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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２３日（月）　４月２３日（月）　４月２３日（月）　４月２３日（月）
1111 待ったなし電力問題・化学業界、知恵絞り対応を　一橋大学大学院　橘川武朗　教授に聞く待ったなし電力問題・化学業界、知恵絞り対応を　一橋大学大学院　橘川武朗　教授に聞く待ったなし電力問題・化学業界、知恵絞り対応を　一橋大学大学院　橘川武朗　教授に聞く待ったなし電力問題・化学業界、知恵絞り対応を　一橋大学大学院　橘川武朗　教授に聞く
　自家発生生かして自己託送　コンビナートの特色生かせ　自家発生生かして自己託送　コンビナートの特色生かせ　自家発生生かして自己託送　コンビナートの特色生かせ　自家発生生かして自己託送　コンビナートの特色生かせ

■火力発電ギリギリ稼働－電力需給問題をどうみていますか。
「東日本大震災の発生直後に東電管内で、８月に東北電力管内でブラックアウトの危機が発生
した。今年２月にも九州、四国電力管内で電力供給予備率がギリギリとなった。大寒波による
電力需要の拡大が原因だが、その翌日に九電・新大分火力発電所が全面停止している。トラブ
ルが同日だったらブラックアウトしていただろう。
　どこの火力発電所もフル稼働でギリギリの状況。通常でも火力発電所はダウンすることがあ
る。危ない橋を渡っている」
－発電コストも問題です。
「火力発電所の稼働にともない燃料コストが膨れ上がっている。ドイツは脱原発に舵を切った
が、再生可能エネルギーに移行する過程で火力発電の比率が６割を超える。ドイツは現状４５
％を国内炭で賄っているからできること。化石燃料の乏しい日本が原発ゼロにしたらコスト的
に破綻してしまう。リスクを最小化することが前提だが、どこかで原発を再稼働させる必要が
出てくる」
■「再生可能エネに全力で－電源構成はどうあるべきでしょうか。
「再生可能エネに全力で取り組み、節電も頑張る。火力発電は石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）
等に注力する。各電源のポテンシャルを考えて引き算すれば、原発は２０％程度必要となる。
現行のエネルギー基本計画では省エネ効果も含めて２０３０年の総発電量を約１兆キロワット
としている。いろいろ議論されているが、まず節電で１０％減らす。再生可能エネ３０％、省
エネ１０％、火力は最大で４０％、原発１０％プラスαといったあたりが目安ではないか」
－発送電分離,全面自由化なども必要です。
「自己託送は絶対に行うべき。スマートコミュニテイーの実証実験が始まっているが、電力会
社は、システムインテグレーターの役割を果たせるかをもっと考えるべきだ。出口戦略のない
電力会社は脱落する。原発依存度の応じて電気料金の地域差が拡大することが考えられるが、
あえて他の地域から電力を買い、買い手側から競争を起こさせることも必要だろう」
■「洋上風力」も選択肢に－化学産業は自家発電設備を多く持っています。
「コンビナートにおける自己託送はアイデアの１つ。特区を使うのが効果的で、水島コンビナ
ートが最も近い位置にあるのではないか。リファイナリー中心のコンビナート、ケミカル中心
のコンビナートなど地域によってそれぞれ特色があり、アイデア勝負を仕掛けていくべき。
コンビナートは漁業権の問題をクリアーしているので洋上風力発電も実施しやすい」
－地球温暖化対策にも影響します。
「２５％削減の旗を降ろさないなら、やり方を変えるしかない。１つが石炭火力発電の２国間
クレジットメカニズム。国際的なセクター別アプローチとキャップ＆トレードを組み合わせる
ことで効果が出る。２つ目はＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）。国際的なクレジットに
結びつければ化学はもっと貢献できる。２国間メカニズムとＬＣＡにより、海外でＣＯ２を削
減し２５％を達成する」
－産業界の対応は。
「電力問題に対する危機意識はかなり高い。設備的にピークカットが困難な電子産業やバイオ
産業など海外に出ていき始めている。原発の停止が長期化すれば、組み立て型産業の大部分は
海外へ出ていくだろう。化学産業はサプライチェーンの位置取りを見直し、主導権を取る必要
がある。とくにＬＣＡなど環境問題の分野では世界をリードしなければならない」
　

2222 社説・・・再評価したい廃プラ発電の有用性社説・・・再評価したい廃プラ発電の有用性社説・・・再評価したい廃プラ発電の有用性社説・・・再評価したい廃プラ発電の有用性
　原発の依存度を下げるために、液化天然ガス（ＬＮＧ）や再生可能エネへの転換が迫られて
いる。廃棄物発電も有力な代替エネルギーであり、バイオマス発電への期待が高まっているが、
エネルギーソースとしてもっと評価されるべきは廃プラスチックだ。容器包装リサイクル法の
見直しに加えて、廃棄物発電の一つとして普及支援策に取り組んでほしい。
　廃棄物発電はエネルギーの安定供給、環境対策に貢献する未利用エネルギーとして注目され、
これまで何度か導入目標が策定されたが、いずれも未達に終わっている。最近では２００８年
に廃棄物焼却施設の総発電能力を、０７年度の１６０万キロワット程度から１２年に２５０万
キロワットとする目標が閣議決定されたが、０９年度末の能力は１６７万キロワットと伸び悩
んでいる。全国の都市ごみ焼却炉で発電設備を設置しているのは４分の１程度の約３００施設
にとどまり、しかも平均発電効率は１１％台で、２０％以上の発電効率をクリアした施設は
１２というのが現状のようだ。
　廃棄物発電による余剰電力は、ＲＰＳ制度に基づいて電力会社に販売してきたが、あくまで
バイオマス相当分に限定されている。廃棄物中のプラスチック類は化石燃料由来として対象か
ら外されてきた。また、今年７月に施行された再生可能エネルギー電力の固定買取り制度でも
木材チップなどバイオマス由来燃料は対象になるが、廃プラ燃料は除外される。
　ただ、原発依存からの脱却を進めるため、ＬＮＧを含む化石燃料へ過度に転換することはリ
スクが大きい。再生可能エネ普及の重要性は論を待たないが、多様なソースを模索し電源の分
散化を図る必要がある。この一環に廃プラをエネルギーソースとして活用する意義を認めるべ
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きだ。発熱量は他のバイオマスの約２倍と高く、都市ごみに加えて産業廃棄物として排出され
る廃プラの総量は年間１０００万トン程度と安定供給も見込める。
　これまで廃プラのエネルギー利用が進まなかった一因は、容器包装リサイクル法においてサ
ーマルリサイクルをマテリアルおよびケミカルリサイクルの補完的役割に位置付け、実質的に
禁止してきた歴史がある。この理由は廃プラを焼却するとＣＯ２が発生するためだ。
　原発事故を契機にエネルギーを取り巻く環境は様変わりしている。当面、原発抜きに経済活
動や日常生活を行うことは非現実的で、過激な脱原発は戒める必要があるが、多様な手段を講
じて電力の安定供給を実現しなくてはならない。また、消費地立地型発電の重要性も高まって
おり、廃棄物発電はその一翼を担うことは間違いない。

2222 丸善石油化学・・・ＭＥＫなど５月末から出荷、２か月前倒しで生産再開丸善石油化学・・・ＭＥＫなど５月末から出荷、２か月前倒しで生産再開丸善石油化学・・・ＭＥＫなど５月末から出荷、２か月前倒しで生産再開丸善石油化学・・・ＭＥＫなど５月末から出荷、２か月前倒しで生産再開
　丸善石油化学は、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、ジイソブチレン（ＤＩＢ）、セカンダリ
ーブチルアルコール（ＳＢＡ）の生産を再開した。ＭＥＫを牽引役とする成長戦略を再び軌道
に乗せる。
　震災前、ＭＥＫを筆頭に機能化学品事業拡大策を推進していた同社。海外での第２拠点建設
の可能性も探っていたが、被災後はすべて棚上げして復旧に集中してきた。震災被害からの復
旧を受け今後、需要家からの信頼回復に全力を挙げ、足踏みを強いられた成長戦略を再始動す
る。

3333 エフピコ、世界初２軸延伸ＰＥＴシート・・８月盆明け本格投入　弁当フタ材でＯＰＳ代替エフピコ、世界初２軸延伸ＰＥＴシート・・８月盆明け本格投入　弁当フタ材でＯＰＳ代替エフピコ、世界初２軸延伸ＰＥＴシート・・８月盆明け本格投入　弁当フタ材でＯＰＳ代替エフピコ、世界初２軸延伸ＰＥＴシート・・８月盆明け本格投入　弁当フタ材でＯＰＳ代替
　エフピコは、世界初の２軸延伸ポリエチレンテレフタレート（Ｏ－ＰＥＴ）シートについて、
８月お盆明けにも本格市場投入する。従来の２軸延伸ポリスチレン（ＯＰＳ）シートに比べ
耐油性・耐酸性に優れることから、次世代の弁当容器フタ材の主力製品と位置付け、新型向け
を中心に本格販売する。同社は、フタ材としての市場の成長分をすべてＯ－ＰＥＴシート製品
に置き換えていく考えで、自社開発した世界初の画期的なシート群により、新市場を創造する
成長戦略を加速していく。

5555 ＩＢＭのＥＶ開発プロ・・・旭化成、セントラル硝子が参画ＩＢＭのＥＶ開発プロ・・・旭化成、セントラル硝子が参画ＩＢＭのＥＶ開発プロ・・・旭化成、セントラル硝子が参画ＩＢＭのＥＶ開発プロ・・・旭化成、セントラル硝子が参画
　リチウム空気電池で航続距離５００マイルへ　リチウム空気電池で航続距離５００マイルへ　リチウム空気電池で航続距離５００マイルへ　リチウム空気電池で航続距離５００マイルへ

　米ＩＢＭが進める電気自動車（ＥＶ）開発プロジェクトに、旭化成とセントラル硝子が参画
する。既存のリチウム２次電池（ＬｉＢ）ではなく、正極に空気中の酸素を用いるリチウム空
気電池を開発することでＥＶの航続距離を飛躍的に高める。
　ＩＢＭは、航続距離５００マイル（８００キロメートル）のファミリーサイズＥＶを実現す
る「バッテリー５００プロジェクト」を２００９年からアルマデン研究所とスイス・チューリ
ッヒ研究所で進めている。化学や物理、ナノテクの技術者とスーパーコンピューターを駆使し
て、自動車の動力源を内燃機関から転換する狙いがある。１回の充電でガソリン車を凌ぐ５０
０マイル走行を可能にするには、既存ＬｉＢの１０倍以上のエネルギー密度が必要とされるこ
とから、ＩＢＭはリチウム空気電池に着目。しかし実現には数々のブレークスルーが必須とあ
って、先端材料に高い技術力を持つ両社の参画となった。旭化成はＬｉＢのセパレータ技術を
生かして要素部品を、セントラル硝子は新たな種類の電解液と添加剤を開発することにしてい
る。

10101010 化管法をＧＨＳ対応に・・・ラベル表示が努力義務化など、経産省６月から施行化管法をＧＨＳ対応に・・・ラベル表示が努力義務化など、経産省６月から施行化管法をＧＨＳ対応に・・・ラベル表示が努力義務化など、経産省６月から施行化管法をＧＨＳ対応に・・・ラベル表示が努力義務化など、経産省６月から施行
　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）を導入するため、２０日付で省令を改正した。６月１日に施行する。
　ＧＨＳ対応の基盤として整備した新ＪＩＳに基づき、安全データシート（ＳＤＳ）で提供す
べき情報の記載や、ラベル表示が努力義務化される。厚労省が所管する労働安全衛生法（安衛
法）はすでにＧＨＳ対応済で、企業間の化学物質取引で必要な有害性情報や取扱いの基準が一
本化される。
　ＧＨＳは、化学品を国際的な統一ルールで危険有害性の種類と程度で分類し、ラベル表示に
よりＳＤＳを提供する仕組み。
　今年３月に既存のＪＩＳを統廃合し、ＧＨＳ対応の基盤となる新ＪＩＳを策定。これを受け
て化管法を改正した。化学物質管理指針も改正し、企業が新ＪＩＳに基づき化学物質の自主管
理の改善に努めることが追記された。まず純物質を対象に施行、混合物は２０１５年４月１日
に施行する。

10101010 リオ＋２０　難航する成果文書作りリオ＋２０　難航する成果文書作りリオ＋２０　難航する成果文書作りリオ＋２０　難航する成果文書作り
　原案水ぶくれ状態に・・グリーン経済　途上国の警戒感強く、新たな支援条件とみて反発　原案水ぶくれ状態に・・グリーン経済　途上国の警戒感強く、新たな支援条件とみて反発　原案水ぶくれ状態に・・グリーン経済　途上国の警戒感強く、新たな支援条件とみて反発　原案水ぶくれ状態に・・グリーン経済　途上国の警戒感強く、新たな支援条件とみて反発

　今年６月にブラジル・リオデジャネイロで開催される「国連持続可能な開発会議（リオ＋２
０）」の成果文書作りが難航している。主要議題である「グリーン経済」と、持続可能な開発
（ＳＤ）実現にための国連組織改革をめぐり、先進国と途上国との意見対立が解消されないた
めだ。成果文書の最終案を練る国際会合で、グリーン経済を「新たな支援条件」とみて警戒す
る途上国などから多くに追加提案が出され、当初１９ページだった成果文書案が２０６ページ
に膨れ上がった。最終合意は、ニューヨークで開催される第２回成果文書交渉会合（４月２３
日～５月４日）で得るはずだったが、本会議直前までずれ込みそうだ。

【グリーン経済グリーン経済グリーン経済グリーン経済】国連環境計画（ＵＮＥＰ）は「人類の幸福と社会的公平性の向上に寄与しつ
つ、環境リスクと生態系への影響を大幅に抑制できる経済」と定義する。リオ＋２０の成果文
書原案ドラフトは「全ての市民と国に機会と利益をもたらすもの」とし、ＳＤの意思決定・実
施の前提条件として「広範な市民の参加」を上げる。

11111111 能率協会　新人社員意識調査・・・グローバル化に馴染み、進むべき日本の道「心の豊かさ」能率協会　新人社員意識調査・・・グローバル化に馴染み、進むべき日本の道「心の豊かさ」能率協会　新人社員意識調査・・・グローバル化に馴染み、進むべき日本の道「心の豊かさ」能率協会　新人社員意識調査・・・グローバル化に馴染み、進むべき日本の道「心の豊かさ」
　日本能率協会（山口範雄会長）は、２０１２年度の新入社員への意識調査を行ったところ、



働き方では「グローバル化には前向き」で「組織的に仕事する」「上司・先輩の指導歓迎」、
働き方の好みでは仕事より「プライベート優先」などの傾向が鮮明になった。日本の進むべき
道では「心の豊かさ」が６３．９％で自由記述には大震災の影響から「人との絆」「思いやり」
が多かった。新入社員を動機付けていくには「金銭的な報酬だけでなく、仕事の意義や、やり
がいなどを伝えることが重要」と分析。

12121212 中国・・・エコカー産業　発展計画を承認　日系企業にチャンス中国・・・エコカー産業　発展計画を承認　日系企業にチャンス中国・・・エコカー産業　発展計画を承認　日系企業にチャンス中国・・・エコカー産業　発展計画を承認　日系企業にチャンス
　中国の温家宝首相が主宰する国務院（内閣）常務会議は１８日、「エコカー産業発展計画（
２０１２～２０年）」を審議し、承認した。今後、計画に基づき、電気自動車（ＥＶ）の実用
化やハイブリッド車（ＨＶ）の普及を推進する。エコカー技術に強い日系メーカーにも大きな
チャンスとなりそうだ。
　計画では、ＥＶとプラグイン型ハイブリッド車（ＰＨＶ）の累計生産・販売台数を１５年に
５０万台、２０年に５００万台にする目標を設定した。政策支援を講じ、技術育成やインフラ
整備に取り組む一方で、むやみな投資拡大が生産能力過剰を招かないよう、注意していく方針
も打ち出した。

12121212 ダウ・・・米で大型石化計画具体化、４０億ドル投資　エチレン１５０万トンなどダウ・・・米で大型石化計画具体化、４０億ドル投資　エチレン１５０万トンなどダウ・・・米で大型石化計画具体化、４０億ドル投資　エチレン１５０万トンなどダウ・・・米で大型石化計画具体化、４０億ドル投資　エチレン１５０万トンなど
　ダウ・ケミカルは米国で石油化学事業への大型投資を具体化する。２０１１年４月に発表し
た投資計画の一環として、テキサス州フリーポートに年産１５０万トンのエチレンプラントを
新設する。１７年の稼働を見込んでいる。プロピレンプラントの新設と合わせた投資額は４０
億ドル。
　フリーポートの石化コンビナートはダウにとって最大規模で、同社が米国で販売する製品の
４４％を、世界で販売する製品の２１％を生産している。米国ではシェールガスの開発が進ん
でおり、同社のアンドリュー・リバリス会長・ＣＥＯは「米国の天然ガス価格は過去１０年間
で初めて手頃な水準になり、比較的安定して推移していることから、新たな設備投資と成長の
機会が生まれた」と述べ、前進するシェールガスの開発が大型投資の契機になったことを示し
ている。ダウは稼働停止中の設備の再稼働に向けた取り組みも進めている。ルイジアナ州セン
トチャールズのエチレンプラントの操業再開に向けた作業は計画通り進展、１２年末にも生産
活動を始める予定。

　４月２４日（火）　４月２４日（火）　４月２４日（火）　４月２４日（火）
1111 東洋紡が新製品攻勢・・・光学用フィルム、高透明ＰＥＴ　低オリゴマー型東洋紡が新製品攻勢・・・光学用フィルム、高透明ＰＥＴ　低オリゴマー型東洋紡が新製品攻勢・・・光学用フィルム、高透明ＰＥＴ　低オリゴマー型東洋紡が新製品攻勢・・・光学用フィルム、高透明ＰＥＴ　低オリゴマー型
　保護用ＰＰ幅広い材料に高粘着　保護用ＰＰ幅広い材料に高粘着　保護用ＰＰ幅広い材料に高粘着　保護用ＰＰ幅広い材料に高粘着

　東洋紡は、光学用フィルムで新製品攻勢をかける。独自の分子設計技術や成膜技術を駆使し
低オリゴマーポリエステル（ＰＥＴ）フィルムや超低収縮・超平滑ＰＥＴフィルム、自己粘着
性保護ポリプロピレン（ＰＰ）系フィルムを開発、サンプルワークを開始した。光学用フィル
ムは需要拡大が見込まれる一方、液晶ＴＶを中心に競争が激化している。同社は製品ラインア
ップを拡充することで、他社との差別化を図っていく考え。

2222 社説・・・見直し求められる企業の情報発信社説・・・見直し求められる企業の情報発信社説・・・見直し求められる企業の情報発信社説・・・見直し求められる企業の情報発信
　企業からの情報発信は、決算発表及びアニュアルレポートなど財務情報のほか、環境報告書
やＣＳＲ（企業の社会的責任）報告書などによる非財務情報に広がっている。一方で環境・安
全やガバナンス問題が企業業績に与える影響が格段に高まっているため、財務・非財務情報を
統合した情報開示の必要性が指摘されている。
　１９９０年代半ば以降、投資家向けＩＲ活動を強化する企業が目立った。業績説明会や各種
財務報告書を充実させた。同時に地球環境問題が顕在化し、環境対策の開示も求められた。
企業の不祥事もあり法令順守の徹底などＣＳＲに対する関心も高まった。これを受け企業は、
環境レポートやＣＳＲレポートの発行が相次いだ。化学会社は環境・安全に関する自主的活動
であるレスポンシブル・ケア（ＲＣ）を冠した報告書も多い。
　投資家にとってＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）情報は無視できない時代になっている。
企業活動研究所はこのほど、「企業における非財務情報の開示の在り方」に関する調査報告書
をまとめた。情報開示戦略の再構築の必要性を指摘するとともに、持続的な企業価値創造につ
ながる非財務情報を明確にして、財務情報と統合・整合性を持って投資家に分かりやすく説明
するというものだ。
　かつて日本企業は、目先の業績に振り回されず長期的視点に基づく経営が評価されたが、投
資家の影響力が強まり、さらに企業の不詳事によるガバナンス不信もあって経営戦略の見直し
が迫られた。一方で、短期志向の経営からはグローバル競争に打ち勝つ画期的な技術・サービ
スの創出が難しくなっている。これらの課題を克服して新たな飛躍を図るためにも、リスク情
報も含めて企業の目指すべき方向を投資家に示して理解を得ながら戦略を推進すべきだろう。

2222 三井化学・・・岩国大竹工場で爆発火災事故三井化学・・・岩国大竹工場で爆発火災事故三井化学・・・岩国大竹工場で爆発火災事故三井化学・・・岩国大竹工場で爆発火災事故



　三井化学・岩国大竹工場（山口県）で２２日、爆発火災事故は発生し、死亡者がでるなど被
害が出た。周辺でも民家４００戸以上の窓ガラスが割れた。同社は事故対策本部を設置し事故
内容、原因の詳細把握を急ぐとしている。同工場では樹脂重合抑止剤に用いられるハイドロキ
ノンを製造しており、停止期間が長引けば需給に影響を与える可能性がある。
　同社は有害物質の工場構外への漏えいはなく工場内倉庫で保管していた放射性物質を含む廃
触媒にも異常はないとしている。放射線測定値についても事故前と変化がない。

2222 宇部興産　杉下秀幸　専務執行役員に聞く（化成品・樹脂カンパニープレジデント）宇部興産　杉下秀幸　専務執行役員に聞く（化成品・樹脂カンパニープレジデント）宇部興産　杉下秀幸　専務執行役員に聞く（化成品・樹脂カンパニープレジデント）宇部興産　杉下秀幸　専務執行役員に聞く（化成品・樹脂カンパニープレジデント）
　ＣＰＬ、アジア１位を堅持、ＥＶＡ増強は年度内に実施　ＣＰＬ、アジア１位を堅持、ＥＶＡ増強は年度内に実施　ＣＰＬ、アジア１位を堅持、ＥＶＡ増強は年度内に実施　ＣＰＬ、アジア１位を堅持、ＥＶＡ増強は年度内に実施

　宇部興産の化成品・樹脂カンパニーはカプロラクタム（ＣＰＬ）や合成ゴム（ＢＲ）などを
擁する同社の主力事業部門。前期は高値圏が続いたＣＰＬを中心に全社の利益を牽引した。
ただ、市場構造の激しい変化を前に次の一手が急がれる。来年度には新たな中計のスタートも
控えるなか、状況を聞いた。
■工業薬品、ポリエチレン（ＰＥ）の両事業についてどうでしょう。
「アンモニアの内需はいぜん縮小傾向にある。生産設備の老朽化と相まって輸入に切り替える
動きも見受けられるが、将来、日本の化学工業を支えるアンモニアを全面的に輸入に頼ってし
まう事態はいかがなものか。業界を挙げて安定確保に向けた取り組みを進めていく必要がある。
　ＰＥは特殊化・高機能化で生き残っていくしかない。エチレン酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶ
Ａ）の増強も１２年度中に予定通り実施する」。

10101010 リオ＋２０　難航する成果文書作りリオ＋２０　難航する成果文書作りリオ＋２０　難航する成果文書作りリオ＋２０　難航する成果文書作り
　国連組織改革、「屋上屋を架す」懸念・・・南北対立の解決カギ　国連組織改革、「屋上屋を架す」懸念・・・南北対立の解決カギ　国連組織改革、「屋上屋を架す」懸念・・・南北対立の解決カギ　国連組織改革、「屋上屋を架す」懸念・・・南北対立の解決カギ

６月のリオ＋２０で、グリーン経済とともに主要議題となるのが国連組織の改革。具体的には、
持続可能な開発（ＳＤ）に関する唯一のハイレベル委員会である「持続可能な開発委員会」（
ＣＳＤ）と、国連環境計画（ＵＮＥＰ）の改革が焦点になる。先進国はＣＳＤ強化について、
既存の国連組織や気候変動枠組み条約などの国際条約にいわば『屋上屋を架す』ことになると
懸念するが、途上国は両組織の機能強化に積極的だ。
「環境と開発に関する国連会議」（１９９２年）で採択されたＳＤ実現への行動計画「アジェ
ンダ２１」や、環境関連条約の実施・進捗を検証するＣＳＤは、現状では環境テーマに特化し
た組織。「ＳＤ達成には『経済・社会・環境』の３本柱が重要。この３つのテーマをバランス
よく扱えるような組織が必要なのは確か」（外務省）だ。
　しかし、ＣＳＤを理事会化しても、途上国が技術移転や資金援助を一方的に要求する場が増
えるだけ、との見方もある。日本を含む先進国はＣＳＤ強化に懐疑的だが、ＥＵの一部は、グ
リーン経済の推進をチェックする場になるとして賛同の姿勢を示している。
ＵＮＥＰの機能強化も、アフリカ諸国やフランスを中心とする欧州で賛同の声が多い。その一
方で、米国は権限がＣＳＤと重なるとして反対の立場だ。
　また、リオ＋２０成果文書の原案（ゼロ・ドラフト）は、２０１５年をめどに「『持続可能
な開発目標（ＳＤＧｓ）』を創設し、各国の進捗を報告するメカニズムを構築」するとし、
ＳＤＧｓは「ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）を補完・強化する」ものと定義する。ＭＤＧｓ
の目標年も２０１５年であるため、リオ＋２０ではＳＤＧｓと「ポストＭＤＧｓ」の関係性も
議論される。

【ミレニアム開発目標】【ミレニアム開発目標】【ミレニアム開発目標】【ミレニアム開発目標】
２０００年９月の「国連ミレニアム・サミット」で採択された「２１世紀の国際社会の目標」。
達成期限は２０１５年。貧困と飢餓の撲滅、環境の持続可能性確保等８分野についてそれぞれ
「１日１ドル未満で生活する人口の割合を半減」「安全な飲料水と衛生施設を利用できない人
口の割合を半減」など数値目標を示す。

　４月２５日（水）　４月２５日（水）　４月２５日（水）　４月２５日（水）
2222 社説・・・注目される米国のＬＮＧ輸出戦略社説・・・注目される米国のＬＮＧ輸出戦略社説・・・注目される米国のＬＮＧ輸出戦略社説・・・注目される米国のＬＮＧ輸出戦略

　シェールガスの開発が急進展する米国で、液化天然ガス（ＬＮＧ）輸出をめぐる動きが活発
化している。ガス増産を背景に国内価格が２ドル（１００万ＢＴＵ当たり）を割り込むなかで、
輸出による採算向上と市場拡大を狙う。
　しかし、米国産ＬＮＧは現在、米国の自由貿易協定（ＦＴＡ）未締結国向けの供給が明確化
されていないほか、エネルギー政策上、ＬＮＧ輸出を制限すべきとの声もある。
　米国のＬＮＧ輸出で先行しているのは、チェニエール・エナジー（ルイジアナ州）で年産１
６００万トン設備が２０１５年に稼働する。米当局は当初、ＦＴＡ締結国に限定した輸出を認
可したが、その後チェニエール社によるＷＴＯ加盟国への対象枠拡大の要請を受け入れている。
　こうしたなかで、三菱商事と三井物産はそれぞれセンプラ・エナジーの子会社であるキャメ
ロン（ルイジアナ州）との間で年間約４００万トンのＬＮＧ輸出枠の確保について協議を開始
する。キャメロン社は６０億ドルを投じ年産４００万トンの設備を３系列建設、１６年から生
産を開始する計画。すでにＦＴＡ締結国向けの輸出許可を米エネルギー省から取得しているが、
日本を含むＦＴＡ未締結国向けの輸出許可は１１年１２月に申請され、現在承認待ちの状態に
ある。
　今後、注目されるのは米国政府のエネルギー戦略のなかでのＬＮＧ輸出の位置付けだ。政府
は近くＬＮＧ輸出が国内のガス需給に与える影響調査をまとめる予定だ。国内の天然ガス需給
の安定化と製造業の競争力強化を図るために、ＬＮＧ輸出に何らかの条件を加える可能性もあ
る。一方、米ダウ・ケミカルのアンドリュー・リバリスＣＥＯは今年３月、米国のエネルギー
関連調査機関の年次会合で講演、「首尾一貫した国のエネルギー政策がなければ、シェールガ
スの優位性は失われる。ＬＮＧの輸出、すなわち液体の形態ではなく、固形で輸出すべきだ」
と指摘した。米国のエネルギー政策の中でシェールガスは高い戦略性をもつ。日本政府は、
エネルギー・電力政策の早急な立案とそのタイムフレームを示すべきだ。



2222 化繊協会長会見・・・産業界への節電要請　早急に、詳細明らかに化繊協会長会見・・・産業界への節電要請　早急に、詳細明らかに化繊協会長会見・・・産業界への節電要請　早急に、詳細明らかに化繊協会長会見・・・産業界への節電要請　早急に、詳細明らかに
　日本化学繊維協会の大八木成男（帝人社長）は２４日、大阪市内で会見し、供給不足が懸念
されている今夏の電力需給について「（国や電力会社から）何％節電したいという方針が出て
来なければ対応もできない」と述べ、産業界に対する節電要請の詳細を早急に明らかにすべき
だろの考えを示した。
　原子力発電所の再稼働問題については「化繊協としての議論はしない」としたうえで、「産
業界としてみると原発はインフラそのもの」と指摘。「安全性が確認できた原発については再
稼働してほしい」とした。

3333 ３月のＰＰフィルム出荷実績・・・ＯＰＰは１７・３％減、ＣＰＰは８．７％減３月のＰＰフィルム出荷実績・・・ＯＰＰは１７・３％減、ＣＰＰは８．７％減３月のＰＰフィルム出荷実績・・・ＯＰＰは１７・３％減、ＣＰＰは８．７％減３月のＰＰフィルム出荷実績・・・ＯＰＰは１７・３％減、ＣＰＰは８．７％減
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた出荷実績によると、３月の合計出荷は、２
軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムが前年同月比１７．３％減の１万９８１０トン、
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムは、同８．７％減の１万３２８１トンだった。
　絶対量は回復傾向で推移したが、仮需が発生した前縁同月との比較では大幅に減少した。
１－３月の合計出荷については、ＯＰＰが前年同期比１０．３％減の５万３１３８トン、ＣＰ
Ｐが同８．６％減の３万５９６９トンだった。

【３月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

15151515 ＰＥＴボトル用ＤＬＣコーテイング装置・・・三菱重工食品包装機械　主力製品に重点育成ＰＥＴボトル用ＤＬＣコーテイング装置・・・三菱重工食品包装機械　主力製品に重点育成ＰＥＴボトル用ＤＬＣコーテイング装置・・・三菱重工食品包装機械　主力製品に重点育成ＰＥＴボトル用ＤＬＣコーテイング装置・・・三菱重工食品包装機械　主力製品に重点育成
　内面に緻密な炭素膜蒸着、ガスバリア性１０倍に向上、酒類など採用相次ぐ　内面に緻密な炭素膜蒸着、ガスバリア性１０倍に向上、酒類など採用相次ぐ　内面に緻密な炭素膜蒸着、ガスバリア性１０倍に向上、酒類など採用相次ぐ　内面に緻密な炭素膜蒸着、ガスバリア性１０倍に向上、酒類など採用相次ぐ

　三菱重工食品包装機械（名古屋市）は、ＰＥＴボトル用ダイヤモンド・ライク・カーボン（
ＤＬＣ）コーテイング装置を次世代の主力製品に育成する。ＰＥＴボトルは軽量で取扱いが容
易のため、清涼飲料・食品容器として市場で定着している。その反面、スチール缶やガラス瓶
と比べ、ガスバリア性の低いことが課題。同装置は、ガスバリア性を約１０倍に向上できる特
徴を持ち、すでにワインボトルなど酒類容器で採用された。同社では今後、飲料・食品容器に
加えて医療用容器、化粧品容器など広範な用途で応用展開を狙う。

16161616 タイＰＴＴが新石化計画・・・コンプレックス複数確保へタイＰＴＴが新石化計画・・・コンプレックス複数確保へタイＰＴＴが新石化計画・・・コンプレックス複数確保へタイＰＴＴが新石化計画・・・コンプレックス複数確保へ
　アジア・ナフサクラッカー建造、　米国・シェールガス田取得も　アジア・ナフサクラッカー建造、　米国・シェールガス田取得も　アジア・ナフサクラッカー建造、　米国・シェールガス田取得も　アジア・ナフサクラッカー建造、　米国・シェールガス田取得も

　タイＰＴＴグループは、クラッカーを軸に石化コンプレックスを複数確保する方向で検討し
ている。まずアジアにナフサクラッカーを中心とするコンプレックスを確保する考えで、１つ
はマレーシアでのペトロナスとの協業、もう１つはカンボジアやミャンマーを候補に進出を検
討する。さらに米国ではエタンによるガスクラッカーを軸にするコンプレックスを建設する考
えで、原料を供給するシェールガス田の権益取得も視野に入れていく。ＰＴＴは上流のガス・
原油油田開発から川下の石油化学事業まで一貫して拡充する方針を打ち出しており、とくにグ
ローバル企業としてプレゼンスを高めるため、アジアと米国での新計画を今後数年内に実現さ
せたい意向だ。

16161616 中国の化学工業・・・主要製品の増産続く、第１四半期　エチレンは微減に中国の化学工業・・・主要製品の増産続く、第１四半期　エチレンは微減に中国の化学工業・・・主要製品の増産続く、第１四半期　エチレンは微減に中国の化学工業・・・主要製品の増産続く、第１四半期　エチレンは微減に
　中国の化学工業が総じて堅調に推移している。国家発展改革委員会がまとめた２０１２年第
１四半期の概況によると、化学工業全体の付加価値額は前年同期比１３．５％増となった。伸
び率は昨年に比べ１．８ポイント下落しているものの、２ケタ増を継いでいる。
　主要分野の生産量は、プラスチック一次製品が前年同期比９．３％増の１２５３万トン、合
成ゴムが同９．７％増の９６万トン、合成繊維が同１１．８％増の７８７万トンで、いずれも
伸び率は前年同期に比べ数ポイント鈍化した。
　個別製品の生産量は、エチレンが同０．９％減の３９２万トンとなったほかは、多くの製品
で堅調な伸びを継いだ。

　４月２６日（木）　４月２６日（木）　４月２６日（木）　４月２６日（木）
3333 凸版印刷　ラミネート包材開発・・・メカニカルリサイクル　ＰＥＴフィルムを使用凸版印刷　ラミネート包材開発・・・メカニカルリサイクル　ＰＥＴフィルムを使用凸版印刷　ラミネート包材開発・・・メカニカルリサイクル　ＰＥＴフィルムを使用凸版印刷　ラミネート包材開発・・・メカニカルリサイクル　ＰＥＴフィルムを使用

　凸版印刷は２５日、メカニカルリサイクルしたポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を
８０％使用した環境配慮型ラミネート包材を開発した。再生ＰＥＴ樹脂を使用したラミネート　
用の薄いフィルムは世界初となる。トイレタリー分野の詰め替えスタンデイングパウチや、食
品・医療品包材などを中心に展開する。５月上旬から販売開始し、２０１５年度に２０億円の
売上を目指す。
　銅製品に使用したＰＥＴフィルム「サイクルクリーン」は、凸版印刷と東洋紡が共同開発し
た。リサイクルＰＥＴ樹脂の使用比率は８０％で、非再生ＰＥＴフィルムと比較して、素材製
造段階までの二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を約４０％削減できる。衝撃強度、引張強度など各
種物性は、非再生ＰＥＴフィルムと同等レベルを保持した。
　同ＰＥＴフィルムを使用したラミネート包材は３～４層で、同ＰＥＴフィルムを印刷面に使
用し、バリアフィルムやポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルムなどそ張り合わせる。
１５年度に２０億円の売上を目指す。

在庫 30,478 130.8 在庫 23,535 134.8
合計合計合計合計 19,81019,81019,81019,810 82.782.782.782.7 合計合計合計合計 13,28113,28113,28113,281 91.391.391.391.3
輸出 330 107.8 輸出 453 89.0

550 75.0
内需計 19,480 82.4 内需計 12,828 91.3

10,616 91.4
繊維・雑貨 1,233 85.4 繊維・雑貨 1,662 98.2
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Ｐ
Ｐ
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工業用・他 3,224 93.9 工業用・他

３月 前年同月比 ３月 前年同月比



14141414 再生可能エネルギーの買取価格案・・・太陽光４２円、地熱２７．３円　経産省試算委再生可能エネルギーの買取価格案・・・太陽光４２円、地熱２７．３円　経産省試算委再生可能エネルギーの買取価格案・・・太陽光４２円、地熱２７．３円　経産省試算委再生可能エネルギーの買取価格案・・・太陽光４２円、地熱２７．３円　経産省試算委
　経産省は、７月にスタートする固定価格買取制度（ＦＩＴ）の買取価格などの原案を固めた。
２５日の調達価格等算定委員会で植田和弘委員長（京都大学教授）が委員長案を示して議論、
大枠で合意した。
　買取価格は、メガソーラー１キロワット時４２円（税込）、１．５万キロワット以上の地熱
発電は２７．３円など。２７日の会合で最終的に取りまとめ、枝野幸男経産大臣に提出する。
　算定委員会は、再生可能エネルギー特別措置法に基づき、政府のコスト検証委員会の算定値、
業界団体のヒアリングを参考に買取価格と費用の検討を進めてきた。買取価格は、事前ヒアリ
ングした発電事業者の要望に大筋で沿ったもの。買取期間は、出力１０キロワット未満の太陽
光が１０年、地熱が１５年、それ以外は２０年とした。
　経産大臣は、算定委員会の意見書を踏まえ、今年度の買取方針を決定、パブリックコメント
を経て５月中に買取価格・期間が確定する。

　４月２７日（金）　４月２７日（金）　４月２７日（金）　４月２７日（金）
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

「ヘキストは何故消滅したか」。１９８０年代後半から始まった製薬も含めた米欧の化学業界
の再編成の波で多くの企業が姿を消した▼今なお、厳然とＢＡＳＦ、バイエルがそびえ立つな
かで、同じ旧ＩＧファルベンとして世界の化学産業をリードしたヘキストは、多くの事業から
撤退しアベンテイス（現サノフィ・アベンテイス）設立をもってその名を閉じたのか。この問
いは、今でも興味深い▼当時は自己資本利益率（ＲＯＥ）全盛時代。米国式の株主重視経営を
進めるなかで、利益性の低い分野を縮小・売却した。業界再編で競争が激化したライフサイエ
ンス事業で勝ち抜くための選択肢との見方もあったが、市場価値の追求を尖鋭化したら、企業
が消滅したという皮肉だ▼もう一つ見逃せないのは、同社の改革を推し進めたＣＥＯが就任し
た前後に、ヘキスト市の本社工場をはじめ、多くの工場で事故、化学物質流出などを立て続け
に起こしたことだ。当時のヘキストジャパン関係者によれば、その数は２６。しかも数か月と
いう短期間に集中した▼環境保護団体グリーンピースの活動が台頭していた時期でもある。そ
の激しい攻勢に、経営者が化学事業の維持に嫌気をさしたとい見方も根強い。化学工場の事故
は影響が大きい。安全対策をいま一度確認したい。

10101010 環境省が策定　１２年度版環境報告ガイドライン・・投資家向け情報を拡充環境省が策定　１２年度版環境報告ガイドライン・・投資家向け情報を拡充環境省が策定　１２年度版環境報告ガイドライン・・投資家向け情報を拡充環境省が策定　１２年度版環境報告ガイドライン・・投資家向け情報を拡充
　生物多様性項目も　生物多様性項目も　生物多様性項目も　生物多様性項目も

　環境省は、２０１２年度版環境報告ガイドラインを策定した。０７年度版を策定して以来、
５年ぶりの改訂。企業の環境活動と金融市場との関係が深まっていることを踏まえ、過去の実
績だけでなく環境活動が生み出す事業機会やリスク、財務的な影響など将来予測に関する情報
を記載事項に盛り込んだ。投資家などの判断材料となる情報の幅を広げる狙いがある。生物多
様性に関する記載事項も拡充した。全国の企業に活用を促していく。

11111111 射出成型機業界　大型ＴＶ向け薄肉道光板　開発競争が激化・・先端分野で差別化図る射出成型機業界　大型ＴＶ向け薄肉道光板　開発競争が激化・・先端分野で差別化図る射出成型機業界　大型ＴＶ向け薄肉道光板　開発競争が激化・・先端分野で差別化図る射出成型機業界　大型ＴＶ向け薄肉道光板　開発競争が激化・・先端分野で差別化図る
　制御・金型技術など駆使　相次ぎ専用機　制御・金型技術など駆使　相次ぎ専用機　制御・金型技術など駆使　相次ぎ専用機　制御・金型技術など駆使　相次ぎ専用機

　大型薄型ＴＶの世界的な普及を背景に、薄肉導光板をめぐる開発競争が激化している。射出
成型機メーカーでは、大型液晶デイスプレｲ（ＬＣＤ）向け導光板の専用射出成型機を相次ぎ
開発、本格採用を狙う戦略だ。薄型ＴＶは近年、バックライトの発光ダイオード（ＬＥＤ）化
をはじめ、一層の高精度要求が進むなか、それが可能な射出成型法によるシートが注目されて
いる。射出成型市場は近年、海外勢との競争が激化しているが、日系各社では先端分野で差別
化戦略を加速することで、市場ポジションを強化していく。

11111111 プラ化工機２月生産・・・１３．４％増の１３６５台プラ化工機２月生産・・・１３．４％増の１３６５台プラ化工機２月生産・・・１３．４％増の１３６５台プラ化工機２月生産・・・１３．４％増の１３６５台
　日本プラスチック機械工業会がまとめた２０１２年２月のプラスチック加工機械生産実績は、
合計１３６５台（前年同月比１３．４％増）と上向いた。海外市場を中心にＩＴ・電子機器分
野で用いられる小～中型機が伸び、全体を牽引した格好。生産金額も５カ月ぶりに１６０億円
（同１２．５％増）に達した。


