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　５月１４日（月）　５月１４日（月）　５月１４日（月）　５月１４日（月）
1111 用役コスト負担増す・シンガポール・ジェロン島・・電力　日本の４割高　化学産業に影響も用役コスト負担増す・シンガポール・ジェロン島・・電力　日本の４割高　化学産業に影響も用役コスト負担増す・シンガポール・ジェロン島・・電力　日本の４割高　化学産業に影響も用役コスト負担増す・シンガポール・ジェロン島・・電力　日本の４割高　化学産業に影響も

　シンガポールの化学産業の集積地ジェロン島が用役コストの上昇に直面している。とくに、
電力コストは燃料の天然ガス高騰で日本と比べても４割以上高い。タイやインドネシアなど周
辺国の電力コストの２倍近く差が開いているため、新たな投資を呼び込みたい政府の思惑とは
裏腹に大きな足かせとなっている。現在、発電燃料は天然ガスに依存するが、シンガポール複
合企業のケッペルや独ガス大手リンデは石炭ガス化発電の検討に乗り出した。発電の多様化を
図らなければ、化学産業の競争力低下につながる恐れもある。

2222 大手石化５社の１１年度営業利益大手石化５社の１１年度営業利益大手石化５社の１１年度営業利益大手石化５社の１１年度営業利益
　石化が減益の最大要因・・・欧州債務危機　アジアへ波及　需要に急ブレーキ　石化が減益の最大要因・・・欧州債務危機　アジアへ波及　需要に急ブレーキ　石化が減益の最大要因・・・欧州債務危機　アジアへ波及　需要に急ブレーキ　石化が減益の最大要因・・・欧州債務危機　アジアへ波及　需要に急ブレーキ
　　今期も回復勢い鈍く　　今期も回復勢い鈍く　　今期も回復勢い鈍く　　今期も回復勢い鈍く

　大手化学の２０１１年度決算は、三菱ケミカルホールデイングス、住友化学、三井化学、旭
化成、東ソーの大手５社が揃って営業減益となった。５社合計の営業利益は、１０年度の５１
１４億円に対し、１１年度は３４０９億円と１７０５億円減少した。このうち石油化学部門だ
けを抜き出してみると、５社合計の営業利益は１０年度の２２０７億円に対し１１年度は１０
２０億円と１２００億円減少しており、同部門の落ち込みが最大の減益要因となった。
　石化部門が減益となった最大の要因は、欧州債務危機の影響がアジア地域に広がり、下期に
アジア・中国地域で需要に急ブレーキがかかったこと。ここに急激な円高が加わり、石化製品
の輸出採算が大きく悪化させた。また、東日本大震災やタイの洪水の影響で自動車業界を中心
に需要家業界のサプライチェーンが分断されたことや、年後半に薄型ＴＶのアジア需要が一気
に縮小したことも石化部門の減益要因となった。円高による輸入品の増加もありポリオレフィ
ンや機能樹脂などポリマー系製品が大きな影響を受けた。
　一方、１２年度について各社は、石化部門の業績回復を予想している。決算予想を見送った
三井化学を除く４社合計ベースでみた１２年度営業利益は１０９５億円と、１１年度の８９２
億円かた約２３％増加する。しかし、１０年度石化部門の営業利益１８９３億円（４社ベース）
との比較では、いぜん６割弱の水準にとどまっている。回復の勢いが弱いのは、最悪期の１１
年度下期の影響を１２年度上期も引きずり、本格的回復は１２年度下期からなると予想してい
るため。

3333 藤森工業・３月期決算・・・全分野が好調藤森工業・３月期決算・・・全分野が好調藤森工業・３月期決算・・・全分野が好調藤森工業・３月期決算・・・全分野が好調
　藤森工業の２０１２年度期決算は、すべてのセグメントでの販売量増による採算改善や生産
効率向上により増収増益となった。売上高が前期比５．８％増の８２５億７１００万円、営業
利益が同２．１％増の４８億２２００万円、経常利益が同７．７％増の５２億３３００万円、
純利益が同６．４％増の２８億２８００万円だった。
　今期は売上高８４２億円、営業利益５４億５０００万円、経常利益５７億円、純利益４０億
円を見込む。
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3333 大成ラミックが３カ年新中計・・・来春　液体包装の新工場、機能フィルム・機械開発も加速大成ラミックが３カ年新中計・・・来春　液体包装の新工場、機能フィルム・機械開発も加速大成ラミックが３カ年新中計・・・来春　液体包装の新工場、機能フィルム・機械開発も加速大成ラミックが３カ年新中計・・・来春　液体包装の新工場、機能フィルム・機械開発も加速
　大成ラミックは、２０１４年度までの３年間を対象にした新中計を策定した。３年間で約６７
億円の設備投資を計画しており。埼玉県の本社近隣に液体包装の新工場を建設するなど生産体制
を拡充する。一方、製品開発では、環境対応フィルムや新機能フィルムの開発とともに、次世代
高速自動充填機など機械開発を加速することで、「液体包装分野におけるトータルソリューショ
ンの提案に努めていく」（木村義成社長）方針。

11111111 日本アルコール産業・・・手指消毒剤の販売強化、使用期限切れ需要　買い取り・再生提案日本アルコール産業・・・手指消毒剤の販売強化、使用期限切れ需要　買い取り・再生提案日本アルコール産業・・・手指消毒剤の販売強化、使用期限切れ需要　買い取り・再生提案日本アルコール産業・・・手指消毒剤の販売強化、使用期限切れ需要　買い取り・再生提案
　日本アルコール産業（ジェー・アルコ）は今年度、サトウキビ由来のアルコールを使用した
手指消毒剤「キビキビ」（医薬部外品）の販売数量を大幅に拡大させる。アルコール系手指消
毒剤は、２００９年の新型インフルエンザ流行を受けて日本社会に一気に浸透したものの、そ
の使用期限は約３年とされる。１２年は期限切れによる買い替え需要が見込める。同社は同業
他社にない備蓄管理、使用時における迅速な出荷体制、期限切れ商品の買い取り・新品への入
れ替えなどサービスを提案することで、大幅なシェア拡大を狙う。
　ジェー・アルコは、日本のアルコールメーカーで唯一、期限切れ消毒剤の再生技術を有し、
そのための拠点として袋井事業所（静岡県袋井市）を構える。また、同事業所や千葉県船橋市
に消毒剤の保管用倉庫を保有するほか、東西２カ所にも大量保管が可能なレンタル倉庫を構え
る。なお、回収については、自社製品・キビキビのみの取り扱いを基本路線とするが、他社製
品の回収についても前向きな姿勢を見せている。
　拡販に当たり、防災グッズ販売店、警備保障会社、健康保険組合、金融機関など従来にない
商流も活用する方針。

12121212 韓国の経済成長・・・１２年は減速へ韓国の経済成長・・・１２年は減速へ韓国の経済成長・・・１２年は減速へ韓国の経済成長・・・１２年は減速へ
　韓国の２０１２年の経済成長は、１-６月の上半期が２．９％、７-１２月の下半期が３．４
％となり、前年に比べ減速するとの予測を韓国経済研究院が発表した。欧米経済の回復の遅れ
や中国の成長鈍化といった影響を要因に挙げた。
　輸出は日本との競争や為替レートの下落によって１ケタ成長に終わるとみているが、新興市
場の拡大と自由貿易協定（ＦＴＡ）の効果により下半期にかけて改善し、１０６億ドルとなる
と予測した。
　一方、為替レートは上半期に高水準を維持し、下半期は貿易収支拡大に影響により、１ドル
当たり１０９９ウオン水準まで下落すると見通した。また、円高の動向による影響が大きく、
円に対するドルの価値が１０％回復すると、韓国の輸出は約３．２％、経済成長率は０．３５
％減少すると推定している。

　５月１５日（火）　５月１５日（火）　５月１５日（火）　５月１５日（火）
1111 材料新進化論―技術革新を牽引・・・スマホ支える光学用フィルム、２次加工でニーズ具現化材料新進化論―技術革新を牽引・・・スマホ支える光学用フィルム、２次加工でニーズ具現化材料新進化論―技術革新を牽引・・・スマホ支える光学用フィルム、２次加工でニーズ具現化材料新進化論―技術革新を牽引・・・スマホ支える光学用フィルム、２次加工でニーズ具現化

　リンテックはハードコート技術、粘着剤技術を組み合わせたタッチパネル用の「Ｏｐｔｅｒｉ
a（オプテリア）」シリーズを展開。光学用透明粘着（ＯＣＡ）シートやガラス飛散防止フィル
ム、インジウム・スズ酸化物（ＩＴＯ）用ハードコートフィルムなどを揃える。さらに透明導電
性ポリマーフィルムやハイガスバリアフィルムといった新製品を投入して高度化するニーズの取
り込みを狙う。
　藤森工業は偏光板用保護フィルムや貼り合わせ用芯なし両面テープ、剥離フィルムを取り揃え
る。ハイクリーンの環境下でコーテイングやラミネートなど精密塗工受託サービス「ＣＣＳ」事
業で培った技術を生かし独自製品の開発を強化している。「情報電子分野はほとんどがオーダー
メード。常に新しいシーズを提案し、ニーズにも柔軟に対応できる体制が強み」としている。
それらの成果がランダムネットワーク型透明導電フィルムや低反射シールドフィルムなどの新製
品に結びついている。
　サンエー化研は光学用表面保護フィルム、芯なし両面テープを中心に展開。保護フィルムはＰ
ＥＴベースタイプにセパレータレスの新製品を開発、さらに従来品の１０倍の２０００メートル
巻きの長尺タイプも投入した。ＰＥＴベースの保護フィルムは、フィルムが硬くロース化しにく
いだけでなく、気泡が入りやすいためセパレータが必須とされてきた。さらに長尺化しようとす
ると気泡が入ってしまうため技術的に難しいとされていた。同社は生産効率の大幅な向上に寄与
するセパレータレスの長尺タイプをメインに据えていく方針。このほかガラス飛散防止フィルム、
ＩＴＯガラス加工時に適したポリウレタン粘着剤をコーテイングした保護フィルム、帯電防止処
理の保護フィルムなど製品拡充を進めている。
　熟練の技術に強みを持つメーカーは新規事業として光学用フィルムの開発に力を入れている。
こうしたメーカーの多くは「日本よりも勢いのある韓国、台湾のパネルメーカーとの共同開発が
最もウインウインの関係になる」と口を揃える。開発途上の製品でも、それらをさらに発展させ
ようとする姿勢が強いという。

3333 大日本印刷・・・ベトナムに軟包装工場、来春　短納期化・リスク分散へ大日本印刷・・・ベトナムに軟包装工場、来春　短納期化・リスク分散へ大日本印刷・・・ベトナムに軟包装工場、来春　短納期化・リスク分散へ大日本印刷・・・ベトナムに軟包装工場、来春　短納期化・リスク分散へ
　大日本印刷は１４日、ベトナムに軟包装の新工場を建設すると発表した。成長する東南アジ
ア市場における事業強化の一環で、これまでインドネシア子会社から製品供給していたが、ベ
トナムにも生産拠点を設けることで短納期対応やリスク分散を図る。投資額は約４０億円。
２０１３年４月に稼働開始し、５年後に５０億円の売上高を目指す。
　新工場は、ビンズン省ミーフック工業団地に設立する。シャンプーの小分け袋（サシェット）
のほか、スタンドパウチ、歯磨き粉や化粧品などのラミネートチューブの原反などを生産する。
インドシナ半島と近隣諸国のグローバル企業、日系企業、ローカル企業に製品を供給する。
　また、ローカル風土や生活様式に合わせたパッケージの開発のも取り組む。
同社の東南アジアにおけるパッケージ事業は、インドネシアの現地企業との合弁会社が製造・
販売を行っている。近隣諸国への輸出にも力を注いでいる。



6666 オレフィン石炭フィード台風の目・・中国ＣＴＯ　ＭＴＯ計画　１５００万トン超の能力増オレフィン石炭フィード台風の目・・中国ＣＴＯ　ＭＴＯ計画　１５００万トン超の能力増オレフィン石炭フィード台風の目・・中国ＣＴＯ　ＭＴＯ計画　１５００万トン超の能力増オレフィン石炭フィード台風の目・・中国ＣＴＯ　ＭＴＯ計画　１５００万トン超の能力増
　北米のシェールガスと並んで、石炭フィードのオレフィン新増設が今後の世界石化市場の台
風の目となる可能性が高まってきた。石炭資源の豊富な中国で計１５００万トン以上のコール
トウ・オレフィン（ＣＴＯ）、メタノール・トウ・オレフィン（ＭＴＯ）計画が打ち出されて
いる。中東のガスベースクラッカーの拡大が頭打ちとなるなか、ナフサベースの既存プレーヤ
にとっては、新たな脅威が出現してきた格好となっている。

6666 石油製品ＣＩＦ・・・石化用ナフサ　３月は５万７３０２円石油製品ＣＩＦ・・・石化用ナフサ　３月は５万７３０２円石油製品ＣＩＦ・・・石化用ナフサ　３月は５万７３０２円石油製品ＣＩＦ・・・石化用ナフサ　３月は５万７３０２円
　３月の原油・石油製品ＣＩＦ単価は、原油価格の上昇と円安の影響で、いずれの製品とも上
昇した。石化用ナフサは前月比６４３５円上げの５万７３０２円となった。

【３月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】（速報値、換算レート：７７．３０円／ドル）

（出所：財務省貿易統計）

10101010 環境情報　ＳＣ管理の潮流強まる・・・日本ＬＣＡ学会　稲葉　敦　会長に聞く環境情報　ＳＣ管理の潮流強まる・・・日本ＬＣＡ学会　稲葉　敦　会長に聞く環境情報　ＳＣ管理の潮流強まる・・・日本ＬＣＡ学会　稲葉　敦　会長に聞く環境情報　ＳＣ管理の潮流強まる・・・日本ＬＣＡ学会　稲葉　敦　会長に聞く
　企業評価の指標に　　　ＬＣＡデータベース構築手法　世界的な共有がカギ　企業評価の指標に　　　ＬＣＡデータベース構築手法　世界的な共有がカギ　企業評価の指標に　　　ＬＣＡデータベース構築手法　世界的な共有がカギ　企業評価の指標に　　　ＬＣＡデータベース構築手法　世界的な共有がカギ

　消費者や投資家が企業の持続的成長を判断する材料として、経営にともなう環境面のポテン
シャルとリスクへの関心が高まっている。欧州と米国では、ライフサイクルアセスメント（Ｌ
ＣＡ）に基づき、企業や製品の環境影響を幅広く可視化する“環境フットプリント”のルール
作りが始まった。日系企業にも、環境経営の新しいあり方が問われそうだ。日本ＬＣＡ学会の
稲葉敦会長（工学院大学教授）は「環境情報を広く公開し、サプライチェーンで共有できる企
業が社会的にも、投資家からも評価されるようになる」と分析する。
―　政府や企業に一層の環境情報開示を求める声が強まっています。―　政府や企業に一層の環境情報開示を求める声が強まっています。―　政府や企業に一層の環境情報開示を求める声が強まっています。―　政府や企業に一層の環境情報開示を求める声が強まっています。
「たとえば欧州連合（ＥＵ）は政策の基本方針として、企業や自治体の環境情報開示義務強化
を打ち出している。消費者に環境負荷が低い企業や製品を選択させる狙いだ。ＲＥＡＣＨ規則、
ＲｏＨＳ指令、ＬＣＡを基礎とするＣＦＰ制度の実施や、環境フットプリント制度の策定は、
こうした政策論を具体化するもの。世界的に見てもこの流れは不可逆的だろう」
「国連のヤハネスブルグサミット（２０００年）では、ＵＮＥＰ（国連環境計画）が『持続可
能な消費と生産（ＳＣＰ）』を提唱した。この理念もＬＣＡがベースになっている」
―　ＬＣＡデータベース構築手法の共有を提唱されています。―　ＬＣＡデータベース構築手法の共有を提唱されています。―　ＬＣＡデータベース構築手法の共有を提唱されています。―　ＬＣＡデータベース構築手法の共有を提唱されています。
「日本、欧州、米国、アジアなどが、ＬＣＡデータベースに関する国際会合を湘南国際村（神
奈川県）で開催した。世界のＬＣＡＤＢ専門家が集まり、ＬＣＡデータの収集方法やＤＢの構
築方法などを議論し、その結果を『湘南ガイダンス・プリンシパル』としてまとめた。このガ
イダンスを広く普及させたい。
―　今後、日本企業に求められる姿勢とは。―　今後、日本企業に求められる姿勢とは。―　今後、日本企業に求められる姿勢とは。―　今後、日本企業に求められる姿勢とは。
「産業界全体として、より積極的に環境情報開示を進めること。これしかない。ＧＨＧプロト
コルによるスコ－プ３基準は、環境ポテンシャルやリスクに応じて企業がサプライヤーを選ん
だり、金融機関や投資家が投資先企業を選ぶことを促す狙いがある。企業には、環境情報をよ
り定量的に把握することが求められている」
「世界的な環境ルールを作る場に日本企業の姿が少ないことは心配だ。作られたルールに対応
するという受け身の姿勢ではなく、事業のサプライチェーン管理の観点からも、制度作りに積
極的に参加することが必要ではないか」

　５月１６日（水）　５月１６日（水）　５月１６日（水）　５月１６日（水）
1111 農業用高機能フィルム　三菱樹脂　中国で生産・・・ハウス近代化　植物工場向け農業用高機能フィルム　三菱樹脂　中国で生産・・・ハウス近代化　植物工場向け農業用高機能フィルム　三菱樹脂　中国で生産・・・ハウス近代化　植物工場向け農業用高機能フィルム　三菱樹脂　中国で生産・・・ハウス近代化　植物工場向け
　来夏メド年４０００万トン　関連事業１００億円に育成　来夏メド年４０００万トン　関連事業１００億円に育成　来夏メド年４０００万トン　関連事業１００億円に育成　来夏メド年４０００万トン　関連事業１００億円に育成

　三菱樹脂は、中国で農業ハウス用の高機能性フィルムの生産に乗り出す。江蘇省無錫市に
１００％出資子会社を設立、新工場を建設する。生産規模は年間４０００万トンで、来夏をメ
ドに生産を開始する計画。総投資額は約２０億円。
　中国における農業ハウスの近代化に対応し、フィルム表面に特殊処理を施したコーテイング
品を生産する予定で、４～５年後に２０億～３０億円の売上げを目指す。同社は昨年末、中国

軽油

円／ＫＬ
67,872原油・粗油

ガソリン（自動車用）
ナフサ（石化用）
灯油

65,891
57,302
71,630
70,444

ドル／バレル
121.32
129.20
112.36
140.45
138.13



で太陽光利用植物工場の実証試験を開始しており、将来的には農業ハウス用の資材から植物関
連分野で１００億円の事業規模に育成する。

5555 ３月期決算　東洋インキＳＣホールデイングス・・・原材料高騰響く３月期決算　東洋インキＳＣホールデイングス・・・原材料高騰響く３月期決算　東洋インキＳＣホールデイングス・・・原材料高騰響く３月期決算　東洋インキＳＣホールデイングス・・・原材料高騰響く
　東洋インキＳＣＨＤの２０１２年３月期決算は、新興国をはじめとした市場開拓や新製品の
開発・拡販に努めたものの、原材料の高騰や国内需要低迷などにより減収減益となった。
売上高は前期比０．３％減の２４５３億３７００万円、営業利益は同２８．７％減の１３６億
４８００万円、経常利益は同２９，２％減の１３４億４５００万円、純利益は同３７．２％減
の７２億３８００万円。
　セグメント別の売上高をみると、印刷・情報関連事業はオフセットインキが高機能製品の拡
販などで前期並みを維持したが、グラフィックアーツ関連機器・材料が国内印刷需要低迷で、
７６１億８００万円（前期比０．９％減）。パッケージ関連事業はグラビアインキが食品・飲　
料・トイレタリーなどの包装用向けや建材用が国内で堅調だったほか、中国・東南アジアでも
食品包装が伸長し５５５億６２００万円（同２．１％増）など。
　今期は売上高２５５０億円、営業利益１６０億円、経常利益１６０億円、純利益８０億円を
見込んでいる。

12121212 中国、預金準備率引き下げ・・・１２年２回目、物価上昇力緩和を受けて中国、預金準備率引き下げ・・・１２年２回目、物価上昇力緩和を受けて中国、預金準備率引き下げ・・・１２年２回目、物価上昇力緩和を受けて中国、預金準備率引き下げ・・・１２年２回目、物価上昇力緩和を受けて
　中国政府は、金融緩和を一段と進める。中国人民銀行はこのほど、１８日に金融機関の預金
準備率を０．５％引き下げると発表した。準備率引き下げは２月２４日に続いて今年２回目。
国家統計局のまとめによると、金融引き締め策の背景となってきた消費者物価指数（ＣＰＩ）
が４月は前年比３．４％増となり、２月以降は３％台をキープしている。中国国内では年末に
かけてさらに複数回の引き下げが行われるとの見方が強い。
　２０１１年７月の同６．５％増を頂点に、中国では政府誘導目標の４％を大きく上回る水準
で物価上昇が続いてきた。要因の１つだった不動産価格は、各地での購入抑制策の奏功して、
一部都市で下落に転じるなど落ち着きを取り戻しつつある。
　中国経済全体については「１２年に関しては第１四半期（１-３月）が底。今後は再び右肩
上がりが見込まれる」など、下半期に本格的回復起動へ回帰するという見方が強い。

　５月１７日（木）　５月１７日（木）　５月１７日（木）　５月１７日（木）
1111 技術革新を牽引、用途広がる機能性色素・・・デジタル機器に採用拡大技術革新を牽引、用途広がる機能性色素・・・デジタル機器に採用拡大技術革新を牽引、用途広がる機能性色素・・・デジタル機器に採用拡大技術革新を牽引、用途広がる機能性色素・・・デジタル機器に採用拡大

　機能性色素は、顔料・染料の合成・設計技術をベースに、ナノテクノロジーなどを取り込み
ながら進化しており、エレクトロニクス、環境、エネルギーなど多様な分野に広がりを見せて
いる。なかでもデジタル関連機器の情報表示・情報記録用途では不可欠な存在になっており、
液晶をはじめとする薄型パネルや光記録メデイア関連で採用が拡大。急速な成長を見せるスマ
ートフォンやタブレット型情報端末向けのほか、環境対策に寄与する製品としても注目が集ま
っている。
　こうしたなかで、ＤＩＣは液晶パネルのカラーフィルター向けに特化した機能性グリーン顔
料を展開。同顔料はバックライトの光を低減しても優れた画質を提供できる同社独自の製品と
して、省エネ型ＴＶなどに数多く採用されている。顔料の化学構造の中心金属を従来の銅から
亜鉛に替えたことによって、輝度を格段に向上させるとともに顔料の粒子をより小さくするこ
とでコントラストの大幅な向上を実現した。
　大日精化工業では「とくに環境・エネルギー分野に重点を置く」方針を打ち出し、力を入れ
るのがセシウムを選択的・強固に吸着する無機顔料「紺青（プルシアンブルー）」。放射性セ
シウムの除染技術の開発に取り組む。このテーマについて、「重大な社会的要請であり放射性
セシウムに対し、紺青を活用した除染対策の実現を重要な社会貢献と捉えている」。除染のト
ータルコスト削減に寄与できるとみており、実証試験へ積極的に携わっている。

2222 社説・・・ダブル値上げに苦しむプラ加工業界社説・・・ダブル値上げに苦しむプラ加工業界社説・・・ダブル値上げに苦しむプラ加工業界社説・・・ダブル値上げに苦しむプラ加工業界
　今年の中小企業白書によると、中小製造業の製造コストに占める購入電力使用額の割合が最
も大きいのは窯業・土石製品製造業の５．９％、次いでプラスチック製品製造業が４．２％だ。
プラ製品を細分類すると、ブローなど容器包装製造業は６．７％と高い。4月から実施された東
電の電気料金値上げは、プラスチック加工企業の経営を直撃しているが、さらに原料樹脂の値
上げ攻勢も続き、事業環境は厳しさを増している。
　東電管内で１５台の射出成形機を保有する従業員５０人のプラ加工会社は、これまで年間約
３５００万円の電気料金を支払ってきた。今回の料金改定契約は６月から実行されるが、１７
％上昇して４１００万円以上になる。同社は震災の影響を受けて生産が急減して赤字に転落し
たが、黒字転換が一段と困難になったという。中小企業は、東電の料金値上げに対応策がない
のが実態だ。値上げ計画のない関西電力では、今夏の電力供給に１５％程度の不足が見込まれ、
節電などの企業努力では解決できず、電力問題はプラ加工会社の経営に影を落としている。
　電気料金に加え、原料樹脂価格の上昇にも悲鳴が上がっている。石化メーカーの２０１２年
度の想定ナフサ価格は６万円台が大整。足元ナフサ価格は値下がりしているものの、樹脂価格
の是正は避けられない情勢にある。石化会社の値上げ攻勢について「交渉の余地がなく、値上
げを飲まなければ出荷できない」と強硬な姿勢が目立つという。
　わが国の樹脂業界は慢性的な供給過剰、過当競争体質が指摘され、収益力も低かった。この
ため業界再編による企業集約化が進んだものの、ナフサ価格次第で赤字に陥る体質は改善され
ていない。しかしユーザーであるプラ加工企業の体質はさらに脆弱であり、今回のような電気
料金と樹脂価格のダブル値上げが続くと、企業存続の危機に瀕する。加工業界の淘汰が進み、
樹脂需要が先細りすれば、石化コンビナートの安定操業に支障をきたしかねない。
　サプライチェーンの連携による体質強化を模索してもらいたい。



3333 経産省　３月プラ製品速報・・・９カ月ぶり生産増加経産省　３月プラ製品速報・・・９カ月ぶり生産増加経産省　３月プラ製品速報・・・９カ月ぶり生産増加経産省　３月プラ製品速報・・・９カ月ぶり生産増加

【３月の主なプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）＜日本プラスチック工業連盟＞

10101010 プラ処理協・・・廃家電プラ油化技術　確立プラ処理協・・・廃家電プラ油化技術　確立プラ処理協・・・廃家電プラ油化技術　確立プラ処理協・・・廃家電プラ油化技術　確立
　廃ＦＣＣ触媒用いコスト低減　脱塩設備も不要　廃ＦＣＣ触媒用いコスト低減　脱塩設備も不要　廃ＦＣＣ触媒用いコスト低減　脱塩設備も不要　廃ＦＣＣ触媒用いコスト低減　脱塩設備も不要

　プラスチック処理促進協会はこのほど、廃家電プラをナフサ留分５０％の接触分解油にリサ
イクルする技術を確立した。家電リサイクル拠点で得られる廃家電プラからＡＢＳ樹脂を近赤
外線で事前選別した後、ポリオレフィンやポリスチレンからなる混合プラを接触分解プラント
で油化。廃プラをプラ原料に戻す「クローズドリサイクル」を実現する。廃ＦＣＣ（流動接触
分解）触媒を使うことで、リサイクルコストも低減できる。
　新技術を活用する油化リサイクル事業に必要な初期投資額（近赤外線ＡＢＳ選別システムと
接触分解油化プラントの導入コスト）は約９０００万円。年間収益は約２８００万円と試算。
投資回収年は３．３年となる。２０１０年度に全国約５０カ所のリサイクル拠点で処理された
廃家電は２８００万台に上るが、廃家電由来の混合プラで高度リサイクルされるのは２割程度
とみられる。油化技術の実用化に向けては、東芝の子会社でリサイクル事業を手掛けるテルム
（横浜市）に原料提供とプロセス検討を、ＪＸ日鉱日石エネルギーに分解油評価と石油精製プ
ロセスでの処理可否の検討をそれぞれ委託した。

10101010 ノニルフェノールエトキシレート　代替促進へ８物質・・・米ＥＰＡが最終報告書ノニルフェノールエトキシレート　代替促進へ８物質・・・米ＥＰＡが最終報告書ノニルフェノールエトキシレート　代替促進へ８物質・・・米ＥＰＡが最終報告書ノニルフェノールエトキシレート　代替促進へ８物質・・・米ＥＰＡが最終報告書
　米環境保護局（ＥＰＡ）はこのほど、ノニルフェノールエトキシレート（ＮＰＥｓ）の代替
物質に関する最終報告書を公表した。報告書はＮＰＥｓが環境中に暴露した場合の難分解性や
水生生物への毒性の高さを指摘。ＥＰＡの安全性基準に沿う界面活性剤として、８つの代替物
質を挙げている。報告書は、ＥＰＡの「環境配慮設計（ＤｆＥ）代替物質評価プログラム」に
基づくもの。より安全な代替物質についての情報やその利用状況、同プログラムにおける界面
活性剤の有害性評価方法などを詳述する。
　ＥＰＡによると、ＤｆＥプログラムの「安全な洗剤スチュワードシップイニシアチブ（ＳＤ
ＳＩ）」に参加するＢＡＳＦや米国洗剤メーカーなどは、既にＮＰＥｓの使用をやめていると
いう。

　５月１８日（金）　５月１８日（金）　５月１８日（金）　５月１８日（金）
2222 ４月エチレン用輸入ナフサ・・・５１４０円値上がり４月エチレン用輸入ナフサ・・・５１４０円値上がり４月エチレン用輸入ナフサ・・・５１４０円値上がり４月エチレン用輸入ナフサ・・・５１４０円値上がり

　経産省がまとめた４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６万１１５２円で、３月に比べて５１４０円値上がりした。ドル建て単価は１トン当
たり１０９０．６ドルで、３月比８１．１ドル値上がりした。為替レートは１ドル＝８２．３
円で、３月比１．３円の円安。

3333 昭和パックス　３月期決算・・・重包装袋が低迷昭和パックス　３月期決算・・・重包装袋が低迷昭和パックス　３月期決算・・・重包装袋が低迷昭和パックス　３月期決算・・・重包装袋が低迷
　昭和パックスの２０１２年３月期決算は、フィルム製品・コンテナが堅調だったものの、重
包装袋の出荷数量が減少した影響を受け減収減益となった。
　売上高が前期比２．７％減の１８９億２８００万円、営業利益が同２３．３％減の７億７８
００万円、経常利益が同１９．５％減の８億９２００万円、純利益が同２２．１％減の４億８
４００万円となった。
　セグメント別の売上高は、重包装袋が同６．５％減の１１５億７５００万円、ポリエチレン
重袋が数量を伸ばしたものの、クラフト紙袋は合成樹脂と化学薬品向けの需要が減少した。
　今期は売上高１９５億円、営業利益８６億円、経常利益９億２０００万円、純利益５億９５
００万円を見込む。

6666 米国　タイトオイルにシフト・・・天然ガスの開発意欲低下、石油採掘リグ７割増加米国　タイトオイルにシフト・・・天然ガスの開発意欲低下、石油採掘リグ７割増加米国　タイトオイルにシフト・・・天然ガスの開発意欲低下、石油採掘リグ７割増加米国　タイトオイルにシフト・・・天然ガスの開発意欲低下、石油採掘リグ７割増加
　ガスは“ドライ”から“ウエット”中心に　ガスは“ドライ”から“ウエット”中心に　ガスは“ドライ”から“ウエット”中心に　ガスは“ドライ”から“ウエット”中心に

　米国でシェールガスからタイトオイルへのシフトが鮮明になってきた。石油採掘リグ数は２
０１１年初めから直近までに７割増加しており、米エネルギー情報局（ＥＩＡ）は１２年の原
油生産量の見通しを日量６１７万バレルげ上方修正し、１３年もさらなる拡大を見込む。
　一方、天然ガスを採掘するリグ数は過去１０年で最低水準にまで減少。１２年の成長率は過
去最高だった前年の７．９％から４．４％に鈍化、１３年は前年並みの生産量にとどまるとし
た。こうしたなか、ガス生産の中心は、エタンなど多く含む収益性の高い“ウエットガス”へ

容器（中空成形）
生産 47,481 103.2
出荷 47,386 108.8
在庫 29,578 92.2

日用品・雑貨
生産 26,443 104.8
出荷 26,553 98.9
在庫 21,590 105.0

フィルム・シート
生産 204,790 100.5
出荷 213,655 94.7
在庫 230,184 107.1

品目 前年同期比区分 ３月



と移行している。メタンが多いドライガス田ほど、天然ガス価格下落で収益が圧迫される。こ
のためシェールガス生産は、天然ガス液（ＮＧＬ）を多く含むウエットガスの比率が高まって
いる。ＮＧＬに含まれるエタンやプロパンを石油化学原料に利用することで、生産者は収益性
を高めることができる。

10101010 厚労省ガイドライン　食品容器包装への再生プラ使用・・・原料の範囲等基本要件まとめる厚労省ガイドライン　食品容器包装への再生プラ使用・・・原料の範囲等基本要件まとめる厚労省ガイドライン　食品容器包装への再生プラ使用・・・原料の範囲等基本要件まとめる厚労省ガイドライン　食品容器包装への再生プラ使用・・・原料の範囲等基本要件まとめる
　安全性の照会手続きも　安全性の照会手続きも　安全性の照会手続きも　安全性の照会手続きも
　■個別の安全性を照会する場合に必要な情報　■個別の安全性を照会する場合に必要な情報　■個別の安全性を照会する場合に必要な情報　■個別の安全性を照会する場合に必要な情報

・原料管理、再生工程を含む一連の製造工程に関する情報・原料管理、再生工程を含む一連の製造工程に関する情報・原料管理、再生工程を含む一連の製造工程に関する情報・原料管理、再生工程を含む一連の製造工程に関する情報
・原料の情報・原料の情報・原料の情報・原料の情報
・生じうる汚染物質が製造工程中に除去されることを証明するための試験結果・生じうる汚染物質が製造工程中に除去されることを証明するための試験結果・生じうる汚染物質が製造工程中に除去されることを証明するための試験結果・生じうる汚染物質が製造工程中に除去されることを証明するための試験結果
・食品衛生法への適合・食品衛生法への適合・食品衛生法への適合・食品衛生法への適合
・最終製品に関する情報・最終製品に関する情報・最終製品に関する情報・最終製品に関する情報
・海外での使用状況・海外での使用状況・海外での使用状況・海外での使用状況

　厚労省は、再生プラスチック材料を食品容器に使用する場合の指針を策定した。原料となる
使用済みプラ製品に混入した汚染物質が食品に移行することがないよう、原料の範囲、製造・
品質管理、安全性の証明方法など基本的な要件をまとめた。
　食品容器・包装の製造・輸入業者が再生プラ材料を使用するにあたり、個別に安全性を照会
する場合の手続きも定めた。先月２７日からガイドラインとして運用を始めた。
　原料は食品用途の使用済みプラ製品を分別回収したものに限定（化学的再生法などにより
汚染物質が十分に提言されることが保証される場合除く）した。原料の品質はクラス１～３に
分類される。クラス１は食品用器具・容器包装の製造工場で製品の製造工程から回収された端
材など。クラス２は食品用途に使用された後、再商品化を目的に特定素材を分別回収したもの。
容器包装リサイクル法などで回収された飲料用ＰＥＴボトルや発泡ポリスチレンなどが該当す
る。これ以外の方法で回収されたものはクラス３で、現状の物理的再生法ではクラス１と２の
使用を原則とする。
　汚染物質の除去は溶出試験や材料試験で確認することとし、安全性の判断基準には再生プラ
材料からの汚染物質の溶出限度値を１０ｐｐｍを推奨値として採用した。
　安全性が確認された再生プラ材料およびそれを使用した製品と同等のものが常時生産されて
いることを保証するため、標準作業手順書（ＳＯＰ）を作成し、衛生・品質管理を行うことも
求めている。ＳＯＰは、衛生環境の維持、原材料管理、工程管理、最終製品の取り扱い、保管、
引き渡し、教育・訓練などの項目からなり、作業手順を常に一定に保つことで実製品の品質を
保証できるとした。

10101010 再生ポリオレフィン・・・ＧＨＧ排出量を算出、プラ再生利用２団体、ＣＦＰ原単位登録再生ポリオレフィン・・・ＧＨＧ排出量を算出、プラ再生利用２団体、ＣＦＰ原単位登録再生ポリオレフィン・・・ＧＨＧ排出量を算出、プラ再生利用２団体、ＣＦＰ原単位登録再生ポリオレフィン・・・ＧＨＧ排出量を算出、プラ再生利用２団体、ＣＦＰ原単位登録
　全日本プラスチックリサイクル工業会と日本プラスチック有効利用組合は、共同で産業廃棄
物由来の再生ポリオレフィンペレットの温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量を算出したと発表した。
　１キログラム当たりのＧＨＧ排出量は、再生ポリエチレンがＣＯ２換算で０．３８８キログ
ラム、再生ポリプロピレンが同０．３９９キログラム。
　尚、公表済のバージンペレット１キログラム当たりの排出量共通原単位は、低密度ポリエチ
レンがＣＯ２換算で１．５３キログラム、ポリプロピレンが同１．４９キログラム。

11111111 １-３月ＧＤＰ年率４．１％成長・・・３期連続プラス１-３月ＧＤＰ年率４．１％成長・・・３期連続プラス１-３月ＧＤＰ年率４．１％成長・・・３期連続プラス１-３月ＧＤＰ年率４．１％成長・・・３期連続プラス
　内閣府が１７日発表した２０１２年１-３月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整済）速報値は
物価変動の影響を除いた実質で前期比１．０％増、年率換算で４．１％増となった。プラス成
長は３四半期連続。底堅く推移した個人消費と、東日本大震災の復興需要の本格化で大幅増加
した公共投資がけん引した。
　物価変動を含む名目ＧＤＰも前期比１．０％増、年率換算で４．１％増だった。

12 シェールガス、中国　開発を本格化・・・中国石化が四川で生産へシェールガス、中国　開発を本格化・・・中国石化が四川で生産へシェールガス、中国　開発を本格化・・・中国石化が四川で生産へシェールガス、中国　開発を本格化・・・中国石化が四川で生産へ
　中国でシェールガス開発が本格化してきた。中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）が成都（四川省）
で６月にも生産を開始する計画。２０１２年末には年３億～５億立方メートル、１３年には同
１０億立方メートルの生産能力確立を目指す。中国石化のシェールガスプロジェクトは今回が
初めて。国土資源部によると、中国のシェールガス可採埋蔵量は２５兆立方メートルで、米国
に比肩している。中国では原油の輸入依存度が約５６％に達し、さらに右肩上がりでの上昇が
見込まれている。在来型エネルギーの需要が拡大するなか、シェールガス資源の活用を促進し
エネルギー源を多様化していく。


