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　日本ポリエチレン製品工業連合会

「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）

　　　　９９９９月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））
1111 資源調達資源調達資源調達資源調達　　　　高高高高まるまるまるまる中国中国中国中国リスクリスクリスクリスク・・・・・・・・・・・・希土類希土類希土類希土類でででで輸出停止輸出停止輸出停止輸出停止のののの動動動動きききき、、、、代替技術実用化代替技術実用化代替技術実用化代替技術実用化がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題

　資源調達における中国依存リスクが一層高まっている。希土類は「事実として日本向け輸出停止
の措置がとられている」（商社筋）状況。今年下期の輸出許可枠（ＥＬ）が大幅に削減されたこと
に続き、産業界に波紋を広げることは必至だ。中国依存度が高い資源は希土類にと止まらず、樹脂
の難燃助剤向けアンチモン、アゾ系顔料原料など広範な領域にわたる。新たな資源ソースの開拓に
は時間がかかることは避けられない。技術立国の日本としては産官学連携の下、代替技術や使用量
削減技術の実用化が喫緊の課題となってきた。
　希土類製品では値上げの動きが活発化。１０月出荷分から希土類磁石の２割値上げを打ち出した
信越化学工業は、「値上げ交渉はほぼ完了。大体の顧客におおむね満額で受け入れられた」という。
今回の禁輸報道に対しては、先週末の段階で「正式かどうか不明で、戸惑っている」。
　昭和電工は、液晶パネルなどガラス基板用セリウム研磨材を１１月出荷分から現状の４倍に値上
げする。原料希土は中国の保護政策強化によりＥＬ削減が重なり暴騰。価格は１キログラム当たり
５０ドルと昨年末に比べ１０倍も上昇した。同社によると、「顧客は一定の理解を示している」と
しながらも供給量の確保は厳しくなる可能性があることを示唆している。

3333 ＰＰＰＰＰＰＰＰフィルムフィルムフィルムフィルム８８８８月出荷実績月出荷実績月出荷実績月出荷実績・・・・・・・・・・・・ＣＰＰＣＰＰＣＰＰＣＰＰ３３３３カカカカ月月月月ぶりでぶりでぶりでぶりで前年同月増前年同月増前年同月増前年同月増
　日本ポリプロピレンフィルム工業連合会の統計によると、２０１０年８月出荷は、
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムが前年同月比２．９％減の１万７３１１万トン、
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）フィルムが同３．３％増の１万２１４０万トンだった。
　ＣＰＰは、工業用が同３９．９％増と引き続き大きく伸びた。

【２０１０年８月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

12121212 経産省発表経産省発表経産省発表経産省発表「「「「海外現地法人海外現地法人海外現地法人海外現地法人のののの動向動向動向動向」」」」・・・・・・・・・・・・４４４４－－－－６６６６月期売上高月期売上高月期売上高月期売上高４０４０４０４０％％％％増増増増、、、、化学化学化学化学はははは２８２８２８２８％％％％増増増増
　経産省が発表した「海外現地法人の動向」によると、４－６月期売上高は全世界で２２５６．９
億ドル、前年同期比は３９．６％増加し、３期連続して前年実績を上回った。２００９年４－６月
期は、前年同月比３０．６％の大幅減少だったことの反動があるものの、回復傾向が鮮明になって
いる。このなかで化学は１８５億ドル、同２８．２％増となり３期連続の増加を続けている。

　　　　９９９９月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（火火火火））））
1111 ＤＩＣＤＩＣＤＩＣＤＩＣプラプラプラプラ・・・・・・・・・・・・危険物輸送危険物輸送危険物輸送危険物輸送プラプラプラプラ製容器製容器製容器製容器、ＵＮ、ＵＮ、ＵＮ、ＵＮ規格対応規格対応規格対応規格対応をををを国産国産国産国産　　　　評価試験評価試験評価試験評価試験のののの受託受託受託受託もももも

　ＤＩＣは２７日１００％子会社のＤＩＣプラスチック（東京）において、危険物輸送に用いる
ＵＮ（国連）規格対応のプラスチック製フルオープン型輸送容器の「１Ｈ２型」を国内で初めて
生産、販売開始したと発表した。
　内容物の種類ごとに収容可能な容器が決められている「１Ｈ２型」は、日本では北米、中国、台
湾などから輸入品に頼っているのが実情。このため、ＤＩＣプラは安定供給面での不安解消を目指
し国産化した。
　更に同社は、危険物の種類ごとに、ＵＮ規制に準拠した危険物輸送容器認証のための評価試験も
請け負う。通常７カ月かかる評価試験を約２ヵ月で実施（促進評価）可能としており、顧客の迅速
な認証取得をサポートする。
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　同社では、今回の輸送容器販売及び認証評価試験受託により、３年後に３億円の売上高を目指す。
１０月５日から東京ビッグサイトで開催される国際包装展「ＴＯＫＹＯ　ＰＡＣＫ　２０１０」に
出展予定。

2222 日本日本日本日本カーリットカーリットカーリットカーリット子会社子会社子会社子会社「「「「ジェーシーボトリングジェーシーボトリングジェーシーボトリングジェーシーボトリング」」」」・・・・・・・・・・・・群馬群馬群馬群馬のののの無菌充填新工場無菌充填新工場無菌充填新工場無菌充填新工場　　　　本格稼働本格稼働本格稼働本格稼働
　今年の猛暑、アルコール飲料は以外にもビール系が伸び悩み、ハイボールなどに押される結果と
なった。これに対し清涼飲料は、大手５社の８月販売実績が前年同月比１５％増と快走、とりわけ
スポーツドリンクや茶系飲料等が伸びたようだ。
　今回、日本カーリットの群馬工場内に完成したのは、東洋製罐と伊藤園が開発した「ＮＳシステ
ム」といわれる無菌充填ライン。容器のＰＥＴボトル（５００ミリリットル）は隣接したボトル工
場で成形、オンサイト供給され、充填工程へと送り込まれる。ボトル自体が従来比３０％樹脂使用
量を削減、薄肉・軽量化されている。また半導体工場並みのクラス１００を確保したクリーンルー
ム（ＣＲ）を使っての充填工程は、殺菌剤も長時間の高温プロセスも用いていない。これにより味
を劣化させる要因を最小限にとどめ飲料本来のテイストを引き出している。
　伊藤園の「おーいお茶」について、関東圏を中心に全体の１５～２０％を供給する役割を担う。

5555 ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン　　　　アジアアジアアジアアジアでででで堅調堅調堅調堅調・・・・・・・・・・・・ＥＶＡＥＶＡＥＶＡＥＶＡ伸長伸長伸長伸長　ＬＤＰＥ　ＬＤＰＥ　ＬＤＰＥ　ＬＤＰＥひっひっひっひっ迫迫迫迫、、、、１４００１４００１４００１４００ドルドルドルドル台台台台
　ポリオレフィンはアジア市況が堅調。高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）などはこの２～３週間、
ほぼ横ばい推移、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）は１トン当たり１４００ドル台（ＣＦＲ中国）
に強含んでいる。これはスイング生産するＥＶＡの太陽電池需要の伸びなどで締まっているため。
その他樹脂も、中国・国慶節直前期としては堅調だ。

10101010 駆駆駆駆けけけけ込込込込みみみみ申請申請申請申請ででででシステムシステムシステムシステム混乱予想混乱予想混乱予想混乱予想・・・・・・・・・・・・欧州欧州欧州欧州ＣＬＰＣＬＰＣＬＰＣＬＰ規則対応急務規則対応急務規則対応急務規則対応急務にににに、、、、届届届届けけけけ出物質数出物質数出物質数出物質数１０１０１０１０万倍万倍万倍万倍もももも
　化学物質の分類と表示に関する欧州ＣＬＰ規則への対応が急務になっている。届け出期限が迫る
なか、駆け込み届け出により当局のＩＴツールに混乱が生じることが予想される為だ。
ＲＥＡＣＨでは直前申請で登録物質の総数が半年で１００倍に増えたが、ＣＬＰ届け出では１０万
倍になるとの予測もある。ＥＣＨＡは駆け込み届け出に備えているというが、不測の事態を回避す
る意味でも早期の対応が必要となっている。

10101010 パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック・・・・ＰＥＴＥＣＰＥＴＥＣＰＥＴＥＣＰＥＴＥＣ樹脂樹脂樹脂樹脂リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルでででで２２２２新技術開発新技術開発新技術開発新技術開発
　パナソニックは、ＰＥＴＥＣと共同で新たに２種類の樹脂リサイクル技術を確立した。家電のリ
サイクル工程で発生するシュレッダーダストからＰＰ、ＰＳ、ＡＢＳの３つの樹脂を高精度に選別・
回収する技術と、酸化チタンを熱触媒とした有機物分解処理技術の二つ。近赤外線を樹脂に照射、
各樹脂が固有に持つ吸収光特性をセンサーで選別・回収する。精度は９９％。難燃剤に臭素が含有
されているかも判別。

12121212 中国化学品市場中国化学品市場中国化学品市場中国化学品市場・・・・・・・・稼働制限稼働制限稼働制限稼働制限にににに懸念懸念懸念懸念もももも　　　　省省省省エネエネエネエネ目標達成目標達成目標達成目標達成へへへへ号令号令号令号令　　　　自動車自動車自動車自動車・・・・家電消費刺激策家電消費刺激策家電消費刺激策家電消費刺激策はははは陰陰陰陰りりりり
　高成長が続く中国市場で、ここにきて先行き懸念が出ている。１つは消費の勢いに若干陰りが見
えてきた点。自動車・家電の消費刺激策効果は「ほぼ一巡」（日系商社）との見方が広がりつつあ
る。もう一つの材料が浙江省などが夏以降実施する電力消費制限。繊維産業の６割が集積する浙江
省だけに長期化すればポリエステルチェーン全体への波及も考えられる。
　中国では現５カ年計画で省エネルギー・排出削減目標を掲げており、各省。自治区・直轄市がエ
ネルギー効率の低い工場を閉鎖するなど取組みを進めている。ただ、国務院は５月に通知を出し、
目標達成に向けた施策の強化を全国に求めた。エネルギー消費量は約１４％、二酸化硫黄（ＳＯ２）
排出量は１３％削減できたものの、目標とはいぜん大きな隔たりがあることが背景。

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・・・・・・・・・・・・石化大手石化大手石化大手石化大手２２２２社合併社合併社合併社合併へへへへ、、、、チャンドラチャンドラチャンドラチャンドラととととトリポリタトリポリタトリポリタトリポリタ年内年内年内年内にもにもにもにも新会社新会社新会社新会社
　インドネシアの石化大手２社が合併に向けて動き出しそうだ。同国唯一のエチレンセンターであ
るチャンドラ・アスリと同国最大のポリプロピレン（ＰＰ）メーカーであるトリポリタ・インドネ
シアの２社で、現地関係者によると親会社バリト・パシフィックが同子会社２社の合併を計画して
いるという。早ければ年内にも合併新会社を発足させる可能性がある。
　チャンドラ・アスリは１９８０年代後半、スハルト元大統領の次男が率いるビマンタルグループ
、合板財閥でプラヨゴ・バンゲスツ氏が率いるバリト・パシフィックグループ、同国最大財閥サリ
ムグループからスピンオフしたナンパグループを中核に、丸紅が協力する格好で設立計画が推進さ
れた。９０年代に入りビマンタラ、バリト、ナパンが７５％出資、日本側投資会社の日本インドネ
シア石油化学投資が２５％出資する合弁で始動。９５年にエチレン生産年５２万トン能力で操業を
開始した。２００５年には日本側が資本撤退したが、翌年にはシンガポールのテマセク・ホールデ
イングスが株式を買収、現在はバリト７０％、テマセク３０％出資となっている。
　一方、トリポリタはチャンドラ・アスリの姉妹会社としてビマンタラおよびナパンにより９２年
に設立。ＰＰ年３８万トン能力を有し、現在、バリトが約７８％を出資する大株主。
　チャンドラとプロピレンを受給するトリポリタが合併すれば、プロピレンチェーンに於いてナフ
サクラッカーからＰＰまで一体運営を一段と強化でき、シナジー効果とコスト削減が期待できる。

　　　　９９９９月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（水水水水））））
1111 超短波超短波超短波超短波

◇・・・国内市場に入りつつあるとの見方が出てきた中東の石油化学製品。「まだ、市況や統計上
の影響は出てきたはいない」とみているのは昭和電工の高橋恭平社長。長期的には大きな影響が生
じることが確実視されているが、「当面は国内エチレンプラントの稼働率にどう影響してくるかを
注視したい」と、冷静さを保つ。
◇・・・一方、世界を見渡すと新興国市場の元気さが目を引く。国内エコカー補助金の打ち切りも
あり、経済の減速が懸念されるのとは対照的に、「中国やタイでは、いぜんとして需要は好調」
との見方。内需の先行きが不透明なだけにアジア需要の取り込みが業績のカギを握る。



2222 汎用石化製品汎用石化製品汎用石化製品汎用石化製品・・・・・・・・・・・・来月来月来月来月からからからから値下値下値下値下げへげへげへげへ、、、、ナフサナフサナフサナフサ下落下落下落下落にににに対応対応対応対応　　　　　　　　年明年明年明年明けけけけ反発反発反発反発もももも
　ポリオレフィンなど汎用石化製品の価格が、都度交渉で決められる部分について、１０月から値
下がりすることになりそうだ。価格変動の主要因となる国内ナフサ価格が下落するためだ。ただ、
値下がり幅には、流動的な部分が残っているうえ、足元の輸入ナフサ市況がじり高の展開にあるこ
とから来年1月からは再反発する可能性も出ている。
４－６月期の国産ナフサ価格は１キロリットル当たり４万９７００円、７－９月期は４万２０００
～４万３０００円に値下がりすることが確実。一方で現行の石化製品の価格水準は、春の値上げで
４万５０００円超水準に対応しているため、値下げせざるを得ない状況になっている。もっとも、
４－６月期の国産ナフサ価格が５万円近くになっていることから値下げ幅については、需要家との
綱引きが当面行われることになりそうだ。

2222 プライムポリマープライムポリマープライムポリマープライムポリマー・・・・・・・・・・・・Ｌ－ＬＤＰＥ「Ｌ－ＬＤＰＥ「Ｌ－ＬＤＰＥ「Ｌ－ＬＤＰＥ「エボリューエボリューエボリューエボリュー」」」」新新新新グレードグレードグレードグレード投入投入投入投入でででで用途開拓用途開拓用途開拓用途開拓
　プライムポリマーは、メタロセン直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）「エボリュー」の
国内外での拡販に向け、新規グレードを相次いで投入する。
　市場投入する新規グレードは「エルスマート」グレード、ラミグレード、長鎖分岐型グレードの
３製品。エルスマートは東セロが開発した新規機能フィルムで、優れた剛性を持ちシーラントフィ
ルムの薄肉化が可能。ラミグレードは従来からラインアップしていたが生産能力不足から供給して
いなかったが、１１年春から本格販売を開始する予定で、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）の代替
需要を狙う。長鎖分岐グレードは強度を高めた製品で、牛乳パックの裏側のラミなど、ＬＤＰＥが
用いられている軟包装ラミ分野に適している。
　市原工場で１０年末２万トン、１１年秋に４万トンの計６万トンの増強を完成する予定で、既存
設備と合わせた生産能力は年３０万トン（内、住友化学引き取分５万トン）になる。需要好調の中
今年増強の２万トンは販売メドが立っているが、来年の４万トンのフル販売の為には、販路拡大が
必要となっている。現在の出荷量１９万トン中、輸出は８～９万トン。増強の６万トンは海外市場
を中心に拡販する方針。アジア立地で１４年稼働を想定した２０～３０万トン規模の新プラント
計画を実現する上でも市場開拓は重要。同計画は１１年春に意思決定する予定。

3333 ＰＰＰＰＰＰＰＰフィルムフィルムフィルムフィルム工業会工業会工業会工業会　　　　高井一郎会長高井一郎会長高井一郎会長高井一郎会長・・・・・・・・・・・・２２２２工業会統合工業会統合工業会統合工業会統合しししし新新新新たなたなたなたなスタートスタートスタートスタート
　ＣＦＰ　ＣＦＰ　ＣＦＰ　ＣＦＰののののプラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム構築急務構築急務構築急務構築急務

　日本ポリプロピレンフィルム工業連合会の延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルム工業会と無延
伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）フィルム工業会が統合し、７月１日から日本ポリプロピレンフィルム
工業会として新たなスタートを切った。会長には東洋紡の高井一朗東京パッケージング営業部長、
副会長にはオカモトの本川勉プラスチック製品部長がそれぞれ就任した。
▼今回の統合の意義は。
「１９７３年の設立当初は、ＯＰＰとＣＰＰはメーカーも別々で用途も異なっていた。現在ＯＰＰ
ＣＰＰメーカー１０社の内５社が両製品を手掛けている。工業会の意義を考えれば別々である意味
はない。一緒になれば会則に則した会合も１回で済むなど会員企業の負担が軽減される。意思決定
も早くなる。そこで昨年統合について案が出され、試行期間を経て今年７月、統合に踏み切った」
▼会長としての抱負は。
「先ずは、会員企業の理解を得ながらスムーズな統合を進めたい。需要家サービスのレベルが落ち
ないように運営していく。ＰＰフィルム産業が社会全体から、特に需要家から信頼を得られるよう
活動していく」
▼工業会の当面の課題は。
「社会的、国際的な規格作りや規制への対応だ。特にカーボンフットプリント（ＣＦＰ）は当面の
最大の課題だ。工業会として、何らかの共通プラトフォームを作り上げ需要家に対する公正・公平
な競争環境に資する活動をしていきたい」

10101010 東東東東レレレレ・・・・・・・・・・・・エコエコエコエコ効率分析効率分析効率分析効率分析ツールツールツールツールをををを社外提供社外提供社外提供社外提供、、、、製品製品製品製品のののの環境環境環境環境、、、、経済性評価経済性評価経済性評価経済性評価
　東レはエコ効率分析ツール「Ｔ－Ｅ２Ａ」の社外提供を開始した。Ｔ－Ｅ２Ａは、製品やプロセ
スをライフサイクル全体で捉え、環境負荷と経済性それぞれの削減寄与度を試算し、“エコ効率
マップ”として見える化する機能を持つ。環境経営の戦略ツールとして独自開発したもの。製品開
発における環境性能の目標設定などに活用している。このほど石油・化学系メーカー３社に提供し
た。
　Ｔ－Ｅ２Ａは、製品ライフサイクルで発生する環境負荷を定量化するライフサイクルアセスメン
ト（ＬＣＡ）機能、経済的負担（ライフサイクルコスト＝ＬＣＣ）を定量化する機能を持つ。
ＩＳＯに準拠させておりＬＣＡについてはあらゆる場面に対応できるよう約８００種類の環境項目
を設けた。環境負荷と経済性それぞれの削減寄与度をエコ効率マップとして見える化することが
できる。ＣＯ２排出量等の環境負荷の重み付けを変化させたうえで、環境およびコストへの影響を
分析し表示することも可能。既存製品のエコ効率の定量化や、新製品開発時に環境性能やコスト目
標の設定にも利用できる。

12121212 タイタイタイタイ　　　　自動車産業自動車産業自動車産業自動車産業・・・・・・・・・・・・回復回復回復回復からからからから成長期成長期成長期成長期へへへへ　　　　関連関連関連関連メーカーメーカーメーカーメーカーははははフルフルフルフル稼働稼働稼働稼働　　　　人材不足対策重要人材不足対策重要人材不足対策重要人材不足対策重要にににに
　今年に入り、タイ国内の自動車及び周辺産業が活況を呈している。タイの自動車国内生産台数は
今年の１-８月実績は、前年同期比９２．６％増の１０６万台で前年累計台数９９万９３７８台を
８月終了時点で上回った。タイヤ、ゴム関連、部品、素材など周辺メーカーの設備稼働率も総じて
フル稼働に達している。また、新たな設備投資も活発化しており、タイの自動車産業が回復期を終
え、成長段階を迎えている。リーマンショックの影響から人員削減を大幅に実施した関係で、都市
部を離れた労働者層の内、まだ３０～４０％が地方に止まっている状態であるため、人手不足が深
刻化、各社が人員確保に奔走した結果、売り手市場が加速して賃金の上昇を招いている。

12121212 ＡＤＢＡＤＢＡＤＢＡＤＢがががが公表公表公表公表・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０年年年年ののののアジアアジアアジアアジア成長率成長率成長率成長率　　　　８８８８．．．．２２２２％％％％にににに上方修正上方修正上方修正上方修正　　　　
　アジア開発銀行（ＡＤＢ）は２８日公表した「２０１０年アジア開発展望改訂版」で、アジア・



太平洋４５カ国・地域（日本など域内先進国除く）の１０年の実質経済成長率見通しを８．２％と
４月に発表した前回見通しの７．５％から上方修正した。
　ＡＤＢは「アジア途上国で金融危機後の復調がさらに加速していることが示された」と指摘。
その背景として、輸出の力強い回復と堅調な民間需要、景気刺激策の効果持続が堅調な成長につな
がったと分析し、この傾向は今年後半も継続すると予測した。
　一方　アジア経済の不安材料として、先進国の景気回復に脆弱さと不安定さが残ることを指摘。
先進国発のリスク懸念があるとして、１１年の成長率見通しは７．３％に据え置いた。

　　　　９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（木木木木））））
2222 ８８８８月月月月のののの石油製品石油製品石油製品石油製品ＣＩＦＣＩＦＣＩＦＣＩＦ価格価格価格価格・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ、、、、ガソリンガソリンガソリンガソリンなどなどなどなど下下下下げげげげ　　　　

　８月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、原油価格の下落に加え為替も円高に振れガソリン、
ナフサ等が下落した。
　原油の円建てＣＩＦ価格は前月速報比１キロリットル当たり２１９９円下げの４万５７１円。
石化用ナフサは同２３６２円下げの３万９９６９円と９カ月ぶりに４万円台を割り込んだ。
灯油については同１２０６円の下げとなった。

【２０１０年８月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】速報値（換算レート８６．３９円／ドル）
円／キロリットル ドル／バレル

原油・粗油
ガソリン（自動車用）
ナフサナフサナフサナフサ（（（（石化用石化用石化用石化用））））
灯油

出所：財務省貿易統計

3333 大成大成大成大成ラミックラミックラミックラミック・・・・・・・・・・・・埼玉埼玉埼玉埼玉・・・・白岡白岡白岡白岡にににに新工場用土地取得新工場用土地取得新工場用土地取得新工場用土地取得
　大成ラミックは２９日、埼玉県南埼玉郡白岡町に新工場建設の為の用地を取得すると発表した。
淺沼組（大阪市）が保有する約４万８６００平方メートルの土地を２２億３１００万円で取得する。
　同社は包装フィルムの安定的な供給や中長期を見据えた増産に取り組む。液体粘体自働充填用
フィルム及びその充填機のトップメーカーで、同分野における市場シェアは約２７％に達している。
１３年度を最終年とする全社中期計画では、売上高２００億円（０９年度は１７０億円）を目指し
ている。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ全量引取制度全量引取制度全量引取制度全量引取制度、、、、詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計にににに着手着手着手着手　　　　条件条件条件条件ややややＰＲＳＰＲＳＰＲＳＰＲＳ制度扱制度扱制度扱制度扱いいいい、、、、費用負担費用負担費用負担費用負担などなどなどなど
　経産省は２９日に買取制度小委員会を開催し、再生可能エネルギーの全量買取制度について詳細
設計の検討に入った。今年７月に提示した骨子案に従い、買取価格や期間等の条件、二重規制が懸
念されるＲＰＳ制度の取り扱い、費用負担などについて検討する。早ければ年末にも報告書をまと
め、来春の通常国会への法案提出を目指す。

10101010 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・リユースリユースリユースリユース促進策促進策促進策促進策をををを検討検討検討検討、、、、環境保全環境保全環境保全環境保全、、、、経済影響経済影響経済影響経済影響をををを定量調査定量調査定量調査定量調査
　環境省は使用ずみ製品のリユース促進策の検討に着手した。年度内にリユースによる環境保全効
果や経済影響を定量的に調査し、リユース拡大に向けた取り組みの方向性をまとめる。
　調査は、消費者とリユース業者を対象にしたアンケートが中心。消費者６０００人を対象に使用
ずみ製品の購入方法、使用年数を調査し、使用ずみ製品の年間流通量を推計する。リユース業者に
対しては、仕入れ、販売のルート、流通量等を調査する。これにより流通実態を把握し、産業関連
表や既存のＬＣＡに関する知見を参考に環境保全効果を試算する。

　　　　１０１０１０１０月月月月０１０１０１０１日日日日（（（（金金金金））））
2222 出光興産出光興産出光興産出光興産――――三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・千葉千葉千葉千葉ででででエチレンエチレンエチレンエチレン統合運営開始統合運営開始統合運営開始統合運営開始

　出光興産、三井化学は３０日、千葉地区の両社のエチレン装置の統合運営を同日から開始したと
発表した。両社折半出資により設立した千葉ケミカル製造有限責任事業組合（ＬＬＰ）は、両社が
使用するエチレン、プロピレンなど石化原料の数量に基づき、最適な生産計画を立案・実行する。
　具体的には、最適原料の選択、２基の稼働最適化、留分の高付加価値化などにより生産コストを
最小化する。今後は共同合理化投資も実施する計画。製油所などへの生産最適化領域の拡大も図っ
ていく。

9999 日本興亜損保日本興亜損保日本興亜損保日本興亜損保・・・・・・・・・・・・０９０９０９０９年度下期年度下期年度下期年度下期　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ２２２２　　　　２３００２３００２３００２３００トンオフセットトンオフセットトンオフセットトンオフセット
　日本興亜損保は、カーボンオフセットを付与した保険商品・サービスで２００９年度下半期に、
２３４３トンのＣＯ２をオフセットした。同社は、０８年から顧客の環境配慮行動を促進する目的
で、カーボンオフセットサービスを付与した保険商品・サービスを提供。
　対象商品は、保険約款を紙で交付しない代わりにインターネット確認ができる「Ｅｃｏ－Ｎｅｔ
約款」と、車両保険事故の修理時に樹脂バンパーやリサイクル部品を利用する「保険事故対応カー
ボンオフセット」。
　契約１件につき５０円を負担し、半期ごとに排出権を取得してオフセットの手続きを行う。０９
年度下半期の契約数は、前期比５６％増の１６万３９４５件。今回は中国の水力発電プロジェクト
と風力発電プロジェクトから創出された排出権を取得した。累計のオフセット量は、４７７９トン
に達している。

9999 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・ＧＨＧＧＨＧＧＨＧＧＨＧ排出量排出量排出量排出量「「「「見見見見えるえるえるえる化化化化」」」」普及促進普及促進普及促進普及促進、、、、統一統一統一統一ルールルールルールルール策定策定策定策定へへへへ　　　　ツールツールツールツール、、、、事例事例事例事例をををを公募公募公募公募
　環境省は、製品やサービスの利用にともなう温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量の「見える化」の普
及促進に乗り出す。そのため、エネルギー消費やＧＨＧ排出状況等の情報を消費者に提供する「見
える化」機能の効果を評価、検証する。既に企業が実用化しているツールや構想中のアイデア等を

52,720 97.02

40,571 74.66
46,288 85.18
39,96939,96939,96939,969 73.55



広く公募し、第３者評価するとともに知見の蓄積を進める。「見える化」手法の統一的なルール作
りを視野に入れている。
　近年、省エネルギーやＧＨＧ削減を目的に電力消費量をリアルタイムに表示するエアコンやテレ
ビ、工場でのエネルギー消費の把握と管理を目的としたモニタリングシステム等が相次ぎ商品化さ
れている。一方、ＧＨＧ排出量の算定等に関する統一的なルールは存在せず、各社独自に行ってい
るケースが少なくない。今後、見える化を促進する上では、消費者などへ提供される情報の信頼性
を確保する上でも統一的なルールが必要となる。
　同省では、ルール作りを視野に有識者委員会で評価事例を蓄積していく。
　尚、公募の締め切りは今月１４日。問い合わせは事務局の三菱総合研究所（電話０３－３２７７
－５３９２）まで。


