で、これまで経済を牽引してきたエネルギー多消費型産業や労働集約型産業については
淘汰を進める方針を強調。１５年末の鉱工業生産１単位当たりのエネルギー消費を１０年末比
２１％、水消費量を同３０％削減する方針を示した。

13131313 Ｒ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ特集特集特集特集・・・・・・・・・・・・難局切難局切難局切難局切りりりり拓拓拓拓くくくく力力力力　　　　化学技術化学技術化学技術化学技術にににに磨磨磨磨きききき
　東日本大震災、円高と日本経済にとっては厳しい状況に見舞われ、海外でも中国の金融引き
締めによる需要低迷、欧州金融危機により世界的な景気不安が強まっている。日本の化学産業
にも影響が及んでいるが、このような時こそ研究開発の力で局面を切り拓くしかない。食糧不
足、地球温暖化の解決を提示し、太陽光などの新エネルギー、スマートフォンなどの先端製品
に新たな材料を鉄橋出来るのは化学産業しかない。電機、自動車などで新興国からの追い上げ
を受けているが、材料・素材技術ではまだまだ日本の優位性は揺らいでいない。この基盤を、
より強靭なものとし、大きな付加価値を生み出す産業に成長させるには、化学各社における研
究開発力の一段の充実が必須であり、その重要性は、ますます高まっている。

■■■■三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学・・・・・・・・・・・・池浦池浦池浦池浦　　　　富久富久富久富久　　　　常務執行役員経営戦略部門兼経営戦略部門常務執行役員経営戦略部門兼経営戦略部門常務執行役員経営戦略部門兼経営戦略部門常務執行役員経営戦略部門兼経営戦略部門ＲＤＲＤＲＤＲＤ戦略室長戦略室長戦略室長戦略室長
　　　　グループシナジーグループシナジーグループシナジーグループシナジー追求追求追求追求　　　　有機薄膜太陽電池有機薄膜太陽電池有機薄膜太陽電池有機薄膜太陽電池などなどなどなど成果成果成果成果

　有機薄膜太陽電池は世界最高レベルの変換効率を達成し、大きなモジュールを製作すること
が可能になった。既存の太陽電池はアモルファスシリコン系で６～７％、結晶シリコン系でも
１２～１３％で、無機系にそん色ない有機薄膜太陽電池を世に問える。今秋をめどにパイロッ
トプラントを完成させ、サンプル出荷を開始したい。２０１４年には本格量産プラントを建設
し新しい価値を社会に提供したい。



　エネルギーを作る太陽電池、エネルギーを蓄えるリチウム２次電池（ＬⅰＢ）、省エネの発
光デバイスであるＬＥＤと有機ＥＬを三種の神器と呼んでいる。面照明である有機ＥＬも１２
年は大きく前進する。提携先のパイオニアと共同で１１年７月に下地材を塗布工程で製造する
１４センチメートル角パネルの出荷を開始した。今年、発光層も塗布工程で製造するパイロッ
トプラントを完成させ、サンプル出荷を開始する予定。発光効率は５０ルーメン／ワットに近
いレベルで実現している。塗布工程の為、蒸着法に比べ歩留まりがはるかに高く、製造コスト
を下げることが可能だ。ＬＥＤでも超高圧・液相法のプリセスを水島に導入し、ＧａＮ基板の
量産を開始する。１２年は研究会開発の成果をビジネスで問う年となる。

■■■■住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・中江中江中江中江　　　　清彦清彦清彦清彦　　　　代表取締役専務執行役員代表取締役専務執行役員代表取締役専務執行役員代表取締役専務執行役員
　　　　地球規模地球規模地球規模地球規模のののの問題解決問題解決問題解決問題解決にににに、、、、複数独自技術複数独自技術複数独自技術複数独自技術をををを融合融合融合融合・・・・総合化総合化総合化総合化

　環境・エネルギー分野では、グリーンサステイナブルケミストリーの実践で地球環境問題に
貢献したい。汎用製品を中心に、プロセスや触媒の改良で環境負荷を大幅に低減した新しい生
産技術を確立させるべく開発に取り組んでいる。欧州でデイーゼル自動車用に大きな需要が見
込めるＤＰＦは、ポーランドで量産工場建設を決めている。ライフサイエンスでは食糧増産に
貢献する技術が重要になる。これまで虫や雑草から作物を守る研究が中心になっていたが、こ
れからは砂漠など水不足、高温、逆に寒冷地での栽培など気候ストレスに作物が耐え得る添加
剤や化合物の開発に力を入れる。医療関係では、ＥＳ、ⅰＰＳ細胞を活用した先端医療や、化
学品の人体への影響評価などをテーマにしている。ＩＣＴでは、高分子有機ＥＬ材料の量産を
開始する。課題であった青色材料の長寿命化にめどをつけた。１３年の本格事業化を目指して
ユーザーと関係を強めたい。有機ＥＬ照明も今年中に６０ルーメン／ワット達成を目指してい
る。有機薄膜太陽電池は変換効率１０％超まで来ており、耐久性や生産効率など実用化に向け
た技術改良に取り組む。

■■■■三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　基一基一基一基一　　　　専務取締役専務取締役専務取締役専務取締役Ｒ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ戦略室長戦略室長戦略室長戦略室長・・・・袖袖袖袖ヶヶヶヶ浦浦浦浦エンターエンターエンターエンター長長長長
　　　　育成育成育成育成５５５５事業拡大事業拡大事業拡大事業拡大をををを急急急急ぐぐぐぐ　　　　将来将来将来将来ののののコアコアコアコアへへへへ得意技術駆使得意技術駆使得意技術駆使得意技術駆使

　将来のコアと期待している育成５事業は、触媒技術、有機合成技術、加工技術を駆使して新
規事業立ち上げにつなげる。太陽光発電部材は田原メガソーラー計画の取り組みを通じて部材、
モジュール、システム開発を強化したい。次世代封止材ナドガテーマだ。新規農薬では、鱗翅
目の殺虫剤やペット用殺虫剤などで良いものが開発出来ており、更に開発中の次世代品がパイ
プラインにかなりある。リチウムイオン２次電池（ＬⅰＢ）材料では電解液、電極材、セパレ
ーターの開発を進めている。ヘルスケア分野では、世界シェア首位の高屈折率レンズモノマー
事業が先行していた。レンズコーテイング材料事業メーカーに加え昨年、中低屈折率レンズモ
ノマー企業のアコモンを買収して、トータルソリューションを提供できるようになった。歯科
材料にも力を入れており、国内２位の松風と資本業務提携した。樹脂技術を活かして低収縮率
の充填材などの材料開発を進めている。

■■■■昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工・・・・・・・・・・・・鯉沼鯉沼鯉沼鯉沼　　　　晃晃晃晃　　　　取締役常務執行役員取締役常務執行役員取締役常務執行役員取締役常務執行役員
　ＬｉＢ　ＬｉＢ　ＬｉＢ　ＬｉＢ部材部材部材部材などなどなどなど期待大期待大期待大期待大　　　　既存事業既存事業既存事業既存事業のののの見直見直見直見直しにもしにもしにもしにも着手着手着手着手

　新たな収益の柱として期待しているのが、リチウムイオン２次電池（ＬⅰＢ）向け材料、炭
化ケイ素（ＳⅰＣ）エピタキシヤルウエハー、有機エレクトロミネッセンス（ＥＬ）パネル、
高耐熱透明フィルム「ショウレイアル」の４分野・製品だ。進捗具合はそれぞれだが、きちん
と売り上げを立てて行くのが今年の最大テーマ。このほか燃料電池向けセパレーターや白金代
替触媒、封止材などのエレクトロニクス向けの各種材料も有望視している。植物工場も特色あ
る事業になるとみている。
　一方、既存事業をＲ＆Ｄの観点から見直すことも考えたい。外部の力も借りながら、年内に
もプロジェクトチームを立ち上げたい。事業の強みをさらに伸ばすのが狙いだ。レアアース磁
石合金などが対象に挙がってくるだろう。各事業の可能性を再検証したい。

■■■■旭化成旭化成旭化成旭化成・・・・・・・・・・・・稲田稲田稲田稲田　　　　勉勉勉勉　　　　取締役兼常務執行役員新規事業本部長取締役兼常務執行役員新規事業本部長取締役兼常務執行役員新規事業本部長取締役兼常務執行役員新規事業本部長
　　　　グループグループグループグループ横断横断横断横断でででで新事業新事業新事業新事業、、、、環境環境環境環境・・・・エネエネエネエネなどなどなどなど３３３３分野分野分野分野にににに重点重点重点重点

　環境・エネルギー分野では、グループ各社とテーマをもう一度整理しようとしている。
　創エネでは、太陽電池用封止材及び防汚コートの開発を進めるほか、次世代製品の基礎研究
にも取り組む。蓄エネでは、リチウムイオン２次電池（ＬⅰＢ）及びリチウムイオンキャパシ
タ（ＬⅰＣ）関連材料。省エネでは化合物半導体をテーマにしている。窒化アルミニウム基板
を用いた紫外光ＬＥＤを研究している。センサー、殺菌装置、パワーデバイスなどの用途が有
力で、２～３年内の実用化を目指している。住・くらし分野では、富士支社に完成させた新実
験棟には太陽電池、ＬＥＤ照明などあらゆる新技術を盛り込んだ。スマートシテイーなど新た
な視点での都市開発、在宅医療などニーズに対応したリフォームなど今後考えるべきテーマは
多い。医療では、血液浄化療法など対外循環システムに実績があるが、さらに救急救命医療に
対応したシステムに力を入れている。ＩＴと医療の融合をテーマにした遠隔診断システム、細
胞培養システムの開発を進めたい。

■■■■東東東東ソーソーソーソー・・・・・・・・・・・・西澤西澤西澤西澤　　　　恵一郎恵一郎恵一郎恵一郎　　　　取締役研究企画部長取締役研究企画部長取締役研究企画部長取締役研究企画部長
　　　　３３３３重点分野重点分野重点分野重点分野でででで研究加速研究加速研究加速研究加速、、、、電材電材電材電材・・・・バイオバイオバイオバイオ・・・・環境環境環境環境エネエネエネエネがががが柱柱柱柱

　最近では電子材料関連において、今後急速に実用化に向かう透明フレキシブルデイスプレイ
を視野に入れた有機ＥＬ材料、耐熱樹脂基板、液晶用光学材料などの開発が進展。バイオサイ
エンス出関連では、現業の臨床検査機器、試薬事業の強化として有機合成技術、たん白改変技
術を駆使した遺伝子検査用の新規蛍光物質、新規酵素の開発で具体的な成果が出ている。
　さらに抗体医薬精製用の分離剤、微細加工技術を用いた早期がん検査技術にも取り組んでい
る。環境・エネルギー関連では、リチウムイオン２次電池正極材料に適した電解二酸化マンガ



ンのグレード開発、自動車排ガス処理触媒用ゼオライト、新しい重金属処理剤の開発に力を入
れている。自動車部品への用途展開を図る高溶融弾性を有する新規ＰＥ、太陽電池封止材用Ｅ
ＶＡの特殊化・高機能化も着実に進展している。

　　　　１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（火火火火））））
1111 三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学・・・・・・・・・・・・石化石化石化石化のののの成長成長成長成長・・・・基幹事業基幹事業基幹事業基幹事業　　　　収益改善数百億円規模収益改善数百億円規模収益改善数百億円規模収益改善数百億円規模にににに
　　　　機能性樹脂機能性樹脂機能性樹脂機能性樹脂ややややＰＣＰＣＰＣＰＣチェーンチェーンチェーンチェーン　　　　海外展開海外展開海外展開海外展開をををを加速加速加速加速

　三菱化学は、石化事業で成長・基幹事業と位置付ける機能性樹脂やポリカーボネート（ＰＣ）
チェーンなどの製品群で２０１５年度までに数百億円規模の収益改善を実現する。国内ではナ
フサクラッカーにつながる石化事業で撤退を含めた再構築を推進中。一方、中国をはじめとし
たアジア市場では旺盛な需要が続くとみて、自社に技術的優位性がありナフサクラッカーに依
存しなくてもいい競争優位にある事業の海外展開を加速する。
　ＰＰは、国内では鹿島の３０万トンプラントの早期フル稼働と中小設備の集約化で収益改善
を目指す。海外ではコンパウンド事業を強化しており、タイ、中国、インドに拠点を設置して
いる。

1111 精留塔
　今月半ば、米国ラスベガスで開催された家電展示会（ＣＥＳ２０１２）。アップルやマイク
ロソフトが出典しないことで、やや盛り上がりに欠いたようだ。とりわけ、薄型ＴＶはサムス
ンなど韓国勢の大型有機ＥＬ以外には話題性が少ない▼スマホとタブレット端末が席巻してい
る感がある電子製品市場だが、会場では新世代パソコンが一人気を吐いたらしい。ここにきて
市場での存在感を高めつつある「ウルトラブック」がそうだ▼米インテルが提唱する超薄型、
起動時間の早さを特徴とするノートパソコンで、米ＨＰや台湾エイサー等が最新型を展示した。
ＨＰ製品は最薄部分が１８ミリで、重量１．５キログラム、９時間駆動。エイサー品は最厚部
でも１５ミリ、ＬＧ電子の製品は、９．９秒の高速起動がうたい文句である▼関係者の間では、
スマホ携帯やタブレット端末で出遅れた感があるインテル陣営の巻き返しとの見方が有力。
“ウルトラ”は、その強烈な意思表示にようだ▼ＣＥＳは、世界の有力エレクトロニクス企業
の戦略が交錯する十字路。韓国紙はＣＥＳを訪れたサムスン電子の李会長の「進んでいた日本
は力が落ちている・・・」という発言を伝えている▼半導体、液晶そして有機ＥＬと、どうも
日本勢の分が悪い。ここは臥薪嘗胆、巻き返し戦略の構築が重要性を帯びる。

1111 超短波超短波超短波超短波
◆・・・日本企業の生きる道は技術にあるといわれ久しい。研究開発（Ｒ＆Ｄ）と生産技術を
担当している昭和電工の鯉沼晃取締役常務執行役員は、「売れる技術でようやく一人前、他社
が買いたい技術となって、初めて一流になる」と説く。技術と言うのは目に見えないものでも
「ライセンスという形で商品化できる」とし、企業で働く研究者や技術者に意識変革を促す。
◆・・・成果をだすためには研究開発だけでなく生産技術との連携も欠かせない。「生みの親
はＲ＆Ｄ。育ての親は生産技術」との考えのもと、両部門が一体となって事業化へのスピード
を挙げていく。「収益、生産性、エネルギー原単位とやるべき仕事はまだまだある」とエンジ
ニアの目で事業を見直すことで、、３年後の目標である売上高１兆１０００億円の達成を目指
す。

5555 中国化学産業中国化学産業中国化学産業中国化学産業・・・・・・・・石油石油石油石油・・・・化学工業生産額化学工業生産額化学工業生産額化学工業生産額　　　　１１１１１１１１年年年年はははは３１３１３１３１％％％％増増増増　　　　１２１２１２１２年年年年もももも２０２０２０２０～～～～２５２５２５２５％％％％成長成長成長成長へへへへ
　　　　エチレンエチレンエチレンエチレン初初初初のののの１５００１５００１５００１５００万万万万トントントントン突破突破突破突破、、、、ファインケミカルファインケミカルファインケミカルファインケミカル比率向上比率向上比率向上比率向上、、、、欧州勢欧州勢欧州勢欧州勢のののの投資拡大投資拡大投資拡大投資拡大

　米国を抜き世界最大の生産国となった中国の化学工業は、２０１１年も高度成長を継いだ。
中国石油・化学工業連合会のまとめによると中国の化学工業総生産額は１１年、前年比３２％
増の６兆５８００億元（約８０兆円）となった。中国国内経済の安定的成長を背景に内需拡大
が、最大要因。石油開発、石油精製、関連設備製造業を含めた石油・化学工業全体では同３１
％増の１１兆２０００億元で、第１２次５カ年計画１年目として良好な滑り出しを見せた。
　インフレ圧力や欧米経済の不振など中国国内外に不安定要因はあるものの、同連合会では
１２年についても２０から２５％の成長を見込んでいる。中国国内に止まらず、世界の化学及
び関連業界にとって、中国市場の位置付けが一段と高まる状況ともいえる。

6666 中国化学産業中国化学産業中国化学産業中国化学産業・・・・・・・・日本勢日本勢日本勢日本勢のののの進出進出進出進出　　　　再再再再びびびび活発化活発化活発化活発化、、、、各開発区各開発区各開発区各開発区　　　　誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動をををを加速加速加速加速
　　　　最重要市場最重要市場最重要市場最重要市場のののの成長成長成長成長をををを取取取取りりりり込込込込めめめめ・・・・・・・・・・・・中国事業成長中国事業成長中国事業成長中国事業成長のののの原動力原動力原動力原動力にににに、、、、求求求求められるめられるめられるめられる““““積極的施策積極的施策積極的施策積極的施策””””

　昨年３月の東日本大震災は、中国でも高い関心を集めた。同時に震災直後から日本企業をタ
ーゲットに誘致活動が中国で広がりをみせた。リスク分散を視野に入れた生産移転が進むを見
た地方政府や開発区の動きが活発化。誘致する側にとって日本企業の技術力、製品の付加価値
や企業風土の堅実さなどが大きな魅力。
　遼寧省を軸とした東北部や、重慶や四川省を中心とした西部の開発が急速に具体化したこと
も一連の動きに広がりを与えている。華東でも常州(江蘇州）や揚州（同）をはじめ各地方政府
や開発区が日本企業誘致に力を注ぐ。ここ数年で日本企業の進出が急速に進んできた開発区の
１つが上海ファインケミカル産業園（上海金山第２工業区）。華東の中枢・上海に位置する地
理的優位性はもとより、上海石化からのパイプラインをはじめとした原料受給の利便性等から
塗料、界面活性剤に代表されるファイン、スペシャリテイ企業の集積が進んでいる。
　一方、日系企業の間では昨春以降、中国事業が伸び悩んだという例が多い。インフレ圧力軽
減を目指したマクロコントロールが、顧客の資金調達を圧迫したこと、欧米経済の不振による
中国からの輸出減などが背景にある。高付加価値品をベースとした日系企業の製品は現状、輸
出品に用いられるケースが少なくないという。いずれにせよ１１年、そして１２年も高い伸び
が見込めれている中国の化学工業の成長に対し、日系企業は必ずしも追随できていないとも言



える。「規模の大きな市場、中くらいの品質・価格帯への対応が日本勢は弱い。欧米勢はしっ
かり狙ってきている」という見方もある。ただ、日本企業では中国のニーズに合わせた専用グ
レードの展開や、内陸部に拠点を構築する動きが広がってきた。最激戦市場でもある中国の成
長を取り込んでいくための積極的施策が、これまで以上に求められていると言える。

　　　　１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（水水水水））））
9999 花王花王花王花王・・・・・・・・・・・・シャンプーシャンプーシャンプーシャンプーつめかえつめかえつめかえつめかえ容器容器容器容器、、、、植物由来原料植物由来原料植物由来原料植物由来原料をををを採用採用採用採用、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ２２２２排出量排出量排出量排出量１２１２１２１２％％％％削減削減削減削減

　花王は２４日、シャンプー・リンスの主力製品「メリット」のつめかえに、サトウキビ由来
のポリエチレン容器を採用すると発表した。新開発の包装容器は全重量に対して約１０％を植
物由来の素材に置き換える。あわせて、薄肉化で樹脂量を約７％削減し、包装材料由来の二酸
化炭素（ＣＯ２）排出量が従来比で約１２％減らせるという。
　花王が包装容器に植物由来のポリエチレンを使用するのは初めて。２月末から順次切り替え、
他のヘルスケアシリーズや全身洗浄料への応用も検討する。砂糖を製造した後に残る廃糖蜜を
発酵して得られる再生可能なエタノールから、国内の包装材料メーカーなどと共同で開発した。
さまざまな樹脂の組み合わせを検討することで包装容器の薄肉化も実現。

10101010 竹由来竹由来竹由来竹由来バイオエタノールバイオエタノールバイオエタノールバイオエタノール、ＪＮＣ、ＪＮＣ、ＪＮＣ、ＪＮＣがががが水俣水俣水俣水俣でででで実証設備稼働実証設備稼働実証設備稼働実証設備稼働・・・・・・・・事業化事業化事業化事業化ののののカギカギカギカギははははエネエネエネエネ収支収支収支収支のののの向上向上向上向上
　　　　副生副生副生副生リグニンリグニンリグニンリグニンのののの燃料利用燃料利用燃料利用燃料利用などなどなどなど、、、、１５１５１５１５年年年年めどめどめどめど商業生産商業生産商業生産商業生産めざすめざすめざすめざす

　竹を原料とするバイオエタノールの製造プロセス開発を目指すＪＮＣ（チッソの１００％事
業子会社）。このほど、水俣製造所（熊本県）でその実証設備を稼働させた。商業生産への移
行に欠かせないのが、エネルギー収支の改善。バイオエタノールの「カーボンニュートラル」
を実現するためには、プロセスにおけるエネルギーや熱の使用量をいかに抑制するかがカギと
なる。同社は製造工程で副生するなどし、コスト、エネルギー収支両面で競争力あるプロセス
の確立を目指す。
　同事業は環境省からの受託事業。地元の熊本大学及び崇城大学と共同で、非可食植物で再生
力も高い竹を原料に、高効率のバイオエタノール生産プロセス確立を目指す。実証設備を稼働
させるのは同社が国内初という。
　運転期間は１２年度末まで。細かく粉砕した竹粉を濃硫酸で融解させ、竹に含まれるセルロ
ースとヘミセルロースを糖に転換。糖液を発酵させてバイオエタノールを得る。生産能力は年
間１０キロリットルを見込み、得られたデータをもとに事業性を検討する。
　植物は一般的にセルロース、ヘミセルロースとリグニンからなるが、リグニンは糖に転換で
きないため、その有効利用が課題となる。同社は副生リグニンをプロセスで燃料として利用し、
製造に必要なエネルギー及び熱収支を向上させたい考え。これによりＣＯ２排出を可能な限り
削減し、カーボンニュートラルを実現させる。
　水俣市と熊本県では、竹林の急速な増殖にともなう竹害が問題となっている。この製造プロ
セスが確立されれば、森林環境や生態系の維持保全への寄与を期待できる。
　植物由来のバイオエタノールは、自動車の燃料などに使われる。商業生産への移行に当たっ
ては、生産能力を年間数千キロリットルに引き上げる必要があるが、竹材確保のめどもつきつ
つあるという。同社は１５～１８年をめどに商業生産設備の建設を視野に入れる。プロセスの
競争力が実証され次第、水俣製造所も含めて立地先の選定を行う。

11111111 実質実質実質実質ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ２２２２．．．．２２２２％％％％成長成長成長成長、、、、１２１２１２１２年度経済見通年度経済見通年度経済見通年度経済見通しをしをしをしを閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定
　政府は２４日の閣議で、２０１２年度の経済見通しを決定した。国内総生産（ＧＤＰ）は物
価変動の影響を除いた実質で前年度比２．２％増とした。
　主な指標の見通しは昨年末の閣議で了解済みで公共投資などを今回追加した。公共投資は、
実質では１．０％減と１１年度（０．９％増見込み）からマイナスに転じる。

　　　　１１１１月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（木木木木））））
1111 超短波超短波超短波超短波

◆・・・東京大学が秋入学への全面移行を求める中間報告をまとめた。石油化学工業協会の高
橋恭平会長は、世界標準である９月入学になることで「人材の確保・育成の観点でも“脱・ガ
ラパゴス”化が図れるのでは」と期待を寄せる。国を挙げて優秀な学生獲得に力を注ぐシンガ
ポールを引き合いに、「これで日本も海外勢と同じスタートラインに立てるようになる」と語
る。
◆・・・一方、国内経済に目を向けると円高の悪影響はじわじわと広がりをみせている。１ド
ル＝７０円台後半が定着し、「円高に慣れてきてしまっているが、これは深刻な状態が積み重
なってきているだけだ」と警鐘を鳴らす。イラン問題に対する各国の足並みもそろわず、「一
体どうなることか」。国内外で課題は山積みのなか、「今年は節目の年となる」と断言する。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　第１８０通常国会における野田首相の施政方針演説は、消費増税や社会保障など国民生活に
密接な問題だけにこれまで以上に注目された▼全国紙は社説でも取り上げたが、基調が似てい
るのが気になった。増税を支持するものの、説明不足、実現への戦略や実行力に疑問を呈する。
議員定数、議員歳費や公務員給与の削減を求める一方、野党には協議を迫るというのがパター
ン▼第２次世界大戦終了から７０年近い。議論はあろうが、歴史上最も豊かな時代だったと言
える。このなかで今年は世界のリーダーの選挙、交代が相次ぐ。▼１１月の選挙を控えたオバ
マ大統領も低空飛行が続く。米国の貧富の格差は想像を絶するが、創意工夫と実行力次第で誰
もがトップを目指せる実力社会への信奉は根強いようだ▼保守系論客のＣ・マレー氏の新著「
カミング・アパート」が論議を呼んでいる。最低所得保障を前提に、社会福祉政策や欧州型福



祉国家を批判し、米国の原点回帰を強調する。それは家族・仕事・コミュニテイ・信仰の４つ
だ。世界中で社会のあるべき姿を真剣に議論すべき年でもある。

2222 日本日本日本日本ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン、、、、植物由来植物由来植物由来植物由来ＰＥＰＥＰＥＰＥ・・・・・・・・・・・・年度内年度内年度内年度内にににに出荷開始出荷開始出荷開始出荷開始、、、、数千数千数千数千トンレベルトンレベルトンレベルトンレベルからからからから
　日本ポリエチレンは、今年３月までに植物由来ポリエチレン（ＰＥ）の販売を開始する。
同社は豊田通商と植物由来ポリエチレンに関する販売契約を締結しており、豊田通商がブラジ
ルから輸入する植物由来ＰＥをベースにした製品開発を進めることになっていた。日本ポリエ
チレンとと豊田通商は、ブラジル化学大手のブラスケンが世界で初めて商業化するサトウキビ
由来の高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）の販売
で提携している。
　日本ポリエチレンは、ポリエチレンや成形加工に関するノウハウを提供するとともに、同社
のポリエチレン製品とブレンドして物性向上させる。
　資生堂はブラスケン、豊田通商とサトウキビ由来ＰＥの化粧品容器への活用に向け、３社で
共同開発契約を締結し、業界で初めてシャンプー容器などに実用化している。

2222 天然天然天然天然ガスガスガスガス、、、、米米米米ＥＩＡＥＩＡＥＩＡＥＩＡ予測予測予測予測・・・・・・・・・・・・輸出拡大輸出拡大輸出拡大輸出拡大でででで国内価格上昇国内価格上昇国内価格上昇国内価格上昇、、、、産業界産業界産業界産業界からからからから反発反発反発反発
　米エネルギー情報極（ＥＩＡ）はこんほど、液化天然ガス（ＬＮＧ）輸出の拡大により、米
国内の天然ガス価格が上昇するとの分析結果を明らかにした。これにともない、発電事業者は
石炭や再生可能エネルギーへのシフトを進めるものの、最終消費者の電気料金は上昇するとい
う。
　シェールガス開発による余剰の天然ガスを利用したＬＮＧ輸出計画が複数深耕しているが、
これにより国内価格が上昇すれば、大口需要家である産業界からの反発も予想される。
　米国における天然ガスの輸出入は、隣国であるカナダとメキシコの間でパイプラインを通じ
てのものがほとんど。ＥＩＡでは従来、こうした現状を前提に長期見通しを行ってきたが、
シェールガス開発の進展を背景にＬＮＧ輸出計画が複数進行している現状を踏まえ、今回初め
て天然ガス輸出を拡大した場合の国内への影響を分析した。
　その結果見通しの最終年である２０３５年には、従来の輸出非拡大ケースに比べ、１０％前
後の高値になることが明らかになった。また、価格上昇が原因となり内需は縮小。電力需要は
初めて石炭へシフトし、その後、再生可能エネルギーへ移る。最終消費者の天然ガス購入への
支出は輸出非拡大ケースに比べ３～９％増え、電力代も１～３％値上がりするという。
　一方、大統領選を前に豊富な天然ガスを輸出に回すよりも、石化原料として活用し国内産業
の振興と雇用創出につなげた方が有益であるとの指摘があり、政府による今後の舵取りが注目
される。

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・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２月月月月、、、、１０８４１０８４１０８４１０８４円下円下円下円下げのげのげのげの４４４４万万万万７７００７７００７７００７７００円円円円
　経産省がまとめた２０１１年１２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４万７７００円で、１１月より１０８４円値下がりした。ドル建て単価
は１トン当たり８９７．８ドルで、１１月より２５．４ドル値下り。為替レートは１ドル当た
り７７．６円で、１１月より０．３円の円安。

6666 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、、、、新値移行新値移行新値移行新値移行
　ポリオレフィンは、単価調整をほぼ終え、新価格での取引が始まった。国産ナフサ価格の下
落予想が要因。ポリオレフィン価格は、昨年秋口にも下方修正が実施されており、大勢で２四
半期連続価格が下がったことになる。価格調整されたのは、国産ナフサ価格を指標に自動的に
上下するフォーミュラ制を採用している以外の取引。
　昨年は、１キログラム当たり１５円以上の値上げが年初に浸透、更に５月連休前後に２回目
の値上げが同２０円以上のほぼ満額で決着、浸透。しかし７－９月期に国産ナフサ価格が５万
４９００円に下がったことで、おおむね国産ナフサ価格５万５０００円超に対応した価格水準
へと秋口に移行した。同１０－１２月期の国産ナフサ価格が２期連続で値下げりし、同５万１
０００円超となると予測。このため今年に入って、５円程度を目安にした価格調整が行われた
もの。
　足元では１トン当たり９５０ドル超で、これを国産ナフサに換算すると５万３０００円超。
イラン情勢などから原油・ナフサ市況はしばらく強含みと見られていることから、今年１－３
月期の国産ナフサ価格は値上がりに転じる可能性が大きい。

6666 汎用樹脂汎用樹脂汎用樹脂汎用樹脂、、、、在庫在庫在庫在庫　　　　いぜんいぜんいぜんいぜん高水準高水準高水準高水準
　汎用樹脂の在庫が高水準のまま推移している。メーカーが減産体制に入っているものの、国
内需要が不調なうえ、円高やアジア需給の緩和傾向などから輸出も低迷しているためだ。
　昨年１２月末の在庫率（季節調整済）は、ＬＤＰＥ３．４カ月、ＨＤＰＥ２．５カ月、ＰＰ
２．８か月と適正と言われる２カ月を大きく上回っている。特にＬＤＰＥは３．２カ月から
３．４か月へとさらに水準を高めている。
　１２月の生産量は、ＬＤＰＥが前年同月比２０％減、ＨＤＰＥ同１０％減、ＰＰ同１４％減
と大幅に減少している、しかし出荷量もＬＤＰＥ同１９％減、ＨＤＰＥ同１４％減、ＰＰ同１
７％減と同じく量を大きく減らしており、在庫の削減に結び付かないのが現状。
　内需では、フィルム分野を筆頭とした不振に加え、輸入品の増加も圧迫要因。輸出では、ア
ジア市場での在庫調整の長期化と円相場の高止まりが数量増を妨げている。

12121212 タイタイタイタイ・・・・マプタプットマプタプットマプタプットマプタプット・・・・・・・・・・・・化学産業基盤化学産業基盤化学産業基盤化学産業基盤　　　　再再再再びびびび拡充拡充拡充拡充　　　　エネエネエネエネ相交代相交代相交代相交代　　　　高高高高まるまるまるまる投資機運投資機運投資機運投資機運
　タイの石化集積地マプタプットで再び投資が活発化する。今週に改造内閣が発足したインラ
ック政権では、エネルギー相にインラック首相実兄のタクシン氏と関係の深い衛星通信大手タ
イコムのアラック前最高経営責任者（ＣＥＯ)が就任。エネルギー分野や科学分野での投資拡大



を前面に打ち出すものと見られており、ＰＴＴ幹部は「マプタプットでの投資拡大」を口にす
る。実際ＰＴＴグループではＩＲＰＣによるプロピレン増産、ＰＴＴフェノールによるフェノ
ール増産、ＰＴＴグローバルケミカル（ＰＴＴＧＣ）によるウレタン原料や芳香族などの増産
三菱化学とのバイオプラ企業化、宇部興産など日系化学企業との提携拡大、またサイアムセメ
ントグループ（ＳＧＣ）によるナフサクラッカー増強などが計画に挙がっている。
　２０１５年のＡＳＥＡＮ統一をにらみ、周辺国での投資拡大機会を狙う一方、足元の国内基
盤をテコ入れし「ＡＳＥＡＮ有数の基地」として基盤拡充を図る狙いだ。

12121212 台湾台湾台湾台湾プラプラプラプラなどなどなどなど・・・・・・・・・・・・石化上流部門石化上流部門石化上流部門石化上流部門　　　　中国中国中国中国でででで投資検討投資検討投資検討投資検討、、、、台湾政府台湾政府台湾政府台湾政府のののの対応対応対応対応がががが焦点焦点焦点焦点
　　　　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合弁合弁合弁合弁　　　　福建省古雷福建省古雷福建省古雷福建省古雷　ＳＩＮＯＰＥＣ　ＳＩＮＯＰＥＣ　ＳＩＮＯＰＥＣ　ＳＩＮＯＰＥＣとととと協議協議協議協議

　台湾企業が中国で石油化学分野への投資の検討を進めている。台湾プラスチックグループ（
ＦＰＧ）及び謄龍グループはそれぞれ、福建省古雷で中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）とナフサク
ラッカーの合弁事業の検討を始めた。近年、環境規制の厳格化により、台湾内でのアップスト
リーム拡張が事実上不可能といなった結果、台湾メーカーは１つの選択肢として中国に活路を
見いだした格好だ。今後、焦点になるのは石化アップストリームに対する投資を原則禁止して
いる台湾政府の方針だ。
　一連のプロジェクトで生産される石化原料が台湾側に供給されることを中国側が認めた場合、
台湾政府は投資認可に動く可能性があるものの、中国側との思惑が交差して交渉が長期化する
可能性もある。

　　　　１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（金金金金））））
1111 超短波超短波超短波超短波

◆・・・２０１１年も高い成長を遂げた中国の化学工業。石油・化学工業全体の総生産額は前
年比３１％増の１１兆２０００万元程度と試算されている。このうち非国営企業分の割合が初
じめて過半を超える見込みだ。こうした傾向について中国石油・化学工業連合会の李寿生常務
副会長は「中国石化、中国石油をはじめとする国営企業が多いなか特筆すべきこと」と強調す
る。
◆・・・総生産額に占める非国営企業分の割合は０６年に比べ約１６ポイント上昇しており、
民営企業の躍進ぶりが示されたかたち。一方、民営企業が直面する課題としては資金、技術の
２点を挙げる。「とくに技術ソースが限られる点は、企業の発展を左右する難題」だと指摘し
ている。連合会としては、勉強会や展示会などさまざまな支援を図りながら、研究開発投資の
拡大も促していく構え。

10101010 エネエネエネエネ庁庁庁庁がががが１２１２１２１２年度年度年度年度　　　　太陽光太陽光太陽光太陽光サーチャージサーチャージサーチャージサーチャージ単価決定単価決定単価決定単価決定
　経産省資源エネルギー庁は、住宅用太陽光発電の余剰電力買い取り制度において、２０１２
年度の太陽光発電促進賦課金（サーチャージ）の単価を決定した。余剰電力の買い取り費用を
月々の電気料金に上乗せして回収するもの。単価は１キロワット時３～１５銭で、１カ月に電
力を２６０～３００キロワット時使用する標準家庭では月７～４５円の負担となる。

10101010 買取価格案買取価格案買取価格案買取価格案ででででパブコメパブコメパブコメパブコメ募集募集募集募集
　経産省資源エネルギー庁は、太陽光発電の余剰電力買取制度における２０１２年度買取価格
案についてパブリックコメントの募集を開始した。現行の買取価格が３月末に有効期限を迎え
るため・７月に全量買取制度が施行されることを踏まえ、４～６月の３カ月間限定の価格とし
て、現行価格を延長する案を示している。
　現行の買取価格は、１０キロワット未満の受託が１キロワット時４２円、非住宅と１０キロ
ワット以上が４０円。自家発電設備など併設するダブル発電の場合は３４円、３２円となって
いる。意見募集期間は２月２３日まで。


