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　５月０１日（火）　５月０１日（火）　５月０１日（火）　５月０１日（火）
1111 ＳＡＰ増設・・・東南アジアに決定、三洋化成　中国で追加投資もＳＡＰ増設・・・東南アジアに決定、三洋化成　中国で追加投資もＳＡＰ増設・・・東南アジアに決定、三洋化成　中国で追加投資もＳＡＰ増設・・・東南アジアに決定、三洋化成　中国で追加投資も

　三洋化成工業が高吸水性樹脂（ＳＡＰ）の次期増設計画の具体化に動き出した。ＡＳＥＡＮ
（東南アジア諸国連合）地区の立地を決定、タイもしくはシンガポールが有力。このほど安藤
孝夫社長が明らかにした。ただ、原料のアクリル酸の手当てや設置許認可など「当初より遅れ
２０１５年稼働となる」もよう。その場合、昨年増設した「中国・南通でさらに７万～８万ト
ン規模の増設で対応する」考えも明らかにした。

3333 グンゼ、ＯＰＰフィルム値上げグンゼ、ＯＰＰフィルム値上げグンゼ、ＯＰＰフィルム値上げグンゼ、ＯＰＰフィルム値上げ
　グンゼは５月２１日出荷分から２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムを値上げする。
全タイプが対象で、値上げ幅は１連（５００ミリメートル幅＊１０００メートル）当たり
４００円（２０マイクロメートル換算）。原油高でナフサ価格が上昇、樹脂原料も急騰が続き
採算を圧迫しているのが理由。

7777 協栄産業・・・事業系ＰＥＴボトル、国内循環利用を検証協栄産業・・・事業系ＰＥＴボトル、国内循環利用を検証協栄産業・・・事業系ＰＥＴボトル、国内循環利用を検証協栄産業・・・事業系ＰＥＴボトル、国内循環利用を検証
　小売店と連携、店頭回収し再資源化　小売店と連携、店頭回収し再資源化　小売店と連携、店頭回収し再資源化　小売店と連携、店頭回収し再資源化

　協栄産業は、新たなリサイクル網を検証する。スーパーなど小売店で回収される事業系ＰＥ
Ｔボトルを高品質ＰＥＴ樹脂に再生する。セブン＆アイ・ホールデイングスとトムラ・ジャパン
と連携し、今月からセブン＆アイ傘下のスーパーで分別収集を開始した。半年程度かけて再生
ＰＥＴ樹脂の品質などを確認し、各種の再生用途に展開していく予定。ＰＥＴボトルの国内循
環利用を促す仕組みとして、他の小売チェーンとも連携したい考え。リサイクル拡大の可能性
を探っていく。

7777 ＶＯＣ排出抑制対策…新たな数値目標定めず・・・環境省、現行制度を継続ＶＯＣ排出抑制対策…新たな数値目標定めず・・・環境省、現行制度を継続ＶＯＣ排出抑制対策…新たな数値目標定めず・・・環境省、現行制度を継続ＶＯＣ排出抑制対策…新たな数値目標定めず・・・環境省、現行制度を継続
　環境省は今後の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出抑制対策で、新たな排出削減の数値目標
を定めない方針を固めた。規制と自主的取り組みによる現行制度が成果をあげていることから、
これを継続するこが適切と判断した。１８日の中央環境審議会大気環境部会にこの考え方を示
す。ＶＯＣの排出削減は、法規制と産業界の自主管理計画によって着実に進展しており、既に
当初目標の２倍近い削減量を達成している。経産省は３月末にさらに高いハードルを課す新た
な数値目標の設定は不要と判断している。環境省もこれと同様の考え方。次期計画には具体的
な数値目標を記載しないが、産業界には現行の排出レベルを維持するよう求めていく。

7777 経産省・・・再生可能エネ固定価格買取制度、家庭の負担増　月７０～１００円経産省・・・再生可能エネ固定価格買取制度、家庭の負担増　月７０～１００円経産省・・・再生可能エネ固定価格買取制度、家庭の負担増　月７０～１００円経産省・・・再生可能エネ固定価格買取制度、家庭の負担増　月７０～１００円
　経産省は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ）開始にともなう家庭の負担額
を試算した。再生可能エネルギーの導入量が前年度比１３％増加した場合、電力会社の買取費
用を電気料金に上乗せして回収するサーチャージ額は１キロワット時０．２～０．４円で、
標準的な家庭の負担は月７０～１００円程度増加する。
　同省の調達価格等算定委員会は、買取費用、買取期間をまとめ、意見書として４月２７日に
枝野幸男経産大臣に提出した。住宅用太陽光は前縁度比４割増、メガソーラーは７月の制度開
始から本年度末までに５０キロワット増、水力（１０００キロワット以上）は同２万キロワッ
ト増、これ以外の再生可能エネルギーは５割増を前提とした。

7777 経団連が緊急アンケート・・電力供給不安と料金上昇、製造業を直撃　９６％が収益減少経団連が緊急アンケート・・電力供給不安と料金上昇、製造業を直撃　９６％が収益減少経団連が緊急アンケート・・電力供給不安と料金上昇、製造業を直撃　９６％が収益減少経団連が緊急アンケート・・電力供給不安と料金上昇、製造業を直撃　９６％が収益減少
　日本経団連はこのほど緊急アンケートを実施
し、電力の供給不安と電力料金の上昇が今後２
～３年の事業活動に及ぼす影響を調査した。供
給不安と料金上昇が重なった場合、製造業を直
撃する。９６．５％が収益を減少または大きく
減少させると回答した。また７２．８％が生産
を、５５．３％が国内設備投資を減少・大きく
減少させると答え、影響の大きさが浮き彫りと
なった。

　５月０２日（水）　５月０２日（水）　５月０２日（水）　５月０２日（水）
1111 東洋紡・・・工業用フィルム、成長分野に狙い東洋紡・・・工業用フィルム、成長分野に狙い東洋紡・・・工業用フィルム、成長分野に狙い東洋紡・・・工業用フィルム、成長分野に狙い
　集光向け　輝度斑低減　ＬＥＤ照明、　　　タッチパネル　ＰＩに高透明タイプ　集光向け　輝度斑低減　ＬＥＤ照明、　　　タッチパネル　ＰＩに高透明タイプ　集光向け　輝度斑低減　ＬＥＤ照明、　　　タッチパネル　ＰＩに高透明タイプ　集光向け　輝度斑低減　ＬＥＤ照明、　　　タッチパネル　ＰＩに高透明タイプ

　東洋紡は、発光ダイオード（ＬＥＤ）やフレキシブルデイスプレイなど成長分野を中心に工
業用フィルムを拡販する。高照度で輝度斑低減を実現したＬＥＤ照明用集光性フィルムを新た
に開発、デスクライトや店舗、オフィスなどの施設照明向けにサンプルワークを開始した。
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優れた耐熱性と透明性を兼ね備えたポリイミド（ＰＩ）系フィルムの試作にも成功しており、
年内をめどにタッチパネルやフレキシブルデイスプレイ用基板向けに本格展開に乗り出す方針。

5555 総合商社・・北米ＬＮＧ計画活発化、ガス価格低迷映す　石化フィード化も総合商社・・北米ＬＮＧ計画活発化、ガス価格低迷映す　石化フィード化も総合商社・・北米ＬＮＧ計画活発化、ガス価格低迷映す　石化フィード化も総合商社・・北米ＬＮＧ計画活発化、ガス価格低迷映す　石化フィード化も
　総合商社による北米の非在来型天然ガス開発が、液化天然ガス（ＬＮＧ）輸出の実現を射程
に収めた段階となってきた。三菱商事、三井物産、住友商事などが、ここにきて相次いでＬＮ
Ｇ輸出計画を推進する現地企業と提携を図り、プロジェクト実現に向けた取り組みを本格化し
ている。その背景には、東日本大震災を機に拡大するＬＮＧ需要があるのはもちろん、北米で
のガス価格が低迷している状況もあげられる。事業の付加価値向上という意味では、ＬＮＧ化
とともに石油化学のフィードも重要な選択肢となりつつある。
　住友商事は先週末ｍＬＮＧ液化計画を手掛ける米企業のドミニオンと液化加工の先行契約を
結んだと発表。住友商事が権益を持つガス田などから調達したガスをメリーランド州コーブポ
イントのＬＮＧ受け入れ基地に持ち込み、精製・液化する。需要家となる東京ガスとともに、
ＬＮＧを引き取り、日本への持ち込みを目指していく。
　４月中旬には、三菱商事と三井物産が、カリフォルニア・サンデイエゴのＬＮＧ受け入れ基
地を持つキャメロン社と提携し、ＬＮＧ化と輸出計画を進める意向を明らかにした。更に、豊
田通商も、将来のＬＮＧ輸出を視野にカナダで炭層メタンガス権益を取得。三菱商事は、石油
天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）、中部電力、東京ガス、大阪ガスとのコンソー
シアムで進めるカナダのシェールガス開発で、将来の日本への持ち込みを前提としている。
　総合商社が北米ガスのＬＮＧ化への関心を高めているのは、開発の活発化でガス市況が低迷
し、事業採算が厳しいとの見通しが出ているためだ。実際、足元ではガス井の一部休止など動
きが顕在化している。現状のガス価格であれば、液化コスト、輸送コストを加えても、中東品
などと比べかなり割安でのガス調達が可能となる。
　国内のエネルギー向け以外の用途を探るという意味では、石化原料用への期待も強まってい
る。ダウ・ケミカルやシェルは、既にガスフィードの大型石化計画を打ち出しており、米国石
化産業の復権につながりつつある。

　５月０７日（月）　５月０７日（月）　５月０７日（月）　５月０７日（月）
1111 エチレン　マージン回復・・・アジア　ナフサ値差３００ドル迫るエチレン　マージン回復・・・アジア　ナフサ値差３００ドル迫るエチレン　マージン回復・・・アジア　ナフサ値差３００ドル迫るエチレン　マージン回復・・・アジア　ナフサ値差３００ドル迫る
　ブタジエン市況は下落、先行きなを不透明　ブタジエン市況は下落、先行きなを不透明　ブタジエン市況は下落、先行きなを不透明　ブタジエン市況は下落、先行きなを不透明

　アジアのナフサクラッカーにおけるエチレン製造利益（マージン）が回復している。ナフサ
のスポット価格が１トン当たり１０２５ドル前後（ＣＦＲ　日本）に対し、エチレンは１３２
０ドル前後（同　極東アジア）まで上昇。スプレッドは年初来最高の３００ドルに迫る勢い。
　プリピレンもマージンが回復しており、昨年秋から厳しい採算を強いられてきたアジアの
ナフサクラッカーの収益は大きく回復しつつある。しかし、収益の柱だったブタジエンの市況
が大きく下落しおており、操業の最適化を図るべく各社の模索が続きそうだ。

2222 出光興産・徳山・・・ナフサスプリッター拡充検討出光興産・徳山・・・ナフサスプリッター拡充検討出光興産・徳山・・・ナフサスプリッター拡充検討出光興産・徳山・・・ナフサスプリッター拡充検討
　精製装置停止後の強化策、石化主力拠点に　精製装置停止後の強化策、石化主力拠点に　精製装置停止後の強化策、石化主力拠点に　精製装置停止後の強化策、石化主力拠点に

　出光興産は、２０１４年３月に常圧蒸留装置（トッパー）などの石油精製装置を停止する徳
山工場について、同工場を化学事業の主力拠点と位置付け競争力を強化するための投資を検討
する。２０１３年度からスタートさせる第４次中計における化学事業の施策として実施する。
　ナフサに輸入ロットの大型化を図るための設備対応のほか、石油精製装置から独立した石化
拠点として、ナフサスプリッターの拡充などを検討するものとみられる。

12121212 中国・・・輸入促進をめざし関税引き下げへ中国・・・輸入促進をめざし関税引き下げへ中国・・・輸入促進をめざし関税引き下げへ中国・・・輸入促進をめざし関税引き下げへ
　中国政府は、輸入拡大を通じた貿易バランスの改善を目指す。国務院がこのほど指導意見を
各省や各部門に向け通達した。貿易バランスの改善を図りながら発展を継続させていく構え。
輸入促進に向け、暫定税率方式により原材料やコンシュマー製品、戦略性新興産業向けの部材
など広範な分野で関税を低減する方針。銀行による貿易金融業務を奨励するほか、輸出にかか
わる保険体系、決算制度の整備にも力をいれるなど、サービス面も充実させる。
　中国海関総署によると、中国の２０１２年第１四半期の貿易収支は約６億６０００万ドルの
出超。

　５月８日（火）　５月８日（火）　５月８日（火）　５月８日（火）
1111 関電管内の電力不足に備え　彦根事業所に自家発電・・・昭和電工　各拠点で在庫拡充も関電管内の電力不足に備え　彦根事業所に自家発電・・・昭和電工　各拠点で在庫拡充も関電管内の電力不足に備え　彦根事業所に自家発電・・・昭和電工　各拠点で在庫拡充も関電管内の電力不足に備え　彦根事業所に自家発電・・・昭和電工　各拠点で在庫拡充も

　昭和電工は、関西電力管内で今夏に予想される電力不足への対応を急ぐ。アルミ加工などを
手掛ける彦根事業所（滋賀県）に近く自家発電機を導入する。政府の電力需給予想に応じて、
夏までに在庫を積み増すことや設備稼働の夜間シフトも検討。夏季の製品安定供給に万全を期
す。
　関西電力は今夏、管内で電力が１６．３％不足すると想定。経産省の需給検証委員会は、節
電効果を盛り込んだうえで不足量を約１５％と試算する。大飯原発が再稼働しない場合は電力
使用制限令が発動される可能性も否定できず、企業の節電負担は重くなりそうだ。

2222 エチレン生産　２０年ぶり低水準・・・１－３月　年６１０万トンペースエチレン生産　２０年ぶり低水準・・・１－３月　年６１０万トンペースエチレン生産　２０年ぶり低水準・・・１－３月　年６１０万トンペースエチレン生産　２０年ぶり低水準・・・１－３月　年６１０万トンペース
　輸出減・輸入増が定着　輸出減・輸入増が定着　輸出減・輸入増が定着　輸出減・輸入増が定着

　エチレン生産が２０年ぶりの低水準に縮小している。第１四半期（１－３月）のエチレン内
需は１２０万４０００トンと、２００９年以来３年ぶりに年間５００万トンを下回るペースと
なってきた。更に輸出から輸入を差し引いた輸出入バランスの出超幅も、リーマンショックの
影響をうけた０８年レベルに後退している。このまま推移すれば１２年のエチレン生産量は６
１０万トン前後となり、１９９０年代前半の水準まで落ち込む見通しだ。



2222 昭和電工・・・大分コンビ企業向け　海外から原料手当て昭和電工・・・大分コンビ企業向け　海外から原料手当て昭和電工・・・大分コンビ企業向け　海外から原料手当て昭和電工・・・大分コンビ企業向け　海外から原料手当て
　昭和電工は、大分コンビナート内の企業向けにエチレンなど原料の手当てを開始した。３月
に発生したナフサクラッカーの事故に伴う措置で、自社で展開する一部の有機化学品のほかサ
ンアロマー、日本ポリエチレンの２社が対象。すでに海外からの原料調達に乗り出しており、
必要最低限の稼働を確保し供給責任を果たしていく。今回のクラッカー停止による同社業績に
与える影響は「４年に１度の定期修理を行った程度」で通期見通しを維持、６月中間期の石油
化学部門の売上高は１１００億円を見込んでいる。

3333 大成ラミック３月期決算・・・包装フィルム好調大成ラミック３月期決算・・・包装フィルム好調大成ラミック３月期決算・・・包装フィルム好調大成ラミック３月期決算・・・包装フィルム好調
　大成ラミックの２０１２年３月期決算は、包装フィルムの販売増などにより、売上高は前期
比３．９％増の１９３億７２００万円、営業利益は同１０．１％増の１９億７６００万円、経
常利益は同１０．１％増の１９億９４００万円、純利益は同６．９％増の１１億２００万円と
増収増益だった。今期は売上高が同５．３％増の２０４億円、営業利益は同１％増の１９億９
７００万円、経常利益は同０．４％増の２０億２００万円、純利益は同０．８％増の１１億１
１００万円と増収増益の予想。

12121212 ブタジエン　２７００ドルに・・・アジア市況　合成ゴム減産響くブタジエン　２７００ドルに・・・アジア市況　合成ゴム減産響くブタジエン　２７００ドルに・・・アジア市況　合成ゴム減産響くブタジエン　２７００ドルに・・・アジア市況　合成ゴム減産響く
　ブタジエンのアジア市況が下落を続けている。足元のスポット価格は１トン当たり２７００
ドル前後（ＣＦＲ　極東アジア）となり、３０００ドルの大台を割った。中国で景気減速懸念
が強まり自動車販売が鈍化した結果、タイヤの生産が停滞し合成ゴムの減産が広がっているた
め、ブタジエンの需給バランスが軟化し市況下落に拍車がかかっている。合成ゴムメーカーの
間では、ブタジエン価格のさらなる下落を見込んでいるメーカーが大半とみられ、減産は当面
解除されない見通しだ。
　アジア域内のナフサクラッカーの稼働が高まってきたことも、ブタジエンの需給バランス軟
化に影響を及ぼしている。昨年末にはエチレン価格がナフサ価格を下回るなどクラッカーの採
算が大きく悪化したことで稼働率が落ち、ブタジエンの供給量が減少したため２月には４００
０ドルを突破。一方、足元ではエチレンのマージンは３００ドル程度まで回復してきているた
め、クラッカーの稼働率が上昇し、ブタジエンの供給量増加につながっている。

　５月９日（水）　５月９日（水）　５月９日（水）　５月９日（水）
1111 シェールガス革命　米で石化投資復活・・・日本企業参加を検討、戦略製品の競争力強化シェールガス革命　米で石化投資復活・・・日本企業参加を検討、戦略製品の競争力強化シェールガス革命　米で石化投資復活・・・日本企業参加を検討、戦略製品の競争力強化シェールガス革命　米で石化投資復活・・・日本企業参加を検討、戦略製品の競争力強化
　廉価な原料に魅力　廉価な原料に魅力　廉価な原料に魅力　廉価な原料に魅力

　米シェールガス革命によりダウ・ケミカルなど米国企業が自国で石油化学への大型投資を始
めるなか、日本の化学企業がこれらの計画に参加する検討を始めている。世界的に市場シェア
が高い戦略製品について、原料・市場・低リスクの３拍子が揃った米国に供給拠点を確保して
競争力を強化することが目的。日本拠点の地位低下が一段と進むとみられる中で、生産拠点の
一部を米国にシフトすることによって事業を防衛する狙いもありそうだ。
　米国では現在、少なくとも４社がシェールガスに含まれるエタンを原料とした大型エチレン
プラントの建設を計画している。ダウは先月、テキサス州フリーポートで年産１５０万トンの
世界最大規模のエチレン設備を２０１７年創業開始予定で建設すると発表。ロイヤル・ダッチ
シェルやシェブロン、台湾プラスチックグループ（ＦＰＧ）なども同様の計画を検討中。
　日本の化学企業は、世界市場で高いシェアを持つ戦略製品を対象にグローバル戦略の一環と
して北米に生産拠点を確保し競争力を強化するとみられる。また、北米で石化拠点が復権すれ
ば、日本を含めアジア市場への製品輸出も復活する見通しであるため、米国拠点の確保は自国
及び近隣市場の防衛の意味合いもありそうだ。

2222 社説・・・競争力回復で投資に転じる米国石化社説・・・競争力回復で投資に転じる米国石化社説・・・競争力回復で投資に転じる米国石化社説・・・競争力回復で投資に転じる米国石化
　天然ガスの価格が百万ＢＴＵ当たり１０ドルを超えたとき、米国の石油化学産業は大きな岐
路に立たされた。南部を中心に天然ガスを源泉として発展した米国石化は、中東や新興国石化
産業の台頭が具体化するまで国際市場の中心的存在だった。それが２０世紀末に環境問題など
でガスが急騰したことで、米国石化産業はその競争力を失った。
　それから約１０年、シェールガスが状況を一変させようとしている。典型例がダウ・ケミカ
ルだ。同社は競争力を失った石化事業の縮小を決め持分軽量化の戦略のもと、スチレン事業の
売却、ポリオレフィンを軸とする汎用石化も合弁化を目指す一方、中東や中国での合弁事業で
石化事業の構造転換を進めた。この戦略は基本的に変わっていないものの、北米に限定しつつ
石化事業の拡大戦略にも転換している。その規模は決して小さくない。その第１弾として、フ
リーポートの石化コンビナートに年１５０万トン規模のエチレンプラントを新設する計画を正



式に決めた。
　シェルはマーセラスガス田から産出されるガスをベースに世界規模のエチレンプラントを新
設する。シェブロン・フィリップスもテキサス州ベイタウンに大型石化プラントを新設する計
画だ。エクソンモービルは天然ガス企業の買収を通じて、マーセラスガス田で３１万７０００
エーカー分のシェールガスの権益を確保した。シェールガスに生産が本格化してわずか数年で
米国の石化産業は縮小均衡から拡大に動き出した。すでに米国の天然ガス価格はピーク時の５
分の１まで低下、１９７０年代、８０年代に世界の石化市場に大きな影響を与えた、強い米国
石化産業が復活しようとしている。
　これは欧州市場やアジア・太平洋地域の石化市場にも影響を与えることは必至だ。さらに、
注目されるのはアジアの石化企業がこうした米国のシェールガスブームに乗ろうとしている点
だ。台湾の大連化学は「廉価なＶＡＭベースにＥＶＡエマルジョンパウダーなどダウンストリ
ームでの進出を考えている」（陳総経理）。タイのＰＴＴグループは、米国でガスクラッカー
を軸に石化コンプレックスの建設を視野に入れる。
　米国のシェールガスは日本の石化産業に２つの課題を突き付けている。１つはアジア市場に
置ける競争の激化、もう１つは台湾やタイ企業のような米国での投資だ。現在のアジア重視の
海外展開を米国に広げる必要が強まることは確実だ。

12121212 タイＢＳＴ、供給不能宣言・・合成ゴム・ブタジエン　再開は半年後か、域内需給への影響もタイＢＳＴ、供給不能宣言・・合成ゴム・ブタジエン　再開は半年後か、域内需給への影響もタイＢＳＴ、供給不能宣言・・合成ゴム・ブタジエン　再開は半年後か、域内需給への影響もタイＢＳＴ、供給不能宣言・・合成ゴム・ブタジエン　再開は半年後か、域内需給への影響も
　タイの化学大手バンコク・シンセテイックス（ＢＳＴ）は、子会社ＢＳＴエラストマーズの
工場爆発事故を受け、ブタジエンや合成ゴムなどについてフォースマジュール宣言を発した。
足元では自動車用タイヤの減産などを背景に合成ゴムの需給バランスが緩み。ブタジエンの引
き合いも鈍化しているが、死傷者１４０名以上にのぼる大事故のため再稼働への当局の審査は
厳しくなるとみられ、再稼働までに半年以上かかる恐れがある。この場合、合成ゴムやブタジ
エンの域内需給に影響が出るには必至とみられ、動向に注目が集まっている。
　爆発事故は５日午後３時２０分頃（現地時間）、南東部ラヨン県マプタプット工業地区の
ＢＳＴエラストマーズ工場内にあるトルエンタンクで発生。６日夕方までに１２人が死亡、
１２９人が負傷した。同日は定期修理のメンテナンス中だった。日本人や日系企業の被害は、
伝えられていない。同日午後６時には鎮火したものの、周辺住民１０００人が一時避難した。
また、６日にはインラック首相やヨンユニット内相などが現地を視察。工業省や公害対策局、
周辺住民からなる特別委員会の設置が決まった。

12121212 インドネシア　ＧＤＰ成長率・・・第１四半期は６．３％に鈍化インドネシア　ＧＤＰ成長率・・・第１四半期は６．３％に鈍化インドネシア　ＧＤＰ成長率・・・第１四半期は６．３％に鈍化インドネシア　ＧＤＰ成長率・・・第１四半期は６．３％に鈍化
　インドネシア中央統計局は第１四半期（１-３月）の実質ＧＤＰ（国内総生産）成長率が前年
同期比６．３％だったと発表した。輸出の伸びが減速し、２０１１年第４四半期の同６．５％
から鈍化した。政府による１２年の通年目標６．５％も下回っている。前期比の成長率は、１．
４％だった。
　中央統計局のスルミヤン長官は、第１四半期の成長率鈍化は世界経済の減速が原因と説明。
一方で複数の経済機関が世界経済の見通しを上方修正していることから、第２四半期以降は、
インドネシアも成長率が上昇するとい予想。中央統計局のスハリヤント副長官（バランス・
統計分析担当）は、世界経済の停滞がインドネシアの輸出実績に支障をきたしていると分析。
第１四半期は輸出の伸びが輸入より小さく、貿易黒字の縮小を招いたと指摘。その一方、「民
間消費と政府支出、投資はいぜんとして良好だ」として輸出の拡大が重要だとの考えを示した。

　５月１０日（木）　５月１０日（木）　５月１０日（木）　５月１０日（木）
1111 ３月期決算　旭化成・・・ケミカル不振響く３月期決算　旭化成・・・ケミカル不振響く３月期決算　旭化成・・・ケミカル不振響く３月期決算　旭化成・・・ケミカル不振響く

　旭化成の２０１２年３月期決算は、ケミカル、エレクトロニクスが世界経済の不振や円高、
原燃料高の影響を受け、好調な住宅部門の増益でカバーできず減益となった。売上高は前期比
１．１％増の１兆５７３２億円、営業利益は同１５．２％減の１０４２億円、経常利益は同
９．２％減の１０７５億円、純利益が同７．５％減の５５７億円となった。配当は年間で３円
増配の１４円。
　今期は住宅および医薬・医療のさらなる増収増益に加え、ケミカル、エレクトロニクスも下
期に回復を見込む。売上高は１３．２％増の１兆７８１０億円、営業利益は７．４％増の１１
２０億円、経常利益が同６．９％増の１１５０億円、純利益が同１９．２％増の６６５億円を
予想。

1111 ダウ・ケミカル日本・・・社長にジェニングス氏ダウ・ケミカル日本・・・社長にジェニングス氏ダウ・ケミカル日本・・・社長にジェニングス氏ダウ・ケミカル日本・・・社長にジェニングス氏
ダウ・ケミカル日本は９日、ダウ・ケミカル本社のハイドロカーボンおよびエネルギー事業部
アシスタント・ゼネラルカウンセルのピーター・ジェニングス氏が６月１５日付で社長に就任
する人事を発表した。デイエゴ・ドノーソン社長は米国本社のサーモセット事業部門副社長に
就く。ドノーソン氏は１０年１月１日付で社長に就任、日本における事業の拡大とともに、東
日本大震災で被災した相馬工場（福島県）の復旧の先頭に立ち相馬市の復興支援に力を注いだ。

2222 ３月のエチレン換算輸出入・・・石化製品、出超幅２４．３％減３月のエチレン換算輸出入・・・石化製品、出超幅２４．３％減３月のエチレン換算輸出入・・・石化製品、出超幅２４．３％減３月のエチレン換算輸出入・・・石化製品、出超幅２４．３％減
　経産省化学課がまとめた３月の石油化学製品のエチレン換算輸出入実績によれば、輸出が前
年同月比１７．６％減の１７万１９００トン、輸入が同１４．６％増の５万１０００トンとな
った。差引き輸出入バランスは１２万９００トンの出超で、出超幅は同２４．３％減少した。
　輸出は、生エチレンや高密度ポリエチレンなどが前年同月比で増加する一方、塩化ビニルモ
ノマーなどの減少が大きかった。輸入は高密度ポリエチレン、ポリスチレン、酢酸エチルの増
加が目立った。

6666 ナフサ　スポット急落・・・１０００ドル割れ　国内石化市況に影響もナフサ　スポット急落・・・１０００ドル割れ　国内石化市況に影響もナフサ　スポット急落・・・１０００ドル割れ　国内石化市況に影響もナフサ　スポット急落・・・１０００ドル割れ　国内石化市況に影響も



　ナフサのスポット価格が急落した。先月まで１トン当たり１０００ドル以上を保っていたが、
今月に入り９００ドル台に突入した。更に数日の間に９００ドル台前半まで落ち込んでいる。
　世界経済の見通しに不透明感が強まるなか、原油相場にも調整が入っている。また、中国の
石化需要が盛り上がりを欠いている下での原油価格上昇を嫌気してアジアのナフサ需要も減少、
市況の低下につながっているものとみられる。現状のスポット価格を国産価格に換算すると、
１キロリットル当たり５万６０００円弱となる。
　一方、確定した１-３月の国産ナフサ価格は５万４１００円。４-６月の国産ナフサ価格は、
これまで６万円を大きく超えるとみられていた。しかし、直近のスポット市況動向がこのまま
継続した場合、従来の見通しの修正を迫られる可能性もある。今後のスポット市況の推移に注
目していく必要がありそうだ。

10101010 関電管内・今夏電力需給不安募る・域内企業節電対策に苦慮・政府は早急に節電目標の明示を関電管内・今夏電力需給不安募る・域内企業節電対策に苦慮・政府は早急に節電目標の明示を関電管内・今夏電力需給不安募る・域内企業節電対策に苦慮・政府は早急に節電目標の明示を関電管内・今夏電力需給不安募る・域内企業節電対策に苦慮・政府は早急に節電目標の明示を
　北海道電力の泊原子力発電所３号機が定期検査入りし、国内原発は４２年ぶりにゼロとなっ
た。今夏、約１５％の電力不足が見込まれる関西電力管内では、電力使用制限令の発動も現実
味を帯びてきた。大飯原発３、４号機の再稼働にめどが立たない中、関西に事業拠点をもつ企
業の多くが節電対策の見直し・強化を迫られている。ただ、政府も関電もこれまでに具体的な
節電目標を示していない。
　域内起業からは「制限令発動の有無、節電目標の具体的数値を早く示してもらえなければ準
備を整えられない」との声が相次ぎ、苛立ちが募っている。
　自家発電力の拡大には「天然ガス価格の高止まりによる燃料購入費用の増加や、ＣＯ２排出
量の拡大といった課題が生じる」。まずは今夏の節電・電力確保のコスト増が重くのしかかる。
企業にとって電力コスト上昇は深刻な問題だが、この時期になっても制限令発動の有無、節電
目標の数値が示されないことへの不満も大きい。休日シフトなど操業計画の調整が必要な場合、
取引先、労働組合、従業員とその家族含めた関係先との調整が要る。
　昨夏は国難の状況下にあって、企業の社会的責任という観点からコストなども度外視して節
電に協力した企業も少なくなかった。しかし、５月半ばに差しかかる段階で今夏の対策が具体
的に検討できないことへの苛立ちは強まるばかりだ。
　大型の自家発電を保有する５２社で構成する団体「大口自家発電施設者懇話会」。昭和電工、
三菱化学、旭化成ケミカルズなど化学企業が多い。懇話会参加企業からは、他の電力会社管内
にあるグループ会社への自家発電力の融通を増やしたいという声が上がっている。エネ庁は昨
冬、関電管内や九州電力管内など節電目標が設定された地域に、電力会社をまたがって自家発
電力を融通することを認めた。これを今夏も認めるとともに、通年で実施できるよう規制緩和
することを求める。

12121212 タイ　安全管理強化へ　アセス実施を四半期ごとに・・・マプタプットの事故受けタイ　安全管理強化へ　アセス実施を四半期ごとに・・・マプタプットの事故受けタイ　安全管理強化へ　アセス実施を四半期ごとに・・・マプタプットの事故受けタイ　安全管理強化へ　アセス実施を四半期ごとに・・・マプタプットの事故受け
　タイのマプタプット工業地区における事故頻発を受け、タイ政府は安全管理を強化する方針
だ。合成ゴムメーカーのＢＳＴエラストマーズにおける爆発事故に続き、インド系化学メーカ
ーのアデイタヤ・ビルラ・ケミカルズでも塩素ガスが工場周辺に漏れ出しており、政府が指定
する６５社に対し、環境アセスメント（ＥＩＡ）およびケンコウアセスメント（ＨＩＡ）の点
検時期を現在の５年ごとから４半期毎へ大幅に短縮することを検討する。
　一方、非政府組織（ＮＧＯ）２団体が事業認可取り消しを裁判所に求める動きも懸念され始
めており、２００９年～１０年に一時凍結問題で揺れたマプタプット地区は再び規制強化を求
める社会の風当たりが強まりそうだ。

　５月１１日（金）　５月１１日（金）　５月１１日（金）　５月１１日（金）
1111 総合化学、今期業績回復・・・下期にかけて環境好転総合化学、今期業績回復・・・下期にかけて環境好転総合化学、今期業績回復・・・下期にかけて環境好転総合化学、今期業績回復・・・下期にかけて環境好転

　総合化学企業の２０１２年３月期決算が１０日出揃った。東日本大震災の影響に加え、欧州
債務危機による世界経済の減速、１ドル＝７０円台の超円高、原燃料の高騰、タイの洪水とい
ったマイナス要因の影響を受け６社中５社が営業減益となった。これに対し、今期は国内外で
需要の回復傾向が強まるとの観測の下、業績予想の発表を見送った三井化学を除き５社が増収
営業増益を予想している。薄型ＴＶ向けの急ブレーキで落ち込んだ情報電子部材では数量回復
や新製品投入効果などを見込んでいる。ただ、本格的な収益の改善は下期に入ってからとの見
方が主流となっており、各社はコストダウンや合理化などを強化して収益確保に全力を挙げる
構え。

　三菱ケミカル　三菱ケミカル　三菱ケミカル　三菱ケミカル



　同社の１３年３月期決算は増収益に転じる。全事業セグメントで増益を見込む。海外景気の
下振れという不安はあるものの、設備投資や個人消費の持ち直しに期待する。売上高は３兆４
５００億円と前期比２４００億円強の増加見込み。薬価改定の影響がヘルスケア分野で見込ま
れる一方、機能商品・素材分野においては東日本大震災からの回復に加え、化学品市況の回復
に期待をかける。利益面では、営業利益は前期比２９４億円増の１６００億円を予想。経常利
益は１４８０億円と１４４億円増加見込み、純利益は５００億円で同１４５億円の増加見通し。

　住友化学　住友化学　住友化学　住友化学
　同社の今期は、売上高が１４．５％増の２兆２３００億円、営業利益は同４８．３％増の９
００億円、経常利益は同８７．３％増の９５０億円、純利益は６１５．９％増の４００億円。
営業利益の見通しでは、交易条件が一段と悪化するものの、石油化学部門は定期修理がないこ
となどから７７．４％増の１１０億円と大幅回復の予想。情報電子化学部門は液晶部材関連製
品の数量回復によって、１１８．１％増の２４０億円と倍増を見込む。

　三井化学　三井化学　三井化学　三井化学
　同社は４月に岩国大竹工場で発生した爆発・火災事故による業績への影響を見積もることが
困難として、現時点での今期業績見通しを見送った。

　東ソー　東ソー　東ソー　東ソー
　同社の２０１２年３月期決算において、前期の塩ビモノマー事故の影響として、売上高１９
５億円、営業利益６４億円を計上した。今期は第１、第３設備が順次運転を再開するが、売上
高で４３０億円、営業利益で７０億円を予想している。

1111 バイオＰＥＴ・・・豊田通商、韓国ロッテ提携バイオＰＥＴ・・・豊田通商、韓国ロッテ提携バイオＰＥＴ・・・豊田通商、韓国ロッテ提携バイオＰＥＴ・・・豊田通商、韓国ロッテ提携
　湖南石化など生産、原料一貫の供給体制　湖南石化など生産、原料一貫の供給体制　湖南石化など生産、原料一貫の供給体制　湖南石化など生産、原料一貫の供給体制

　豊田通商は、韓国ロッテグループの湖南石化とＫＰケミカルと提携、共同でバイオＰＥＴ（
ポリエチレンテレフタレート）樹脂の生産・販売に乗り出す。サトウキビ由来のバイオエタノ
ールを原料に、台湾の合弁会社でバイオモノエチレングルコール（バイオＭＥＧ）を製造。
湖南石化をＫＰケミカルに供給しバイオＰＥＴを製造する。豊田通商は自動車内装材やＰＥＴ
ボトル飲料分野での展開を拡大する考え。一方ロッテグループの主力企業の１つ湖南石化は韓
国・麗川に石油化学コンプレックスを展開、オレフィンのほかＥＧ、ＰＥＴ樹脂を生産。ＫＰ
ケミカルは高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）、高純度イソフタル酸（ＰＩＡ）、ＰＥＴ樹脂を生
産するメーカーで、２００４年に湖南石化に買収され傘下に入った。ロッテグループは飲料事
業を手掛けており、バイオＰＥＴはＰＥＴボトル分野での採用拡大を進める狙いがあるとみら
れる。

2222 エチレン生産　４月は７．７％減・・・２か月連続５０万トン割れエチレン生産　４月は７．７％減・・・２か月連続５０万トン割れエチレン生産　４月は７．７％減・・・２か月連続５０万トン割れエチレン生産　４月は７．７％減・・・２か月連続５０万トン割れ
　経産省が１０日発表した４月のエチレン生産速報によると、前年同月比７．７％減の４６万
４２００トンとなった。前月比は１．３％減。３月に続いて５０万トンを割り込んだ。
定期修理は２プラント。

10 アジア各国　自国のＧＨＧ削減に本腰・・・中国、韓国などが排出量取引制度アジア各国　自国のＧＨＧ削減に本腰・・・中国、韓国などが排出量取引制度アジア各国　自国のＧＨＧ削減に本腰・・・中国、韓国などが排出量取引制度アジア各国　自国のＧＨＧ削減に本腰・・・中国、韓国などが排出量取引制度
　日本への影響も懸念　日本への影響も懸念　日本への影響も懸念　日本への影響も懸念

　アジア各国で、自国の温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量削減に本腰を入れ始めている。中国が
第１２次５カ年計画に国内排出量取引制度の導入を明記し、韓国では排出量取引導入の為の法
案が成立した。タイ、インドネシアも国内取引市場の検討を始めている。１４～１５年に本格
導入される見通し。いずれも２０２０年から新たに国際枠組みを睨んだものだ。一方でＣＤＭ
（クリーン開発メカニズム）への関心は大幅に薄れているという。国際交渉における日本政府
のリーダーシップ、アジアを主戦場とする企業にも少なくない影響が及びそうだ。

10101010 リオ＋２０・・・成果文書交渉で議長案、「グリーン経済」構築など各国の意見集約リオ＋２０・・・成果文書交渉で議長案、「グリーン経済」構築など各国の意見集約リオ＋２０・・・成果文書交渉で議長案、「グリーン経済」構築など各国の意見集約リオ＋２０・・・成果文書交渉で議長案、「グリーン経済」構築など各国の意見集約
　南北対立解消されず、最終合意遠い　南北対立解消されず、最終合意遠い　南北対立解消されず、最終合意遠い　南北対立解消されず、最終合意遠い

リオ＋２０（国連持続可能な開発会議、６月２０日～２２日）の成果文書作成交渉で共同議長
を務める韓国とアンテイグア・バーブータンの代表はこのほど、文書のたたき台となる共同議
長案をまとめた。持続可能な開発（ＳＤ）実現のために不可欠な「グリーン経済」構築や国連
組織改革について、各国の意見集約を図った。しかし、グリーン経済の在り方や必要性などを
巡る途上国と先進国に意見対立は解消されず、最終案の具体的イメージは見いだせていないの
が実情だ。
　日本は、グリーン経済達成に必要なノウハウを共有する国際的な枠組みの構築を提案してい
る。欧州も、各国政府が数値目標を設定し、隔年で進捗を確認しあう案を出していたが、グリ
ーン経済は主権侵害の可能性があるとして警戒する途上国の反対を受け、事実上撤回した。　
　各国は急きょ、５月２９日から３回目の成果文書交渉会合を開くことを決めたが、最終案の
取りまとめは本会議直前にずれ込みそうだ。

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」を挙げる・


