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　　　　１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（月月月月））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　　　　 　１基また１基と止まり、いま稼働するのは全国でわずか３基。４月下旬に北海道電力。泊原

発の３号機が定期検査に入ると、全国で５４基ある原発が全て停止する。定期検査終了後の原
発再稼働が望まれるが、いずれも地元の同意が得られにくい状況が続いたままだ▼そんな現下
の事態を十分に認識している枝野幸男経済産業大臣が、２７日の閣議後会見で今夏は電力制限
令を発動せずに乗り切る移行を示した。「これは強い意志だ。それが出来る可能性は相当程度
ある」との言葉は頼もしい▼が、具体的な裏付けデータは示さなかった。現段階では根拠は公
表しないのか、それとも単なる努力目標なのか。発言は、原発稼働ゼロの場合でもという前提。
それなら政府のエネルギー・環境会議が試算したピーク時７％不足という数値と矛盾する▼大
臣は「事前にできることを最大限やり、節電の努力はお願いしなければならない」とも語った。
昨年来、国民も産業界もあげて節電に努めてきた。事前に出来ることを最大限・・・も必要だ
ろう▼さはさりながら、である。将来はともかく、最低でも今後数年間は、原発の再稼働抜き
では日本経済が立ちいかない。電力供給不安を抱えたまま、産業の競争力強化を論じるのは絵
空事でしかない。急がれるべきは何か。そこから目を背むけてはなるまい。

2222 住友化学住友化学住友化学住友化学　　　　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石化投資検討石化投資検討石化投資検討石化投資検討・・・・・・・・ＥＶＡＥＶＡＥＶＡＥＶＡはははは１２１２１２１２年度早期年度早期年度早期年度早期、Ｓ－ＳＢＲ、Ｓ－ＳＢＲ、Ｓ－ＳＢＲ、Ｓ－ＳＢＲ第第第第２２２２期期期期もももも急急急急ぐぐぐぐ
　住友化学は、シンガポールにおける石化製品投資の検討を急ぐ。需要低迷から先延ばしにし
ていたエチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）は、２０１２年度早々に投資決定する方針。
　また、建設中の溶液重合スチレン・ブタジエンゴム（Ｓ－ＳＢＲ）についても１系列では不
足すると見ており、第２期の検討に入る。早ければ１２年度中にも決める可能性があるとして
いる。熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）も引き続き検討するが、景気動向をみて適地を検討す
る方針だ。

2222 三菱三菱三菱三菱ケミカルグループケミカルグループケミカルグループケミカルグループ・・・・・・・・・・・・新本社新本社新本社新本社でででで““““一体感一体感一体感一体感””””
　　　　共通機能共通機能共通機能共通機能はははは同一同一同一同一フロアーフロアーフロアーフロアーにににに事業事業事業事業シナジーシナジーシナジーシナジー早期実現早期実現早期実現早期実現へへへへ

　三菱ケミカルホールデイングスあｈ、同社及び基幹事業会社の本社移転・集約化を機に、グ
ループシナジーの拡大を図る。三菱ケミカルグループは今月完成する「パレスビス」（東京都
千代田区丸の内１－１－１）への本社移転を５月以降順次実施することを決めている。役員・
総務・人事・研究開発など共通機能を同一フロアーに集めて、意思疎通の迅速化を図るととも
に、事業部門でも交流を活発化させることで事業シナジーの早期実現を期待している。
　三菱化学、三菱樹脂、三菱レイヨンの本社及び主要子会社、田辺三菱製薬も一部機能は５月
の連休明け、三菱ケミカルは株主総会後の７月初頭に新本社で業務を開始する。
　三菱樹脂の現在の社屋には同社の一部グループ会社と三菱化学エンジニアリングが入る。

3333 樹脂加工各社樹脂加工各社樹脂加工各社樹脂加工各社・・・・・・・・・・・・原油先高原油先高原油先高原油先高にににに警戒感警戒感警戒感警戒感　　　　需要減退需要減退需要減退需要減退にににに追追追追いいいい打打打打ちちちち、、、、事業戦略見直事業戦略見直事業戦略見直事業戦略見直しもしもしもしも
　原油・ナフサ価格の先高観に対し、樹脂加工業界が警戒感を強めている。２０１１年夏以降
需要減退で収益環境が大きく悪化するなか、原料コストが上昇すればさらに追い打ちをかける。
　各社はグローバル化の加速や新製品開発、国内拠点の再構築といった改善策を進めているが、
原料価格が大幅に上昇した場合は事業戦略の新たな見直しも迫られそうだ。
　国際通貨基金（ＩＭＦ）は２５日、欧米によるイラン制裁措置で、原油国際市況が一時的に
２０～３０％上昇する可能性があるとの報告書を公表した。これを受け、原油・ナフサには再
び先高観が強まっている。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・化管法化管法化管法化管法ににににＧＨＳＧＨＳＧＨＳＧＨＳ導入導入導入導入、ＭＳＤＳ、ＭＳＤＳ、ＭＳＤＳ、ＭＳＤＳ作成作成作成作成ややややラベルラベルラベルラベル表示表示表示表示　　　　新新新新ＪＩＳＪＩＳＪＩＳＪＩＳ準準準準じじじじ努力義務化努力義務化努力義務化努力義務化
　経産省は、化学物質排出把握管理促進法（化管法）に化学品の分類・表示に関する世界調和
システム（ＧＨＳ）を導入する。政府がＧＨＳの共通基盤として整備する新ＪＩＳに基づき、
化学物質など安全データシート（ＭＳＤＳ）作成やラベル表示を行うことを努力義務化する。
きょう３０日の化学物質審議会に諮る。パブリックコメントを経て４月に公布、６月１日から
施行する。

10101010 ピークピークピークピーク対策対策対策対策でででで「「「「消費量増消費量増消費量増消費量増」」」」・・・・・・・・・・・・省省省省エネエネエネエネ法改正素案法改正素案法改正素案法改正素案、、、、産業界産業界産業界産業界がががが反発反発反発反発
　経産省が通常国会へ法案提出を目指す省エネルギー法の改正案に、産業界が反発している。
制度の基準となるエネルギー消費原単位の算出法を変更し、ピーク対策を高評価する方式だが、
自家発電設備の稼働などによるエネルギー消費量の増加や、エネルギー効率の悪化を懸念して
いるもの。２７日の総合資源エネルギー調査会・省エネルギー部会で鉄鋼、自動車、石油精製、
化学などの業界が指摘した。

10101010 環境省環境省環境省環境省がががが調査調査調査調査・・・・・・・・・・・・環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは「「「「社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任」」」」８８８８割超割超割超割超
　環境省は２０１０年度の「環境にやさしい企業動向調査」の結果をまとめた。環境取り組み
を社会的責任として実施する企業は８割以上。地球温暖化対策や生物多様性保全などの分野で
実施率が上昇、環境取り組みを経営に取り入れる傾向が強まっている。昨年９～１０月に東京
・大阪・名古屋証券取引所の上場企業、従業員５００人以上の非上場企業の合計６６７７社（
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有効回答率４３．８％）を対象に調査した。
　環境への取り組みと企業活動のあり方では「社会的責任」（ＣＳＲ、社会貢献を含む）とし
て実施する企業は８２％。
　環境ビジネスは「すでに事業展開している、サービス・商品などの提供を行っている」が
４１．２％。「今後展開する予定」「今後取り組みたい」を合わせると６割以上が前向きにと
らえている。

11111111 中小経営者調査中小経営者調査中小経営者調査中小経営者調査　　　　産能大産能大産能大産能大・・・・・・・・・・・・２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年のののの経営不安要因経営不安要因経営不安要因経営不安要因　「　「　「　「国政国政国政国政」」」」４４４４割割割割ででででトップトップトップトップ
　　　　経営課題経営課題経営課題経営課題はははは営業力営業力営業力営業力のののの強化強化強化強化

　産業能率大学が中小企業経営者を対象に実施した「２０１２年の経営環境認識や経営方針・
施策に関する調査」結果によると、１２年の経営活動に影響を与えると想定される要因として
「国の政策の変化」（４１．７％）が最も多く、「需要の不足」（３４．８％）、「国際情勢
の悪化」（３４．５％）、「業界構造の変化」（２９．７％）、「円高」（２８．８％）とな
った。また、重要度が高いと考える景気対策として「法人税減税」「消費刺激」がいずれも高
く２４．８％だった。
　海外展開の状況について尋ねると、大半の経営者は「海外進出する予定はない」（８１．９
％）と回答、「海外進出を検討している」は１０．６％にとどまり、「既に海外進出している」
も７．４％という結果となった。
　調査は、インターネットにより昨年１１月２５日～１２月５日の期間に従業員数６人以上
３００人以下の企業経営者を対象に行い６９８人から回答があった。

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・・・・ブカシブカシブカシブカシ県県県県　　　　最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金めぐりめぐりめぐりめぐりデモデモデモデモ・・・・・・・・・・・・日系企業日系企業日系企業日系企業　　　　一部操業停止一部操業停止一部操業停止一部操業停止もももも
　多くの日系企業が操業するインドネシア西ジャワ州ブカシ県の工業団地群で、最低賃金の引
き上げをめぐるデモが続き緊迫した情勢となっている。労働組合は今年の最低賃金を最大３１
％引き上げようと要請し、県知事との間で合意しているが、インドネシア経営者協会（Ａｐｉn
ｄｏ）は無効を求めて提訴しており、労働組合とＡｐｉｎｄｏが訴訟取り下げをめぐって攻防
を繰り広げている格好だ。デモはＭＭ２1００工業団地で今月１１日に実施され、同１９日には
東ジャカルタ工業団地（ＥＪＩＰ）でも実施。デモ隊は周辺の高速道路を封鎖し、従業員に強
制的にデモ参加を呼びかけた。これにより一部の企業は操業停止を余儀なくされ、好調なイン
ドネシアの生産活動に影響が出ている。

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・・・・・・・・・・・・サウジサウジサウジサウジ　　　　オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン合弁合弁合弁合弁のののの製品製品製品製品、、、、アジアアジアアジアアジア太平洋太平洋太平洋太平洋にににに５５５５割供給割供給割供給割供給
　ダウ・ケミカルのアジア戦略において、サウジアラビア国営石油会社（サウジアラムコ）と
のオレフィンプロジェクトの位置付けが鮮明になってきた。本社の取材に応じた同社のパット・
ドーソン・アジア太平洋社長によると、「サウジアラビアの合弁プロジェクトからの製品の内
約４０～５０％がインドを含むアジア太平洋に供給されるとみている」との見通しを示した。
　同社はアジア・太平洋地域の事業規模を２０１５年に１５０億ドル、２０年に２００億ドル
に拡大する中計目標を策定しているが、同プロジェクトがその中核の１つとなる。
　欧州の金融危機や中国の景気減速への懸念が高まるなか、中期目標に対してドーソン社長は
「足元の業績も堅調に推移しており、予定通り達成することは可能」と述べ、下方修正などの
可能性を否定した。

　　　　１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（火火火火））））
1111 昨年昨年昨年昨年１０１０１０１０－－－－１２１２１２１２月月月月ナフサナフサナフサナフサ価格価格価格価格・・・・・・・・・・・・５５５５．．．．８８８８％％％％下落下落下落下落

　２０１１年１０－１２月期の国産ナフサ価格が１キロリットル当たり５万１７００円に決ま
った。前四半期に比べ同３２００円（５．８％）の下落で、２四半期連続で値下がりした。
ただ、足元では原油・ナフサ市況が上昇に転じており、今年１－３月期の国産基準価格は値上
がりの可能性が大きい。既に韓国などのクラッカーは稼働率を上げており、アジア域内のナフ
サ需要も一時の低迷を脱しつつある。イラン情勢などを受け、しばらく原油相場も高値で推移
するとみられており、今年１－３月期の国産ナフサ価格は上昇、石化製品も値上げされるとみ
られている。

国産ナフサ価格推移
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1111 超短波
　 ◆・・・４月１日付けで会長就任が内定したＤＩＣの杉江和男社長は、「在任した約３年間、

常に現場に出ることを心掛け業務の改善点などを社員とデイスカッションしてきた」と振り返
る。「こうした社内の環境づくりに努めることで、社員の仕事に対する自主的な取り組みを促
した」という。その成果として、「中計で掲げた“点から面へ”に沿った事業部間のシナジー
に繋がった」。
◆・・・新たに社長に就く中西義之取締役執行役員については「彼を一言で表すと人格者。公
正・公平な判断ができ、社内外からの信頼も厚い」と高く評価し、「だからこそ次を託した」
と指名の理由を明かす。「変化が激しくグローバルな時代に対応する為にも、若く新しい考え
を生かしてほしい」とし、「私より９歳下の彼に期待する」とエールを送る。

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・・・・・・・・・・・・ブカシブカシブカシブカシ労使問題労使問題労使問題労使問題　　　　収束収束収束収束へへへへ、、、、最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金　　　　労働組合要求労働組合要求労働組合要求労働組合要求をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれ
　インドネシア・西ジャワ州ブカシ県の最低賃金問題は、政府の介入で労働組合の要求を受け
入れる格好で経営者側と労組代表が妥結した。これにより先週２７日に１万人規模の大規模デ
モが発生し、日系企業の操業に影響が出ていた問題は収束した。
　妥結した最低賃金の水準は、プラスチック、ガラス、食品等第２グループの２８業種の場合　
昨年比２４．５９％増の月額１７１万５０００ルピア（約１万４６００）。
　ブカシ県が収束したものの、同じ西ジャワ州のカラワン県や、ジャカルタに隣接するバンテ
ン州タンゲラン県など他地域に賃上げ機運が飛び火する可能性がある。

　　　　２２２２月月月月０１０１０１０１日日日日（（（（水水水水））））
1111 岩谷産業岩谷産業岩谷産業岩谷産業・・・・・・・・・・・・バイオバイオバイオバイオＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ進出進出進出進出、、、、タイタイタイタイ社社社社とととと連携連携連携連携、、、、原料調達原料調達原料調達原料調達もももも

　岩谷産業は、タイ・インドラマとバイオマスポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）樹脂事
業に乗り出す。岩谷産業が印デイア・グリコールから調達したバイオモノエチレングリコール
（ＭＥＧ）を使って、インドラマベンチャーズのタイ拠点で重合、加工製品向けに展開する。
当面、大日本印刷と開発した包装フィルムを量産化するほか、シートなどに展開する。岩谷は
ボトルや繊維などにも拡販し、２０１５年には４０億円の年商を見込む。
　バイオマスＰＥＴはサトウキビ搾りかすを原料に製造したバイオＭＥＧを石油系ＭＥＧの代
替として利用する。
　インドラマ・ベンチャーズは高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）、ＰＥＴ、ポリエステル繊維で
年６５０万トン能力を有し、１４年までに１０００万トン乗せを狙っている。これらに加え、
バイオＰＥＴ樹脂の生産によって業容拡大を図る。

2222 バイオバイオバイオバイオ燃料使用義務撤回燃料使用義務撤回燃料使用義務撤回燃料使用義務撤回をををを請願請願請願請願・・・・・・・・・・・・米石油業界米石油業界米石油業界米石油業界ががががＥＰＡＥＰＡＥＰＡＥＰＡにににに
　米国石油業界は、米環境保護庁（ＥＰＡ）に対し、２０１１年のセルロース系バイオ燃料の
使用義務をまるごと撤回するよう求めた。ＥＰＡは業界に対し６００万ガロンの使用を求めて
いたが、この間、米国でセルロース系バイオ燃料はほとんど製造されなかった。
　ＡＦＰＭ（米国燃料・石油化学工業会、旧ＮＰＲＡ）とＡＰＩ（アメリカ石油協会）、ＷＳ
ＰＡ（西部地域石油連盟）がこの２０日に連名でＥＰＡに請願したもの。
　ＡＦＰＭでは、「精製業者は製造されなくても大量にセルロース系バイオ燃料を使用しなけ
ればならないという不可能なことを命じられた。この義務は消費者にとって、過剰かつ有害。
間違いなく燃料費負担を増加させ、供給側にも悪影響を与えることになる」とコメントしてお
り、ＥＰＡは９０日以内に対応しなければならない。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・見見見見えてこないえてこないえてこないえてこない電力制限危機電力制限危機電力制限危機電力制限危機のののの打開策打開策打開策打開策
　東京電力の柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の５号機（１１０万キロワット）が、定期検査
にはいった。これで東電の原発１７基中、同発電所の６号機を除いて稼働が止まるが、６号機
も３月中の定期検査が予定されている。続いて中国電力島根原発２号機（８２万キロワット）
が定期検査に入って停止予定である。これによって全国５４基のうち稼働しているのは３基と
なり、この３基も４月下旬には定期検査に入って停止予定である。夏場の予備率が供給不足に
なるのは必至だ。
　最大の懸念は、３月中に東電管内すべての原発が稼働停止する一方、耐性検査（ストレステ
スト）や津波対策で再稼働へのメドが立ちにくいことにある。地元自治体との話し合いも具体
化していない。
　一方、関西電力が公表している２月の需給見通しも深刻だ。関電によると、２４４１万キロ
ワットの供給に対して需要は２６６５万キロワットと、８．４％の需給ギャップがある。夏場
の需要増への対応は容易ではない。
　東電は大口需要家向け電気料金の引き上げを実施する。液化天然ガス（ＬＮＧ）など燃料手
当てでコストが膨らんでいることが背景にあるが、需要家は電力制限とコスト増というダブル
パンチに見舞われることになる。
　日本の産業界は超円高の定着に対して、生産体制の再構築を余儀なくされているが、電力制
限はその動きを加速させることになる。

10101010 米米米米カルフォルニアカルフォルニアカルフォルニアカルフォルニア州州州州・・・・・・・・・・・・自動車排自動車排自動車排自動車排ガスガスガスガス規制強化規制強化規制強化規制強化、、、、大気資源局大気資源局大気資源局大気資源局はははは新制度作成新制度作成新制度作成新制度作成
　ＺＥＶ、ＰＨＶ　ＺＥＶ、ＰＨＶ　ＺＥＶ、ＰＨＶ　ＺＥＶ、ＰＨＶのののの販売比率販売比率販売比率販売比率　　　　２５２５２５２５年年年年までにまでにまでにまでに１５１５１５１５％％％％へへへへ

　米カルフォルニア州は自動車排ガス規制の強化を打ち出した。同州大気資源局（ＡＲＢ）は
このほど、乗用車と軽トラックを対象とする「先進クリーン車規制（ＡＣＣＲ）を発表した。
２０２５年までに、同州内で「ゼロエミッション車（ＺＥＶ）」やプラグインハイブリッド（
ＰＨＶ）の販売比率を１５％に引き上げることなどが柱。ＰＨＶや燃料電池車、関連インフラ
などの技術開発を促し、温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出削減を狙う。

12121212 三井化学三井化学三井化学三井化学シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄセンターセンターセンターセンター　　　　藤田照典藤田照典藤田照典藤田照典　　　　社長社長社長社長・・・・・・・・・・・・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講演講演講演講演



　　　　日本日本日本日本のののの化学産業化学産業化学産業化学産業、、、、強強強強ささささ持続持続持続持続　　　　触媒触媒触媒触媒ををををキーキーキーキー技術技術技術技術にににに、、、、課題課題課題課題はははは事業事業事業事業モデルモデルモデルモデル・・・・知財知財知財知財
　三井化学シンガポールＲ＆Ｄセンター（ＭＳ－Ｒ＆Ｄ）の藤田照典社長はシンガポール・ケ
ミカル会が主催したセミナーで「日本の化学産業の強さと今後の持続成長の道」と題した講演
を行った。昨今、日本の製造業の競争力低下が叫ばれるなか、藤田社長は「日本の化学産業は
強い」と断言。さまざま角度から日本の化学産業の強み、課題について分析した上で「リーデ
イング産業になれる」と強調した。一貫して研究畑を歩んできた同氏の視点から、課題と将来
性について熱弁をふるった。
　日本の化学産業を数字でみると、２０１０年の産業別出荷額は輸送機器に次ぐ２位となる
２５兆８０００億円で、付加価値額は１０兆円規模を誇る。国外のライセンス収支では、４１
４億円で日本の産業界でトップとなっている。こうした実情を踏まえ「国を代表する高い競争
力を持つ産業」と評価する一方、発散型の化学産業では過度な事業多角化や、一つの分野に多
数の企業が参入して過当競争に陥りやすい「選択と集中の罠」があると指摘。景気変動の影響
を受けにくい優位性を持ちながらも、全体の収益を低下させている産業界の体質を課題に挙げ
る。
　また、「化学品、素材、部材提供に止まり、サプライチェーンのなかで主導権を握っていな
い」と評する一方、ノーベル化学賞７人を輩出するなど研究開発力や人材供給の優位性など今
後の持続的成長となる下地は世界でもゆるぎないポジションにあるとしている。
そのうえで、今後の日本の化学産業の発展には「産業の根を育てる技術」「実を結ばせるビジ
ネスモデル」「葉を茂らせ木を大きくする知財マネジメント」の３点に対する意識改革が重要
であり、開発された技術が十分に生かされていない現状を打破することで「より多くの大きな
果実の収穫が可能」と述べた。

　　　　２２２２月月月月０２０２０２０２日日日日（（（（木木木木））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・後半後半後半後半にににに失速失速失速失速したしたしたした１１１１１１１１年年年年のののの化学工業生産化学工業生産化学工業生産化学工業生産

　昨年は東日本大震災、原発事故による電力制約、そしてタイの洪水など相次ぎ、生産設備被
害に加えサプライチェーンの寸断による原材料調達に支障が起こり、自動車や電機など多くの
産業が混乱した。その影響は１１月まで続いたが１２月にはほぼ解消され、鉱工業生産は前月
比プラスに転じた。１１年の化学工業生産を業種別にみると、石けん・合成洗剤・界面活性剤
は前年比１．１％増、化粧品は０．９％減とほぼ前年並み、塗料・印刷インキは２．０％減に
止まった。これに対して石油化学製品（特掲）は５．１％減、ソーダ工業製品は５．５％減等
素材型製品の不振が目立つ。
　石油化学製品ではポリエチレン４．４％、ポリプロピレン９．６％など汎用樹脂が軒並み減
少した。被災のほか、輸入品の増加も無視できず、今後のコンビナート運営にも影を落として
いる。国際市況の高騰を受けて収益を押し上げてきたモノマー系基礎化学品も、後半に生産調
整が迫られた。
　１１年の鉱工業生産指数は９１．１だが、化学工業は８９．５。年末の急ブレーキが大きか
ったことになる。ここ数年増産に寄与してきた中国向けなど輸出が減速、国際市況の低落や円
高による収益悪化に直面している基礎化学品に不透明感を増す中で、国内事業のあり方が改め
て問われることになりそうだ。

2222 旭化成旭化成旭化成旭化成ケミカルズケミカルズケミカルズケミカルズ　　　　坂本正樹坂本正樹坂本正樹坂本正樹　　　　社長社長社長社長　　　　トップインタビュートップインタビュートップインタビュートップインタビュー・・・・・・・・・・・・逆風逆風逆風逆風にはにはにはには「「「「気合気合気合気合」」」」でででで向向向向かうかうかうかう
◆・２０１２年の見通しは。
　厳しい。リーマンショック後の世界不況よりも、今回は長引くと覚悟している。汎用品は市
場まかせであって、自分で打つ手は限られる。せいぜい減産でバランスを調整するぐらいのこ
としかできない。どれだけ市場に影響を受けない事業構造にするかが経営のテーマだ。
◆・中計への影響はありますか。
　中計の目標は変えない。先行き不透明の部分はあるが、経営は「気合」も大事だ。計画した
ことは強い意思でやりぬく。シンガポールでＳ－ＳＲＢの第２期計画も決めた。第１期が立ち
あがる１３年以降は需給バランスがくずれ、第２期の１５年にはどしゃ降りになるかもしれな
い。しかし、Ｓ－ＳＲＢでアジアナンバー１を目指すというのが当社の意思。石にかじりつい
ても実現させる。
◆・不採算事業の「間伐」を進めるといってきました。
　テンポを上げなくてはならない。１２年度上期中に方向を決める。水島のエチレンのダウン
サイジングは、プロピレン、ブタジエンのバランスを見て決めたい。Ｃ２系誘導品で利益を得
ることは難しくなっており、Ｃ４系はどこも不足。日本のエチレンセンターは結局、Ｃ３系の
競争力次第ではないか。

3333 エフピコエフピコエフピコエフピコ・・・・・・・・・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトルｔｏｔｏｔｏｔｏ透明容器透明容器透明容器透明容器　　　　事業品格化事業品格化事業品格化事業品格化　　　　トレートレートレートレーやややや蓋材蓋材蓋材蓋材　　　　春先投入春先投入春先投入春先投入
　エフピコは、「ＰＥＴボトルｔｏ透明容器」事業を本格的にスターとさせる。中部リサイク
ル工場（岐阜県安八郡）に設置した日本初のＰＥＴメカニカルリサイクルプラントで、店頭か
ら回収したＰＥＴボトルを再生原料（フレーク）化し、透明容器にリサイクルして市場に供給
する。春先から透明トレーや弁当蓋材などとして販売する方針。

6666 溶剤用溶剤用溶剤用溶剤用ＴＸ、ＴＸ、ＴＸ、ＴＸ、値上値上値上値上げげげげ局面局面局面局面・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ上昇気配上昇気配上昇気配上昇気配などなどなどなど要因要因要因要因、、、、１０１０１０１０円幅打円幅打円幅打円幅打ちちちち出出出出しししし
　溶剤用のＴＸ（トルエン・キシレン）が値上げ局面に入った。複数の商社系サプライヤーが
値上げ打ち出し、あるいは本格的な検討に入ったもので、ナフサ価格の上昇予測や物流コスト
のアップがその要因となっている。足元の需給はタイト気味となっている上、海外市況も今年
に入り上昇気配を強めている。需要家の抵抗も弱くはないとみられているものの、国内市況に
おける上昇圧力がにわかに高まっているのが現状だ。
　市況のよる随時交渉方式の大手サプライヤーは、２月１日からおよそ１キログラム当たり
１０円の上げ幅で値上げを打ち出した。内訳は、今年１－３月期の国産ナフサ価格が１キロリ
ットル当たり５万３０００円程度になると想定ｓ、ナフサ上昇分として３～４円。また、内航



船など運賃が上昇傾向にあるなど物流コスト分が最大２円。さらに、競争が激化するなか、数
年来の自助努力でコスト負担を図ってきたことによる採算悪化を是正する分として同４円とし
ている。
　尚、ＴＸの市況分の価格は、昨年夏までにナフサおよそ６万円に相当する値上げが図られた
後、その後のナフサ価格値下がりに連れ、段階的に下落。現状ではナフサ５万２０００円の水
準が大勢となっている。

12121212 フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン石化拡張石化拡張石化拡張石化拡張・・・・・・・・ＪＧＪＧＪＧＪＧサミットサミットサミットサミットがががが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、、、、１４１４１４１４年年年年エチレンエチレンエチレンエチレン３２３２３２３２万万万万トントントントン稼働稼働稼働稼働
　フィリピンの石化産業が拡張期を迎えている。ルソン島のバタンガスでポリオレフィンを操
業するゴコンウェイ財閥のＪＧサミットがバタンガスに同国初のナフサクラッカー建設に着手。
約８億米ドルを投じてエチレン年３２万トン、プロピレン１９万トン能力のクラッカーを建設
する計画で、２０１４年初の本格稼働が見込まれる。さらにＪＧサミットは川下の直鎖状低密
度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）設備の増強にも着手した。また石油精製ではペトロンが２０
億ドルを投じて第２期増強にも乗り出している。これら石油・石化製品では好調な経済を背景
に伸びる内需への対応を図る一方、ベトナムや中国などへの輸出でも攻勢をかける方針だ。

　　　　２２２２月月月月０３０３０３０３日日日日（（（（金金金金））））
1111 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蒸留工程蒸留工程蒸留工程蒸留工程、、、、加熱加熱加熱加熱せずせずせずせず８５８５８５８５％％％％省省省省エネエネエネエネ・・・・・・・・新日鉄新日鉄新日鉄新日鉄エンジエンジエンジエンジ－－－－東大東大東大東大　　　　３３３３年後実用化年後実用化年後実用化年後実用化

　新日鉄エンジニアリングと東京大学は２日、バイオエタノールの製造コストを大幅に削減す
る省エネ蒸留プロセスを開発したと発表した。自己熱再生理論を用いることで、加熱装置を使
用せず圧縮操作による潜熱・顕熱を使い、消費エネルギーの８５％削減を実証した。３年後の
実用化を目指す計画で、バイオエタノールに限らず石油化学産業向け蒸留プロセスへの応用も
可能とみて用途開拓を検討していく。
　新日鉄エンジと東大生産技術研究所が新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の
委託事業として行い、新日鉄エンジが北九州環境技術センター内にパイロットプラントを建設
し実証試験を実施した。

1111 メタンハイドロレートメタンハイドロレートメタンハイドロレートメタンハイドロレート試験掘削試験掘削試験掘削試験掘削・・・・・・・・・・・・ＪＯＧＭＥＣＪＯＧＭＥＣＪＯＧＭＥＣＪＯＧＭＥＣ
　石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）は２日、次世代のエネルギー資源として
期待される深海底の「メタンハイドレート」から天然ガスを取り出す世界初の海洋産出試験に
着手すると発表した。今月中旬に愛知県渥美半島沖で掘削作業を開始し来年１～３月の産出を
目指す。
　試験は石油資源開発が主体となり渥美半島沖約７０キロ、水深約１０００メートルの地点で
実施。メタンハイドレートは深海底や永久凍土内でメタンと水が結晶化した氷状の物質。火を
つけると燃えることから「燃える氷」といわれ、日本近海にも豊富に存在する。

2222 １２１２１２１２月月月月、、、、石化用石化用石化用石化用ナフサナフサナフサナフサ７６３７６３７６３７６３円下円下円下円下げげげげ
　２０１１年１２月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、為替が１円弱の円安に振れ、原
油価格は前月速報値比１キロリットル当たり２５４０円上げの５万５６９３円となるなか、石
化用ナフサは１キロリットル当たり４万８７７６円と、同７６３円の下げとなった。
ガソリン、灯油、軽油、液化天然ガス（ＬＮＧ）も値を下げた。
【１２月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】
　　　　　　　　　　　　　（換算レート７７．５８円／ドル）出所：財務省貿易統計）

10101010 消費者製品消費者製品消費者製品消費者製品・・・・・・・・・・・・ＧＨＳＧＨＳＧＨＳＧＨＳ対応対応対応対応をををを検討検討検討検討、、、、経産省経産省経産省経産省ラベルラベルラベルラベル表示表示表示表示がががが最適最適最適最適
　経産省は、洗剤など消費者製品のＧＨＳ（化学品の分類・表示に関する世界調和システム）
た対応に乗り出す。消費者が安全に使用する観点からは、ラベル表示による情報伝達が望まし
いと判断した。台所用洗剤、塩素系漂白剤、など既にＧＨＳ対応を実施している業界の先行事
例を参考に、関係省庁と連携して課題を整理し具体化を検討する。
　ＧＨＳは、化学品を危険有害性の種類と程度によって分類し、ラベル表示やＭＳＤＳを提供
する仕組み。２００３年に国連が提案し、世界統一ルールに基づいて各国が法制化することを
勧告している。
　日本では、ＧＨＳ対応の共通基盤となる新しいＪＩＳが３月に制定される。これに関連する
化学物質排出把握管理促進法（化管法）、労働安全衛生法（労衛法）、毒物及び劇物取締法（
毒劇法）の３法は、今春にＧＨＳとの整合化を完了する。企業間の化学品取引については、サ
プライチェーンにおける情報伝達の仕組みが整う。
　消費者製品はＧＨＳ適用の対象だが、人への暴露が短時間で慢性的な健康影響が生じにくい
ため、リスクに基づいて表示を行うと規定されている。国内では、２００７年に慢性的な健康
影響リスクが懸念されなければ有害性情報を表示しなくてもよいことが確認されている。
　現在、業界団体が自主的にガイドラインを定めてＧＨＳ対応のラベル表示を実施している消
費者製品は、台所用洗剤、塩素系漂白剤、塩素系洗浄剤、酸性洗浄剤および家庭用塗料。いづ
れも２０１１年１月から実施されている。今年１月からは芳香・消臭・脱臭・消臭剤のエアゾ
ール製品がこれに加わった。
　同省は、日本石鹸洗剤工業会、日本塗料工業会など先行する業界団体の取り組み事例を参考
に、関係省庁と連携して法制度を含めた具体的対策を検討する。

原油・粗油 55,693 114.13
円／キロリットル ドル／バレル

灯油 64,567 132.32

ガソリン（自動車用） 56,162 115.09
ナフサ（石化用） 48,776 99.96
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