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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）

　４月１６日（月）　４月１６日（月）　４月１６日（月）　４月１６日（月）
1111 旭化成ケミカルズ・・・１５年度に売上高１兆円　ＡＮ、Ｓ－ＳＢＲ海外増設が貢献旭化成ケミカルズ・・・１５年度に売上高１兆円　ＡＮ、Ｓ－ＳＢＲ海外増設が貢献旭化成ケミカルズ・・・１５年度に売上高１兆円　ＡＮ、Ｓ－ＳＢＲ海外増設が貢献旭化成ケミカルズ・・・１５年度に売上高１兆円　ＡＮ、Ｓ－ＳＢＲ海外増設が貢献

　旭化成ケミカルズは、２０１５年度末に売上高１兆円、営業利益率８％の達成を目指す。
グローバルリーデイング事業と位置付けるアクリロニトリル（ＡＮ）、溶液重合スチレン・ブ
タジエンゴム（Ｓ－ＳＢＲ）の海外売上高拡大、環境や健康に貢献する高機能製品事業の伸長
を見込むほか、固定費を中心とする経費削減で実現する。同社は旭化成グループの中核事業会
社で、グループ売上高の５割を担うとともに、利益率を高めることで医療、エレクトロニクス
など戦略分野に対する投資の原資供給の役割を果たす考え。

2222 東洋紡・・・包装用ＯＰＰフィルム　直進カット性を向上東洋紡・・・包装用ＯＰＰフィルム　直進カット性を向上東洋紡・・・包装用ＯＰＰフィルム　直進カット性を向上東洋紡・・・包装用ＯＰＰフィルム　直進カット性を向上
　東京インキと共同開発　写真印刷も可能　東京インキと共同開発　写真印刷も可能　東京インキと共同開発　写真印刷も可能　東京インキと共同開発　写真印刷も可能

　東洋紡は、東京インキと共同で、直進カット性に優れる２軸延伸ポリプロピレン（ＰＰ）
フィルムを開発した。縦方向の力に対してカットしやすい特性を付与したもので、従来品に比
べて引き裂き伝播抵抗が小さいうえ、光のちらつき感が少ないのが特徴。また写真印刷が可能
なことから、従来用いられていた表印刷基材が不要となるという。販売は両社で行い、ステイ
ック包装や菓子包装への採用を見込む。東洋紡はこのほかにも耐候性に優れる熱収縮ポリオレ
フィンフィルムや、ナイロンの特性を有する柔軟性ポリエステル（ＰＥＴ）フィルムの開発を
進めており、得意とする包装分野で事業拡大につなげる。

3333 サンエー化研・・セパレータレス保護フィルム　長尺タイプを投入、気泡混入　大幅に削減サンエー化研・・セパレータレス保護フィルム　長尺タイプを投入、気泡混入　大幅に削減サンエー化研・・セパレータレス保護フィルム　長尺タイプを投入、気泡混入　大幅に削減サンエー化研・・セパレータレス保護フィルム　長尺タイプを投入、気泡混入　大幅に削減
　サンエー化研は、セパレータレスのポリエステル（ＰＥＴ）フィルムベースの保護フィルム
に、長尺タイプを投入する。長尺化の課題となっていた気泡混入を大幅に低下させ、従来品の
１０倍となる２０００メートル巻きを実現した。長尺化によるさらなる生産効率の向上が可能
となる。保護フィルムのメイン商品として位置付け、光学分野を中心に展開していき考え。

3333 興人・・・フィルムのアジア開拓強化、シュリンク輸出拡大　ナイロンは合弁新設備と連動興人・・・フィルムのアジア開拓強化、シュリンク輸出拡大　ナイロンは合弁新設備と連動興人・・・フィルムのアジア開拓強化、シュリンク輸出拡大　ナイロンは合弁新設備と連動興人・・・フィルムのアジア開拓強化、シュリンク輸出拡大　ナイロンは合弁新設備と連動
　興人（三菱商事１００％出資）は、フィルム事業のアジア市場開拓を強化する。独自技術を
生かした高付加価値分野をターゲットに市場開発を進めており、すでにテーマ設定が完了した
シュリンクフィルムから輸出拡大に着手する。
　ナイロンフィルムは、出光ユニテックと折半出資で設立した「Ｋ＆Ｉフィルム」が２０１３
年４月に年産４０００トンのチューブラ法設備を完成させるのと連動し、アジアへの製品投入
を強化する。

3333 三菱樹脂・・・ＰＥ不織布製医療用滅菌包材　コストダウン実現　フィルム側に易剥離層三菱樹脂・・・ＰＥ不織布製医療用滅菌包材　コストダウン実現　フィルム側に易剥離層三菱樹脂・・・ＰＥ不織布製医療用滅菌包材　コストダウン実現　フィルム側に易剥離層三菱樹脂・・・ＰＥ不織布製医療用滅菌包材　コストダウン実現　フィルム側に易剥離層
　三菱樹脂は、デユポンの不織布「タイベック」による医療用滅菌法包装材料のコストダウン
を可能とする深絞り用透明フィルム「ダイアミロンＭＦＨ６タイプ」を開発した。イージー
ピール機能を透明フィルム側に設計することにより、包装材料を加工する際のトータルコスト
ダウンを実現した。手術用のガーゼ、綿棒など包装材料として衛生材料メーカーに提案してい
く。
　同社の共押出技術で生産するポリプロピレン（ＰＰ）／ナイロン／イージーピール層の３層
フィルムで、良好な透明性、深絞り加工性、イージーピール強度の自由なコントロールといっ
た機能を兼ね備える。

3333 大倉工業・・・ポリオレフィンフィルム値上げ大倉工業・・・ポリオレフィンフィルム値上げ大倉工業・・・ポリオレフィンフィルム値上げ大倉工業・・・ポリオレフィンフィルム値上げ
　大倉工業は、５月１５日出荷分からポリエチレンフィルム（ＬＤＰＥ、Ｌ－ＬＤＰＥ、ＨＤ
ＰＥ）、ポリプロピレンフィルム（ＯＰＰ、ＣＰＰ）の価格改定を行う。値上げ幅はいずれも
１ｃｃ当たり２．５銭以上・原燃料高騰が理由。

10101010 容リ協・・・プラ容器包装廃棄物　内容・選別可能性を評価、伊勢崎市などに実証試験委託容リ協・・・プラ容器包装廃棄物　内容・選別可能性を評価、伊勢崎市などに実証試験委託容リ協・・・プラ容器包装廃棄物　内容・選別可能性を評価、伊勢崎市などに実証試験委託容リ協・・・プラ容器包装廃棄物　内容・選別可能性を評価、伊勢崎市などに実証試験委託
　効率的資源化手法の検討、有用なデータ抽出　効率的資源化手法の検討、有用なデータ抽出　効率的資源化手法の検討、有用なデータ抽出　効率的資源化手法の検討、有用なデータ抽出

　日本容器包装リサイクル協会は、自治体が回収したプラスチック容器包装廃棄物の内容や状
態を分析し、再資源化のための選別可能性や全別物の価値を評価する実証試験を開始した。
伊勢崎市（群馬県）と、プラ容器包装のリサイクルを手掛けるエコファクトリー（埼玉県本庄
市）に実証試験を委託した。現状、容器包装プラの内容や選別可能性に関する客観的・統一的
なデータは存在しない。実証試験で客観的・統一的なデータを抽出し、各種再資源化手法の改
善検討などに生かしてもらいたい考え。

10101010 環境省が確報値・・・１０年度のＧＨＧ排出量、４．２％増の１２億５８００万トン環境省が確報値・・・１０年度のＧＨＧ排出量、４．２％増の１２億５８００万トン環境省が確報値・・・１０年度のＧＨＧ排出量、４．２％増の１２億５８００万トン環境省が確報値・・・１０年度のＧＨＧ排出量、４．２％増の１２億５８００万トン
　３カ年平均、基準年比１０．９％減　３カ年平均、基準年比１０．９％減　３カ年平均、基準年比１０．９％減　３カ年平均、基準年比１０．９％減

　環境省は、２０１０年度の国内の温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量の確報値をまとめた。総排
出量はＣＯ２換算で１２億５８００万トン（前年度比４．２％増）。リーマンショック後の景
気後退からの回復によｒ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
加したことなどが増加要因。京都議定書基準年の９０年度比では０．３％減と２年連続で下回
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った。この結果、０８～１０年度の３カ年平均では、基準年比１０．９％の排出削減（森林吸
収量、京都メカニズム活用分を含む）となった。
　基準年比で産業部門が１２．５％減と排出削減が進んでいるが、家庭が３４．８％増、業務
・その他部門が３１．９％増と大幅に増加、排出削減対策が遅れたままに推移している。運輸
部門は６．７％増。

10101010 エネ庁まとめ・・・最終エネ消費、２０１０年度　４％増加、景気回復と猛暑で　エネ庁まとめ・・・最終エネ消費、２０１０年度　４％増加、景気回復と猛暑で　エネ庁まとめ・・・最終エネ消費、２０１０年度　４％増加、景気回復と猛暑で　エネ庁まとめ・・・最終エネ消費、２０１０年度　４％増加、景気回復と猛暑で　
　日本の２０１０年度の最終エネルギー消費は、前年度比４％増加し１万４９７４ペタジュー
ル（ＰＪ）となった。景気回復と猛暑厳冬を背景に、産業、民生、運輸の各部門で増加を記録
した。資源エネルギー庁が１３日に２０１０年度エネルギー需給実績（確報）をまとめた。
　部門別エネルギー消費は、産業部門が景気回復による製造業の増産で前年度比６．７％増の
６５７２ＰＪ。民生部門は、業務・家庭の両部門とも増え、２．８％増の４９７２ＰＪ、
運輸部門は３４３０ＰＪと０．９％増加した。
　９０年度比では総排出量は６．１％増加。産業部門は１２．５％減少したが、業務部門は
３１．９％増加、家庭部門は３４．８％増加、エネルギー転換部門は１９．３％増加と大幅に
増加し、運輸部門も６．７％増加した。

11111111 ＩＥＡ・・日本の１２年石油需要増、当初予想の半分程度、原発停止の代替、半分強がＬＮＧＩＥＡ・・日本の１２年石油需要増、当初予想の半分程度、原発停止の代替、半分強がＬＮＧＩＥＡ・・日本の１２年石油需要増、当初予想の半分程度、原発停止の代替、半分強がＬＮＧＩＥＡ・・日本の１２年石油需要増、当初予想の半分程度、原発停止の代替、半分強がＬＮＧ
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）はこのほど公表した石油市場月報で、東京電力福島第１原発
事故後の原発稼働停止を受けて日本の石油需要について、増加幅は当初予想の半分程度にとど
まったと明らかにした。また、２０１２年の需要の増加幅は、原発再稼働の進み具合次第で日
量２５万～３０万バレルになるとの見通しを示した。
　ＩＥＡ月報によると、１１年の日本の総発電量は前年比４．７％減の９３７億キロワット時。
発電量に占める原子力の比率は過去５年間の平均の２８％から１７％に低下し、火力は同５０
％から６０％に増加した。火力増加分の５６％は液化天然ガス（ＬＮＧ）が、２０％は残留燃
料油が占め、石炭は逆に３％分減少。石油は２７％で、総発電量減少もあって、需要増は日量
１４万５０００バレルにとどまった。
　１２年の需要動向については、ＬＮＧ発電は震災前の時点で稼働率が８０％に達し、再ガス
可能力も限られているため、原発の減少分を埋め合わせるには限界があると指摘。発電用の
化石燃料増加分に占める石油の比率は１１年より高まると見込んだ。そのうえで、関西電力
大飯原発など一部原発が８月に再稼働するのが基本シナリオだとしながらも、日本の世論は
原発再稼働に懐疑的で「原発なしのシナリオも排除できない」と指摘。

12121212 ブタジエン、再びタイトに・・・アジア市況４０００ドル目指す展開へブタジエン、再びタイトに・・・アジア市況４０００ドル目指す展開へブタジエン、再びタイトに・・・アジア市況４０００ドル目指す展開へブタジエン、再びタイトに・・・アジア市況４０００ドル目指す展開へ
　ＣＰＣ火災事故や合成ゴム増産影響　ＣＰＣ火災事故や合成ゴム増産影響　ＣＰＣ火災事故や合成ゴム増産影響　ＣＰＣ火災事故や合成ゴム増産影響

　ブタジエンのアジア需給が再び引き締まってきた。台湾中油（ＣＰＣ）で発生したブタジエ
ン設備（年８万トン能力）の火災事故による停止や、マレーシアのタイタン・ケミカルズが今
月下旬にブタジエン設備（１０万トン能力）を機器不調により１０日間以上停止する見通しで、
供給減少が見込まれるためだ。
需要面では、減産を続ける合成ゴムメーカーが自動車タイヤ向けなどに増産期に入る。この間
ブタジエンは価格高騰などから引き合いが鈍くなっていたが、再び需給が引き締まることが予
想され、アジア域内のスポット価格も再び１トン当たり４０００ドルを目指す展開に反転しつ
つある。

12121212 中国のＧＤＰ・・・１Ｑは８．１％成長、５期連続で鈍化、３年ぶり低水準に中国のＧＤＰ・・・１Ｑは８．１％成長、５期連続で鈍化、３年ぶり低水準に中国のＧＤＰ・・・１Ｑは８．１％成長、５期連続で鈍化、３年ぶり低水準に中国のＧＤＰ・・・１Ｑは８．１％成長、５期連続で鈍化、３年ぶり低水準に
　中国国家統計局が１３日発表した２０１２年第１四半期（１－３月）の国内総生産（ＧＤＰ）
は物価変動を除いた実質で前年同期比８．１％増と、５期連続で鈍化し、伸び率は約３年ぶり
の低水準となった。前期比では１．８％増。
　当局は預金準備率の追加引き下げの時期を慎重に探っており、内需拡大のため消費促進策の
導入も検討。伸び率を押し下げた大きな要因の１つは内需不振だ。昨年までの金融引き締めや
バブル対策を受け、不動産市場が低迷。金融危機克服のために打ち出された４兆元（約５１兆
円）の景気対策が一服し、鉄道・道路整備など公共投資も勢いが鈍化。生産活動や消費を圧迫
している。追い打ちを掛けたのが欧州の債務危機だ。ただ、米景気回復期待が高まるなど、一
時期よりは外需に対する懸念は後退している。温家宝首相は地方視察で「指標の下降は合理的
な水準に収まっており、経済は期待する方向に発展を続けている。経済情勢は総じて良好だ」
と、景気減速への過度の懸念は必要ないとの見解を示してしる。

　４月１７日（火）　４月１７日（火）　４月１７日（火）　４月１７日（火）
2222 ＮＧＬで高収益狙う・・・米コノコから独立のＰＳＸ　石化原料に活用ＮＧＬで高収益狙う・・・米コノコから独立のＰＳＸ　石化原料に活用ＮＧＬで高収益狙う・・・米コノコから独立のＰＳＸ　石化原料に活用ＮＧＬで高収益狙う・・・米コノコから独立のＰＳＸ　石化原料に活用

　国際石油資本（スーパーメジャー）が収益性に乏しい下流部門を売却する動きが続く中、コ
ノコ・フィリップスから切り離される精製・販売部門の新会社「フィリップス６６（ＰＳＸ）」
が意欲的な成長戦略を打ち出した。過去３年間の平均で８％の使用総資本利益率（ＲＯＣＥ）
について、１５％以上を持続できる体制を構築する。起爆剤とするのはシェールガス革命によ
り急増が予想される天然ガス液（ＮＬＧ）だ。
　ＰＳＸはコノコ・フィリップスの石油精製販売のパイプラインなど中流およびオレフィン・
ポリオレフィンを中心とした化学品の３事業を引き継ぎ今月末の誕生する。コノコは同社の株
を保有しない。成長の原動力とするＮＧＬは、米国でパイプライン輸送に適した組成とするた
めに天然ガスから取り除かれている成分。エタン、プロパンが主成分で、分留することによっ
て競争力のあるオレフィン原料になる。ＰＳＸはシェールガス開発の進展にともない１０年後
に生産量が現状の１．５倍以上に拡大するとみている。
　これにともない輸送や処理などのインフラ構築に７００億～８００億ドルの投資が必要にな
るという。これまで関連諸企業により２１０億ドルの投資計画が打ち出されているが、同社も



スペクトラ・エナジーとの合弁企業を通じて６０億ドルの投資を表明している。
　化学品事業では、ＮＧＬを石化原料にするために必要な分留能力の増強を決断した。テキサ
スにあるシェブロンとの合弁シェブロン・フィリップス・ケミカルで２０１３年２月をめどに
能力を日量２万２０００バレルに引き上げる。このほか、エタンクラッカーとエチレン誘導品
に５０億ドルを投資。１４年にはポリエチレン製造に用いる１－ヘキセンの新プラントを稼働
させる計画だ。

2222 エチレン・・・千葉で稼働率引き上げ　誘導品需要持ち直し　住友化学、９割強にエチレン・・・千葉で稼働率引き上げ　誘導品需要持ち直し　住友化学、９割強にエチレン・・・千葉で稼働率引き上げ　誘導品需要持ち直し　住友化学、９割強にエチレン・・・千葉で稼働率引き上げ　誘導品需要持ち直し　住友化学、９割強に
　住友化学は、千葉工場のエチレンプラントの稼働率を９割強に引き上げた。年度末にかけて
在庫解消が進展したことを受け、ポリエチレン（ＰＥ）やポリプロピレン（ＰＰ）など誘導品
の需要が持ち直しているため、需要回復の力強さには欠けているものの、国内でエチレン装置
の事故が生じたこともあり、当面は高稼働を維持できる見通しもでている。同工場のエチレン
プラントの生産能力は年４０万トン。中国での春節明け以降、稼働率が徐々に回復し、３月下
旬には８０％台後半に達した。ここにきてＰＥやＰＰの川下製品の需要が上昇基調に転じてお
りエチレンプラントもほぼフル稼働へ移行した。また、昭和電工の大分コンビナートでのトラ
ブルの影響も現れている。大分では定期修理中のエチレンプラントに不具合が発生、５月末ま
での操業停止を余儀なくされている。

10101010 昭和電工・・・化学物質リスク評価本格化　自社システムとＥＣＨＡツール連動昭和電工・・・化学物質リスク評価本格化　自社システムとＥＣＨＡツール連動昭和電工・・・化学物質リスク評価本格化　自社システムとＥＣＨＡツール連動昭和電工・・・化学物質リスク評価本格化　自社システムとＥＣＨＡツール連動
　安全性要約書を簡便作成　安全性要約書を簡便作成　安全性要約書を簡便作成　安全性要約書を簡便作成

　昭和電工は、自社が扱う化学物質のリスク評価を本格化する。２０１３年度をめどに、自社
の化学物質管理スステムと欧州化学品庁（ＥＣＨＡ）が開発したリスク評価ツールを連動させ、
「安全性要約書」の作成を始めることを検討中。
　日本化学工業協会が推進する自主活動「ＧＰＳ／ＪＩＰＳ」の趣旨に沿い、化学物質の安全
性・有害性情報の一般公開を進める。改正化審法への対応では、優先評価物質に指定された化
学物質のリスク評価を急ぐ。

11111111 １１年度の発受電電力・・・最大の落ち込み、ＬＮＧ消費量は最高１１年度の発受電電力・・・最大の落ち込み、ＬＮＧ消費量は最高１１年度の発受電電力・・・最大の落ち込み、ＬＮＧ消費量は最高１１年度の発受電電力・・・最大の落ち込み、ＬＮＧ消費量は最高
　電気事業連合会（電事連）が１６日発表した２０１１年度の電力１０社の発受電電力量は、
約９３７２億キロワット時と前年同期実績を５，１％下回り、現在の電力１０社体制となった
１９７２年度以降で最大のマイナス幅を記録した。東日本大震災による発電設備の被災や企業
活動の低下に加えて、電力供給の不安定化によって企業・家庭の節電の取り組みなどが浸透し
たことも影響した。
　一方、原発を保有する電力各社が原発停止による代替電源として火力発電をフル稼働させた
ことで、火力発電の発電量は前年度比２５．８％増の約６１０６億キロワット時に急増。
火力燃料の液化天然ガス（ＬＮＧ）消費量は同２６．７％増の約５２８８万トンと過去最高に
上った。
　震災の特に大きな被害を受けた東北電力と東京電力の発受電電力量は同８．６％、同８．２
％それぞれ減少。いずれも会社創立以来の落ち込みとなった。

12121212 １２年韓国ＧＤＰ成長率見通し・・・３．５％に下方修正１２年韓国ＧＤＰ成長率見通し・・・３．５％に下方修正１２年韓国ＧＤＰ成長率見通し・・・３．５％に下方修正１２年韓国ＧＤＰ成長率見通し・・・３．５％に下方修正
　韓国銀行（中央銀行）は１６日、２０１２年の同国の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率見通しに
ついて、昨年１２月時点の３．７％から３．５％に下方修正した。また、消費者物価上昇率に
ついても、３．３％から３．２％に下方修正した。世界的な需要回復の緩やかなことが、下方
修正の主な理由という。

　４月１８日（水）　４月１８日（水）　４月１８日（水）　４月１８日（水）
1111 リンテック・・・フィルム製品　タッチパネル向け拡充、視認性向上や薄型化に寄与リンテック・・・フィルム製品　タッチパネル向け拡充、視認性向上や薄型化に寄与リンテック・・・フィルム製品　タッチパネル向け拡充、視認性向上や薄型化に寄与リンテック・・・フィルム製品　タッチパネル向け拡充、視認性向上や薄型化に寄与

　リンテックは、タッチパネル関連フィルム製品を拡充する。ガラス飛散防止フィルム（ＡＳ
Ｆ）、ＩＴＯ（インジウム・スズ酸化物）用ハードコートフィルムに新グレードを投入すると
ともに、高透明ハイバリアフィルムを新たに開発した。タッチパネルの視認性向上や薄型化等
に寄与する。今後もハードコート技術とオーダーメードの粘着剤技術を強みに製品開発を強化
し、変化が早い分野に柔軟かつ迅速に対応し早期にシェア拡大を図る。

2222 ３月エチレン生産　８．６％減・・・３年ぶりの低水準３月エチレン生産　８．６％減・・・３年ぶりの低水準３月エチレン生産　８．６％減・・・３年ぶりの低水準３月エチレン生産　８．６％減・・・３年ぶりの低水準
　経産省がまとめた３月のエチレン生産速報によると、生産量は前年同月比８．６％減の４７
万４００トンとなった。定期修理は前年の１プラントに対し、今年は２プラント。４０万トン
台の生産量は２００９年２月の４６万５０００トン以来の低水準。前年割れは７カ月連続。
前月比では１０．５％減。

2222 ３月のエチレン用輸入ナフサ・・・６５３５円上げの５万６０１２円３月のエチレン用輸入ナフサ・・・６５３５円上げの５万６０１２円３月のエチレン用輸入ナフサ・・・６５３５円上げの５万６０１２円３月のエチレン用輸入ナフサ・・・６５３５円上げの５万６０１２円
　経産省がまとめた３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５万６０１２円で、２月より６５３５円値上がりした。。ドル建て単価は１トン当た
り１００９．５ドルで、２月より６４．６ドル値上がり。為替レートは１ドル当たり８１．０
円で、２月より３．９円円安。

2222 軽油　世界需要が急拡大・・・元売り各社、輸出に商機、ＧＴＬプロセスで競争力軽油　世界需要が急拡大・・・元売り各社、輸出に商機、ＧＴＬプロセスで競争力軽油　世界需要が急拡大・・・元売り各社、輸出に商機、ＧＴＬプロセスで競争力軽油　世界需要が急拡大・・・元売り各社、輸出に商機、ＧＴＬプロセスで競争力
　燃料油における軽油の突出した伸びが、日本企業に商機をもたらしている。製油所の新増設
では、ガソリンなど他の油種を必然的に生産してしまうために解決できないこの問題。これに
対し日本では、元売り各社がかねてから軽油を主軸とした石油製品の輸出戦略を推進していた
うえ、昨年は天然ガスを原料に軽油を製造する独自のガスツーリキッド（ＧＴＬ）技術の開発
に成功した。また、製油所において重油やガソリンの収率を圧縮するための技術開発も進展し



ており、“デイーゼライゼーション”の波に乗る準備が整いつつある。
　軽油は、新興国ではトラックなど物流用を中心に堅調に拡大。また、欧州でも温室効果ガス
排出量の低さから乗用車への利用が進んでいる。一方でガソリンの伸びは、ガソリン車の燃費
改善などで鈍化しており、世界の石油製品市場に占める軽油など中間留分の割合が、２０１０
年の２９％から３０年には３４％へ拡大する一方、ガソリンは２６％から１４％へ縮小すると
の予想もある。
　こうしたなか、元売り各社は、軽油を中心とした輸出戦略を推進している。日本独自のＧＴ
Ｌプロセスがこのほど開発を完了し事業化段階に入った。天然ガスを原料に灯軽油を生産する
技術で、ガソリンを産出しないため軽油とガソリンとの需要ギャップを埋め合わせるのに有効
に機能する。従来技術では取り除いていた二酸化炭素を原料として利用できる点で競争力を持
つ。

3333 藤森工業・・・透明導電フィルム、ランダム型本格展開、フィルムヒーターなど期待藤森工業・・・透明導電フィルム、ランダム型本格展開、フィルムヒーターなど期待藤森工業・・・透明導電フィルム、ランダム型本格展開、フィルムヒーターなど期待藤森工業・・・透明導電フィルム、ランダム型本格展開、フィルムヒーターなど期待
　藤森工業は、ランダムネットワーク型透明導電フィルムの本格的な拡販を進める。金属ナノ
粒子がメッシュ構造でランダム形状であるため、デイスプレイなどの全面に置いてもモアレ（
干渉縞）の発生がない。フィルムに形成したものをガラス、アクリルなど各種基材へ転写する
ことも可能。電磁波シールド材や、幅広い分野での採用拡大が期待される透明フィルムヒータ
ー向けでの採用を目指す。

10101010 ＥＣＨＡ・・・ユークリッド５を改訂、ＣＳＲ情報の報告効率化など　５月めどに公開ＥＣＨＡ・・・ユークリッド５を改訂、ＣＳＲ情報の報告効率化など　５月めどに公開ＥＣＨＡ・・・ユークリッド５を改訂、ＣＳＲ情報の報告効率化など　５月めどに公開ＥＣＨＡ・・・ユークリッド５を改訂、ＣＳＲ情報の報告効率化など　５月めどに公開
　欧州化学品庁（ＥＣＨＡ）は、５月後半をめどにユークリッド５の改訂版「ユークリッド
５．４」を公開すると発表した。化学物質製造条件などＣＳＲ（物質安全性報告書）関連情報
の報告が効率化されるほか、ＳＤＳ（化学品安全性データシート）記載情報の一部が公開され
るようになる。ＲＥＡＣＨ－ＩＴも今秋までに更新する予定。
　ユークリッド５は、ＲＥＡＣＨ登録に必要な技術一式文書（Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　
Ｄｏｓｓｉｅｒ）を作成するための専用ソフトウエア。ＥＡＣＨは５．４公開後の物質情報の
登録方法などに関するＱ＆Ａをホームページに掲載する予定。

12121212 米国　シェールガス開発・・・各省庁の横断的組織発足米国　シェールガス開発・・・各省庁の横断的組織発足米国　シェールガス開発・・・各省庁の横断的組織発足米国　シェールガス開発・・・各省庁の横断的組織発足
　水圧破砕法による環境問題等対応　水圧破砕法による環境問題等対応　水圧破砕法による環境問題等対応　水圧破砕法による環境問題等対応

　米国政府は、シェールガス開発に関して各省庁を横断的にまとめる作業部会を立ち上げた。
オバマ大統領令により組織された同グループは米エネルギー省をはじめ、環境保護庁（ＥＰＡ）
国防省、内務省など関連省庁や機関が参画するもので、シェールガス開発に関する安全性や環
境保護のための政策立案や研究調査を横断的に実行する狙いだ。
　水圧破砕法の確立により低コストのガス開発が可能となり急速に開発が進む一方、同法によ
る水質汚染など環境破壊・安全への懸念が高まり、一部の環境団体などの間で反対運動が活発
化する兆しがある。
　同法による採掘の際、地下水脈を傷つけ、破砕のために使用する化学物質が生活・飲料水に
混入する危険性が指摘されている。ワイオミング州のケースでは、水圧破砕法が地下水汚染に
関連する報告書ＥＰＡよりまとめられている。また、他国では同様の懸念から規制の厳格化を
進める国もある。フランスが昨年、水圧破砕法による開発を禁止したのに続き、今年１月には
ブルガリア国会で同法を用いたシェールガス開発を禁止する決議案が可決している。
　米国では、厳格な規制が適用された場合、採掘コストの上昇や生産効率など開発そのものを
スローダウンさせるケースも想定される。

　４月１９日（木）　４月１９日（木）　４月１９日（木）　４月１９日（木）
1111 新社長登場　旭化成ケミカルズ　小林友二　氏・・・収益高めグループ貢献新社長登場　旭化成ケミカルズ　小林友二　氏・・・収益高めグループ貢献新社長登場　旭化成ケミカルズ　小林友二　氏・・・収益高めグループ貢献新社長登場　旭化成ケミカルズ　小林友二　氏・・・収益高めグループ貢献

□　昨年は日本の化学業界にとっても大変な年でした。
「２０１０年度は営業利益が予算比５０％増となり、１１年度上期も利益率９％台と好調だっ
た。ところが下期の不調で、通年の営業利益は予算比２０％の未達。利益率も７％を割った。
利益率７％は当社の実力と考えているので、１２年度はここに戻したい。原料高が響いている
が、コスト上昇分の８５％は円安と値上げでカバー。残る部分はＡＮとＳ－ＳＢＲの拡大、水
処理事業の採算改善、エンプラなど自動車向け製品の回復で取り戻したい」
□　旭化成の中計にどう貢献しますか。
「旭化成は１５年度に売上高２兆円、営業利益２０００億円を目標に掲げている。当社はグル
ープ中核企業で、戦略事業部門への投資資金を稼ぐキャッシュカウの役割を担っている。１５
年度に売上高１兆円、営業利益率８％を実現させたい」
□実現の道筋は。
「ＡＮとＳ－ＳＢＲはタイ、韓国、シンガポールで新増設しており、上乗せ分の半分は両事業
で得られる。残りは中計の基本戦略である「健康で快適な生活」「環境との共生」のコンセプ
トに合致する事業を伸ばすことで実現したい。二酸化炭素を原料に用いるポリカーボネート（
ＰＣ）樹脂技術や、当社独自の触媒を用いて天然ガスをを原料とするプロピレン、ブタジエン
製造プロセスもほぼ開発を終えており、どこでいつやるかを考える段階だ」
□水島地区のエチレン能力削減はどう考えますか。
「三菱化学と１基化に向けて１１年度中に決める予定だったが、まだ決めていない。日本のナ
フサベースのエチレン生産コストは、海外で生産するより割高になる。少しずつ首が締まって
いるのは事実だが、誘導品群のトータルの経済性を考えると、能力削減を実施しなくてはなら
ない環境ではないと判断した。ＡＮ、Ｓ－ＳＢＲは世界トップに向け海外で能増を進めている
が、それに合わせ国内能力を縮小する考えはない。国内にも安定したユーザーはいるし、自前
の原料を持っていることの強みもある。海外市場は急速にタイトになることもあり、能力に余
裕を持っていたい」



□エチレン系誘導品に不安がありますが。
「高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、スチレンモノマー（ＳＭ）は確かに厳しい。しかし、当
社のケミカル事業はサランラップなど収益性が高い製品が揃っている。規模の縮小を焦る必要
はない。ただ、その時がくればすぐに対応できる体制にはしている」

3333 東タイ・・・米東海岸に事業拠点、中国に続くアジア生産も検討東タイ・・・米東海岸に事業拠点、中国に続くアジア生産も検討東タイ・・・米東海岸に事業拠点、中国に続くアジア生産も検討東タイ・・・米東海岸に事業拠点、中国に続くアジア生産も検討
　フィルムコンバータ大手の東タイ（東京都台東区、真野健太郎社長）は、東日本大震災の影
響を受け、具体化が遅れていた海外での新たな成長戦略を再スタートさせる。
　米国市場は、既に拠点（東タイアメリカ、カルフォルニア州）を持ち、３０年の実績を持つ
西海岸に続き、東海岸地域の需要開拓に乗り出す。東海岸地域への物流体制の整備も進め、将
来的には供給拠点確保も狙う。東海岸地域の営業拠点は、当初計画では２０１１年上期にも設
立する予定だったが、大震災の影響で具体化が遅れていた。
　中国、アジア市場における業容拡大では、東洋製袋（蘇州）有限公司の事業強化に加え、新
たな現地生産拠点の建設に着手する考え。アジアにおける新たな供給拠点は、中国、ＡＳＥＡ
Ｎ地域での新規需要獲得を睨んだ供給拠点とする考えで、ミャンマーなど東南アジア地域を候
補に計画を具体化させていく。

6666 包装用フィルム・・・原料高騰で先高観・・・ＯＰＰなど値上げ交渉本格化へ包装用フィルム・・・原料高騰で先高観・・・ＯＰＰなど値上げ交渉本格化へ包装用フィルム・・・原料高騰で先高観・・・ＯＰＰなど値上げ交渉本格化へ包装用フィルム・・・原料高騰で先高観・・・ＯＰＰなど値上げ交渉本格化へ
　包装用フィルムの価格に上昇圧力が強まっている。原料となるポリオレフィンの高騰等を理
由に大手フィルムメーカーが相次ぎ価格修正を打ち出した。上げ幅はメーカーにより異なるが、
１連（５００平方メートル）当たり３５０～４００円（２０マイクロメートル厚　換算）。
ユーテイリテイーコストの上昇も避けられない状況にあり、事業採算確保に向けてコンバータ
など需要家との本格交渉を進める。原料のポリオレフィンは、原油ナフサの高騰を背景に、樹
脂メーカーが１キログラム当たり２５円以上の値上げを打ち出している。さらに、電力や副資
材のコストも上昇基調にあり。フィルム各社は事業採算の確保が困難な状況に直面している。

10101010 エネ政策と温暖化対策、一体的見直しへ・・・第４次環境基本計画案、中環審が答申エネ政策と温暖化対策、一体的見直しへ・・・第４次環境基本計画案、中環審が答申エネ政策と温暖化対策、一体的見直しへ・・・第４次環境基本計画案、中環審が答申エネ政策と温暖化対策、一体的見直しへ・・・第４次環境基本計画案、中環審が答申
　中央環境審議会は第４次環境基本計画案をまとめ、１８日に細野豪志環境大臣に答申した。
同計画は今月中に閣議決定される予定。環境基本計画は、今後の国の環境施策全体の方向性を
示すもので、およそ６年ごとに策定されている。４次計画案では、東日本大震災および原子力
発電所事故を踏まえ、冒頭部分でエネルギー政策と地球温暖化対策の一体的見直しや、災害廃
棄物広域処理の必要性、放射線物質による環境汚染の対策について記述。そのうえで環境行政
の究極目標である「持続可能な社会」を低炭素、循環、自然共生の各分野を統合的に達成する
ことに加え、「安全」がその基盤として確保される社会だと位置付けた。
　審議の過程で委員の間で意見が分かれた温暖化対策の「長期的目標として２０５０年までに
８０％の温室効果ガスの排出削減を目指す」との記述はそのまま残された。
　中環審の鈴木基之会長は「将来を見据えて持続可能な日本をどう考えていくか、世界の変化
のなかでも柔軟な対応ができるような基本計画になっている」と述べた。

　４月２０日（金）　４月２０日（金）　４月２０日（金）　４月２０日（金）
1111 花王・ココヤシ由来の中鎖脂肪酸　生成の一端解明、関与酵素も特定　非可食植物開発に道花王・ココヤシ由来の中鎖脂肪酸　生成の一端解明、関与酵素も特定　非可食植物開発に道花王・ココヤシ由来の中鎖脂肪酸　生成の一端解明、関与酵素も特定　非可食植物開発に道花王・ココヤシ由来の中鎖脂肪酸　生成の一端解明、関与酵素も特定　非可食植物開発に道

　花王は、ココヤシの油脂を作る仕組みの一端を解明した。洗浄用の界面活性剤などに適した
中鎖脂肪酸の生合成解析を試みたところ、Ａｃｙ１－ＡＣＰチオエステラーゼ（ＴＥ）と呼ば
れる酵素が生成に関与していることを突き止めた。ココヤシ由来のＴＥ遺伝子を導入した大腸
菌や植物で中鎖脂肪酸の蓄積が確認された。この酵素を指標にして育種研究を進めることによ
って、将来の非可食な油糧植物開発への応用を目指す。

1111 シェル・最新技術投入へ・・・中国・台州の石化プロジェクトシェル・最新技術投入へ・・・中国・台州の石化プロジェクトシェル・最新技術投入へ・・・中国・台州の石化プロジェクトシェル・最新技術投入へ・・・中国・台州の石化プロジェクト
　シェルは、ペトロチャイナ（ＣＮＰＣ）およびカタール国営石油（ＱＰＩ）と中国・浙江省
台州で計画する石油精製・石油化学プロジェクトにおいて最新の石化技術を投入する。
　モノエチレングリコール（ＭＥＧ）のＯＭＥＧＡ（オンリーＭＥＧアドバンテージ）技術で
は省エネ性能を一段と高めた開発中のＯＭＥＧＡⅡを採用する見通し。ポリカーボネート樹脂
の中間原料ジフェニルカーボネート（ＤＰＣ）は、シンガポールにノンホスゲン法のパイロッ
ト設備を建設し実証を進める計画で、台州に本格設備を建設する方向で検討している。
　台州のプロジェクトは昨年に台州市政府と枠組み協議を完了し、中国政府の認可取得を目指
している段階。年２０００万トンの石油精製設備、エチレン年１２０万トンのスチームクラッ
カーを軸とする。原料はカタールから輸入するコンデンセートを活用する計画。シェルはリー
マンショック後の０９年、広東省で中国石化およびクウｴート国営石油と計画していたプロジェ
クトから撤退していることもあり、台州プロジェクトの実現に力を入れている。

1111 石化協・・・次期会長に小林氏石化協・・・次期会長に小林氏石化協・・・次期会長に小林氏石化協・・・次期会長に小林氏
　石油化学工業協会は１９日、会長選考委員会を開催し、次期会長候補に小林喜光副会長（三
菱ケミカルホールデイングス社長）を推薦することを決めた。高橋恭平会長（昭和電工会長）
が７月に任期満了となることを受けたもので、７月５日開催予定の定時総会で決定する。

2222 エチレン生産、１５４万トン・・・１－３月期　０９年に次ぐ低水準エチレン生産、１５４万トン・・・１－３月期　０９年に次ぐ低水準エチレン生産、１５４万トン・・・１－３月期　０９年に次ぐ低水準エチレン生産、１５４万トン・・・１－３月期　０９年に次ぐ低水準
　石油化学工業協会がまとめた３月の主要石化製品生産実績によると、エチレンの生産量は前
年同月比８．６％減、前月比１０．５％減の４７万４００トン。実質稼働率試算は２月を
０．９％下回る８３．６％で、６カ月連続で９０％台を割り込んだ。
　１－３月期を見ると、エチレン生産量は１５４万３５００トンとなり、過去１０年で２番目
に低い水準にとどまった。



2222 石連・天坊会長会見・・・エネ政策、非常時も安定供給を　基本問題委に議論促す石連・天坊会長会見・・・エネ政策、非常時も安定供給を　基本問題委に議論促す石連・天坊会長会見・・・エネ政策、非常時も安定供給を　基本問題委に議論促す石連・天坊会長会見・・・エネ政策、非常時も安定供給を　基本問題委に議論促す
　　石油連盟の天坊会長（出光興産会長）は１９日会見し、「非常時の安定供給を先に議論し
なければエネルギー政策にならない」と、総合エネルギー調査会基本問題委員会での議論のあ
り方に懸念を示した。原子力発電の停止を受け、電源構成に占める石油火力の割合は１５％程
度まで高まっている。しかいｓ、総合エネ調基本問題委員会が示した２０３０年の電源構成で
は、しずれの選択肢も２～４％にとどまっている。
　これに対し天坊会長は「原子力発電と再生可能エネルギーの両面から攻めて、残りを化石燃
料で占めるという発想であり、現状これだけ使っている石油なしで非常時の安定胸腔体制を保
てるのかという議論が後回しにされている。本来あるべき姿とは逆だ」との見解を示した。
　また、「電源構成ばかりでなく、１次エネルギーの比率はどう考えるのか。石油製品は連産
品。石油火力が２％という前提で、消費地精製主義の観点から需給がバランスするのかどうか
も検討するべきだ」と、基本問題委に対し安定供給の観点にたち広範な議論を求めた。

3333 樹脂加工各社　構造転換へ正念場・・・薄型ＴＶ、太陽電池向け不振樹脂加工各社　構造転換へ正念場・・・薄型ＴＶ、太陽電池向け不振樹脂加工各社　構造転換へ正念場・・・薄型ＴＶ、太陽電池向け不振樹脂加工各社　構造転換へ正念場・・・薄型ＴＶ、太陽電池向け不振
　新規分野・海外市場開拓が急務　新規分野・海外市場開拓が急務　新規分野・海外市場開拓が急務　新規分野・海外市場開拓が急務

　樹脂加工メーカーが、事業構造の転換に向け正念場を迎えている。多くの企業で収益の柱に
なってきた薄型ＴＶ向けや太陽電池向けの部材ビジネスが不振に陥っていることが背景。
各社は、自動車部品、医療用機器、日用雑貨むけなどで新規分野の開拓を目指すのか、海外市
場の取り込みを目指してグローバルな業容拡大を計画・検討している。とくに薄型ＴＶ向けに
ついては、２０１２年度に一段と環境が悪化するとみられており、構造改革に残された時間は
少ないのが現状だ。
　１０年度に２００億円近い売上高を国内の液晶ＴＶ向けで稼いでいたある加工メーカーは、
１１年度の売上高が約２０億円へ減少、さらに１２年度は約２億円へ減少すると見込んでいる。

10101010 経済同友会・・低炭素社会づくりで提言書　エネ問題まど超短期・中長期に分け問題提起経済同友会・・低炭素社会づくりで提言書　エネ問題まど超短期・中長期に分け問題提起経済同友会・・低炭素社会づくりで提言書　エネ問題まど超短期・中長期に分け問題提起経済同友会・・低炭素社会づくりで提言書　エネ問題まど超短期・中長期に分け問題提起
　需要側のイノベーション重要　需要側のイノベーション重要　需要側のイノベーション重要　需要側のイノベーション重要

　経済同友会はこのほど、低炭素社会づくりに関与する報告書をまとめた。エネルギーベスト
ミックスおよび低炭素社会に向けた技術・システムの活用について、「３Ｅ（安定供給・環境
適合・経済効率性）＋Ｓ（安全性）」の観点で、「超短期」「中長期」の時間軸で必要なこと
を整理。需要家の意識・行動の変革、低炭素社会づくりに向けた企業の役割についても考えを
まとめた。低炭素社会づくりには需要側のイノベーションを起こす必要性を提示した。

12121212 ＰＰコンパウンド・・タイ市場　競争激化へ　ＩＲＰＣも参入、各社エコカー向け拡大ＰＰコンパウンド・・タイ市場　競争激化へ　ＩＲＰＣも参入、各社エコカー向け拡大ＰＰコンパウンド・・タイ市場　競争激化へ　ＩＲＰＣも参入、各社エコカー向け拡大ＰＰコンパウンド・・タイ市場　競争激化へ　ＩＲＰＣも参入、各社エコカー向け拡大
　ＡＳＥＡＮの自動車産業集積地であるタイで、ＰＰコンパウンドの競争が激化しそうだ。
牙城を築いている三井化学グループなどが出資するグランドサイアムコンポジッツに対し、
三菱化学グループ、住友化学グループが数年前から本格的に展開を強化している。さらにこの
ほど、ＰＴＴグループの石油精製・石化大手ＩＲＰＣが三菱化学グループの日本ポリプロから
技術供与を受け事業参入することを表明。
　タイの自動車産業は生産台数が１４６万台（２０１１年）とＡＳＥＡＮトップの地位にある
が、内需は半分程度で、錯塩は内需でインドネシアに追い抜かれた格好だ。日系自動車各社は
昨年の洪水被害にもかかわらずエコカーの生産を拡大すべく体制を整えつつある。
　自動車部材にうち大型部材のバンパーやインパネは物流ロスが大きく輸出には不向きのため、
現地生産が基本となる。これらに用いられる原料のＰＰコンパウンドは原料の配合比率や混練
技術などに優れる日系メーカーが優位にあり、とくにタイでは三井化学グループが出資するグ
ランドサイアムコンポジッツが圧倒的なシェアを握っている。
　このタイ市場に数年前から参入しているのが、三菱化学グループの日本ポリケムが出資する
マイテックスポリマーズタイランドと、住友化学及び東洋インキ・タイランドが出資する住友
ポリマーコンパウンズタイランドだ。
　ＩＲＰＣはプロピレンからポリプロピレンまで増強計画を進めており、日本ポリプロからコ
ンパウド技術の供与を受けることで一貫体制を整える。とくに供与を受けるホライゾン技術及
びニートレジンと直結したインライン技術を組み合わせ大型部品向けに展開を拡大する方針だ。


