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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）

　　　　１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（月月月月））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　今月２９日から、メキシコ・カンクンで気候変動枠組み条約第１６回締結国会議（ＣＯＰ１６）
が開催される。２０１３年以降の国際枠組みを構築するための重要会議である。
開幕が２週間後に迫るが、議論はなかなか盛り上がらない。ＣＯＰ１６での合意形成に向けた国際
交渉がほとんど進展していない。事前交渉に当たっている各国交渉官のほとんどが、議論の進展を
諦めているともいわれる。▼ＣＯ２の排出削減はエネルギー消費と密接不可分で、国や経済や国民
生活に直結する。どの国の政府も国益を損なわないことをまず前提にする。いかにして不利な条件
を回避するかが最優先される。だから利害が対立する交渉は難航を極める。▼日本は、全主要排出
国が参加する公平で実効的な法的文書の早期採択を主張している。それを前提にして９０年比２５
％の排出削減を中期目標とするちう立場だ。▼それにしても２５％削減は日本の経済と国民生活に
過重な負担を強いる。なのにそれが国民的な議論に付されることはなかった。

2222 輸入輸入輸入輸入ナフサナフサナフサナフサ、、、、８００８００８００８００ドルドルドルドル突破突破突破突破・・・・・・・・国産換算国産換算国産換算国産換算キロリットルキロリットルキロリットルキロリットル当当当当たりたりたりたり５５５５万円万円万円万円、、、、石化製品石化製品石化製品石化製品のののの値上値上値上値上げげげげ圧力圧力圧力圧力にににに
　輸入ナフサ価格が、１トン当たり８００ドルを突破する水準となってきた。原油市況の上昇を反
映したもので、国産ナフサ換算では１キロリットル当たり５万円となり、国内の石化市況にも影響
を与えることが予想される。
　米金融緩和を背景に投機資金が石油市場に流入、米原油市場などが高騰気配を見せている。これ
につれてナフサ市況も騰勢を強め、足元では日本プレミアムを入れて同８３０ドルを付けている。
　国産ナフサ価格は、７－９月期が４万２７００円、４－６月期の４万９７００円から７０００円
値下がりした。
　国産石化製品は、大勢が４万８０００円付近を前提にした価格水準となっており、国産ナフサ価
格にあわせた価格改定を需要家などが求めている。
　しかし、足元の輸入ナフサ市況が５万円に迫る水準となってきたことで、サプライヤーサイドが
価格の下方修正に抵抗感を強めることは必至だ。

3333 プラプラプラプラ製品製品製品製品・・・・・・・・・・・・９９９９月出荷月出荷月出荷月出荷、、、、１１１１１１１１カカカカ月連続増月連続増月連続増月連続増、、、、前年同月比前年同月比前年同月比前年同月比はははは３３３３．．．．２２２２％％％％増増増増　　　　
　プラスチック工業連盟が経済産業省の統計をもとにまとめたプラスチック製品統計速報によると
２０１０年９月の出荷量は前年同月比３．２％増の４９万４５８５トン、生産量が同４．８％増の
４７万９４２８トンだった。　

【９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 経産省経産省経産省経産省・・・・国交省国交省国交省国交省・・・・環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・住宅住宅住宅住宅・・・・建築物建築物建築物建築物からのからのからのからのＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出削減排出削減排出削減排出削減でででで骨子案骨子案骨子案骨子案

　　　　省省省省エネエネエネエネ基準基準基準基準　　　　新築新築新築新築のののの適合義務化適合義務化適合義務化適合義務化：：：：太陽光太陽光太陽光太陽光やややや熱熱熱熱エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー利用推進利用推進利用推進利用推進
　経産省、国交省、環境省の３省は、住宅・建築物からのＣＯ２排出量削減の骨格を固めた。省エ
ネ対策を抜本的に強化し、再生可能エネルギーの導入、ライフスタイル・ワークスタイルの変革を
促す内容。新築の住宅・建築物の省エネ基準への適合義務付けを進め、太陽光発電や熱エネルギー
利用を推進する。現在の省エネルギー法とは別の新法を念頭に法体系の整備を進める。２０２０年
には、再生可能エネルギーの活用などでエネルギーの消費を相殺するＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネ
ルギー・ハウス）やＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の実現を目指す。

11111111 産能大調査産能大調査産能大調査産能大調査・・・・・・・・・・・・階層別階層別階層別階層別のののの能力開発能力開発能力開発能力開発とととと教育教育教育教育のののの実践実践実践実践
　　　　若手社員若手社員若手社員若手社員：：：：コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション力育成力育成力育成力育成　　　　　　　　　　　　　　　　中堅中堅中堅中堅・・・・リーダーリーダーリーダーリーダー層層層層：：：：指導者指導者指導者指導者としてとしてとしてとして統率力統率力統率力統率力
　　　　課長層課長層課長層課長層：：：：部下育成部下育成部下育成部下育成しししし目標管理目標管理目標管理目標管理・・・・考課考課考課考課もももも　　　　　　　　　　　　　　　　部長層部長層部長層部長層：：：：市場動向見極市場動向見極市場動向見極市場動向見極めめめめ戦略性戦略性戦略性戦略性　　　　発揮発揮発揮発揮

　産業能率大学はこのほど、従業員３００名以上の企業を対象に人材開発に関する調査を行い、調
査結果を基に「階層別の能力開発ニーズと教育実施状況」をまとめた。
　それによると若手社員で強化すべき能力・知識は１位が「コミュニケーション力」（７７．５％）
で、教育実施企業の具体的内容でもコミュニケーションが最も多く、課題認識に対応する形での
教育が実施されている。２番目に高かった「論理的に考える力」（５３．０％）や５番目の「創造
的に考える力」（４８．０％）は教育の実施では比較的下位にあり、課題認識はあるものの教育内
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生産 出荷出荷出荷出荷 在庫

フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・シートシートシートシート
９月数量 211,785 215,587 213,507
前年同月比 104.5 103.2 102.3

日用品・雑貨
９月数量 22,329 22,707 19,622
前年同月比 103.7 100.1 111.1

容器（中空成型）
９月数量 55,502 56,143 24,781
前年同月比 123.7 121.7 75.9

容器（その他）
９月数量 20,809 21,505 8,420
前年同月比 105.4 105.1 102.4

計計計計
９月数量 479,428 494,585494,585494,585494,585 390,724
前年同月比 104.8 103.2103.2103.2103.2 99.7



容に反映されるまでにはいたていない。
　中堅・リーダー層では「リーダーシップ」（７３．５％）が最も多く「後輩を指導する力」が
７２．０％で続く。実施している教育内容では「役割認識」がトップで「リーダーシップ」「後輩
育成」と続く。強化すべきとする回答が多い割に、教育があまり実施されていないのは「経営戦略
・マーケテイングに関する知識」や「論理的・創造的に考える力」など。
　また、課長職については「部下を育成する力」（７６．５％）が最も多く、新任課長に実施して
いる教育内容も「部下育成」（６２．９％）がトップ。部長層では「戦略的に物事を考える力」「
職場の構想を描く力」に対するニーズが共に６割以上で、部長には外部環境や競合、市場動向を見
据えながら自部門の目指す方向性を打ち出す力の強化が必要と認識している様だ。
　産能大では「各階層で企業側が強化すべきと考える能力・知識に対応する形で教育が実施されて
いるものの、課題認識がありながらも実際の教育に反映されていないテーマもあり、今後はこうし
た教育の優先順位が上がる可能性があると考えられる」とみている。

12121212 ダウダウダウダウ・・・・資産軽量化戦略一部見直資産軽量化戦略一部見直資産軽量化戦略一部見直資産軽量化戦略一部見直しししし・・・・・・・・ＬＬＤＰＥＬＬＤＰＥＬＬＤＰＥＬＬＤＰＥはははは現状維持現状維持現状維持現状維持　ＰＰ、ＨＤＰＥ　ＰＰ、ＨＤＰＥ　ＰＰ、ＨＤＰＥ　ＰＰ、ＨＤＰＥはははは合弁合弁合弁合弁・・・・売却追及売却追及売却追及売却追及
　ダウ・ケミカルが資産軽量化戦略を一部見直す可能性が強まってきた。アンドリュー・リバリス
会長がミッドランドで行われた記者会見で明らかにしたもので、溶液重合やメタロセン触媒などで
製品の差別化が図れる余地の大きい直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）に関して、これまで
の合弁事業や売却を追及するのではなく、現状維持で運営するケースも想定している。
　クウエートのＰＩＣとの石油化学事業合弁化がキャンセルとなって、同事業を見直す中で新たな
動きとして、石油化学のコア事業部門へのコミットメントをより増す方向で検討に入っているとみ
られる。ポリプロピレン（ＰＰ）や高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）に関しては、これまで通り
合弁或いは売却などの方針を変えない見通し。

　　　　１１１１１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（火火火火））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・先行先行先行先行きにきにきにきに不安広不安広不安広不安広げたげたげたげた７７７７－－－－９９９９月月月月ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ

　今年７－９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は、前期比０．９％増（年率換算３．９％増）と
４四半期連続のプラスとなった。ＧＤＰ成長率の寄与度は内需が０．９％増で、特に個人消費が
１．１％増になったほか、住宅投資や設備投資も高い伸びを実現した。ただ、個人消費はエコカー
補助金の打ち切りやタバコ値上げの駆け込み需要、猛暑によるエアコン販売等に依存、その分
１０－１２月期は反動減が必至だ。
　７－９月期ＧＤＰが注目されるのは、外需寄与度が０．０％にとどまったことだ。どうにか６四
半期連続プラスは維持したものの、これまで日本の輸出増加に貢献してきた中国を中心にするアジ
ア向け輸出がマイナスに転じ、欧米向けでカバーしたが、実質輸出の伸び率は鈍化した。原因は
円高の影響が大きいとしており、１０月以降の為替レートは一段と輸出減速につながることが懸念
される。
　日本経済の先行指標となる鉱工業生産指数（速報値）は、６月から４カ月連続の減少に陥り、
１０月の生産予測値も大幅減少になっているだけに、先行き不安材料だ。
　今回のＧＤＰ速報で、もう１つの懸念材料は名目ＧＤＰが０．７％増（年率換算２．９％）と、
実質ＧＤＰの伸びを下回ったことだ。名目ＧＤＰは２０１０年１－３月期に０．１％実質を上回っ
たが、デフレ経済は慢性化している。政府は１１年度中に消費者物価指数のプラス転換を目指して
いるが、その実現は容易ではない。
　企業業績は１０年下期以降、停滞が鮮明になっている。踊り場入りした日本経済に不透明感が
一段と増していることは間違いない。

10101010 ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル・・・・・・・・・・・・０９０９０９０９年度回収率年度回収率年度回収率年度回収率７７７７７７７７．．．．５５５５％、％、％、％、２２２２年連続年連続年連続年連続でででで目標達成目標達成目標達成目標達成　　　　リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率９０９０９０９０％％％％超超超超にににに
　ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会は１５日、２００９年度のリサイクル実績を発表した。
回収率は７７．５％と、３Ｒ自主行動計画の１０年度目標値である７５％を２年連続で達成した。
ＰＥＴくずの輸出を考慮した実質的回収量から算出したリサイクル率は９０．６％となった。
　０９年度回収量は４３万７０００トン。環境省が調査した市町村分別収集量は前年並みの２８万
７０００トン、協議会調査による事業系回収量は景気の落ち込みなどから１５万トンと前年度に比
べ１万２０００トン減少した。
　回収率７７・５％は前年度（７７．９％）をやや下回ったものの、欧州の４８％、米国の２８％
を大きく上回っている。
　実質的な回収量は、財務省貿易統計のＰＥＴくず輸出量を加えて推計した結果６４万９０００ト
ン。ここから再商品化によるフレーク量を５１万１０００トンと特定、ＰＥＴボトル販売量５６万
４０００トンに対するリサイクル率は９０．６％となった。
　国内の再生ＰＥＴフレーク量は１７万
５０００トンと前年度比１万４３００ト
ン減少。内訳はシートが５４．３％、繊
維４１．６％、ボトル用１％、成形品他
３．１％。ボトル用の内、化学分解法に
よるボトルｔｏボトルリサイクルはゼロ
だった。
　一方、リデュースは主な容器サイズ・
用途１５種のうち１３種で０．３～１５
％軽量化。８種が重量を０４年度比３％
削減する目標をクリアした。

2222 石化協石化協石化協石化協・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ課税反対決起大会課税反対決起大会課税反対決起大会課税反対決起大会をををを開催開催開催開催
　石油化学工業協会は、原料ナフサへの課税反対を求める決起大会を１９日１４時に東京都千代田



区の都道府県会館で開く。「原油ナフサの非課税を貫け」をスローガンに、原料ナフサに対する
課税を免除するように要請する。当日は石化協関係者のほか、日本化学工業協会など化学関連団体、
国会議員、労働組合関係者が参加し、大会宣言を採択する予定。

10101010 日化協日化協日化協日化協・・・・・・・・・・・・化学品管理化学品管理化学品管理化学品管理　　　　組織体制組織体制組織体制組織体制をををを大幅刷新大幅刷新大幅刷新大幅刷新
　　　　来年初来年初来年初来年初、、、、委員会下委員会下委員会下委員会下にににに新部会新部会新部会新部会　　　　　　　　　　　　規制規制規制規制、、、、リスクリスクリスクリスク評価評価評価評価などなどなどなど一元対応一元対応一元対応一元対応

　日本化学工業協会は、化学品管理に関する組織体制を大幅に刷新する。化学品規制のグローバル
化、化学品のリスク管理に関する技術的課題などへの対応強化が狙い。体制・機能を明確化するた
め、「化学品管理委員会」の下に部会を置き、部会の個別テーマをワーキンググループ（ＷＧ）で
検討する体制とする。
　重要課題である化学品規制およびリスク管理については、一元的に対応できる部会を新設。
化学品管理の新たな自主的取り組み「ＧＰＳ／ＪＩＰＳ」についても推進部会を立ち上げる。
近く正式決定し、来年初から新体制に移行する予定。

　　　　１１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（水水水水））））
2222 日本日本日本日本ポリプロポリプロポリプロポリプロ・・・・・・・・・・・・海外事業展開海外事業展開海外事業展開海外事業展開をををを本格化本格化本格化本格化、、、、自動車等高機能用途軸自動車等高機能用途軸自動車等高機能用途軸自動車等高機能用途軸にににに輸出比率輸出比率輸出比率輸出比率２０２０２０２０％％％％へへへへ

　日本ポリプロは海外事業展開を本格化させる。自動車などの高機能用途を中心にポリプロピレン
（ＰＰ）輸出を拡大する方針で、現在６～７％に止まる輸出比率を５年間で２０％を目標に高めて
いく。また、途上国を中心に樹脂プロセスのライセンス供与を広げていく。場合によっては製品　
引取権も確保し、海外展開する自動車複合材原料として活用するほか、シート等加工製品の展開も
視野に入れる。自動車複合材生産設備は２０１１年中にブラジル拠点新設を具体化させる方針だ。
　同社は鹿島工場で３０万トンを新設する一方、川崎工場で１５万トン停止し、１１年には鹿島・
五井で２系列停止を決めており、同年６月には全社生産能力は１０８万トンとなる。稼働率９０％
以上を死守する考えで、これまでの国内市場中心の方針を転じ、海外市場での活動を強めていく。

2222 ９９９９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・・・・・・・・・・・・灯油除灯油除灯油除灯油除きききき下下下下げげげげ　　　　
　９月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、為替の影響で灯油を除き軒並み下げとなった。　
ドル建て価格の上昇を上回って円高が進行したもので、原油は前月速報比１キロリットル当たり
１０６円下げの４万４６５円。
石化用ナフサは同２７３円下げの３万９６９５円となった。
灯油については需要期に入ったこともあり同３５８円の上げとなった。

【２０１０年９月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】速報値（換算レート８４．８６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 昭和昭和昭和昭和パックスパックスパックスパックス・・・・・・・・・・・・９９９９月中間決算月中間決算月中間決算月中間決算、、、、大幅増益大幅増益大幅増益大幅増益をををを計上計上計上計上
　昭和パックスの２０１０年９月中間決算は、需要の持直しと子会社に２社が加わったため売上高
は前年同期比１８．９％増の９９億５２００億円。営業利益は同３６１．４％増の５億２８００万
円、経常利益は同３５７．３％増の５億７６００万円、純利益が同３４９．２％増の３億４２００
万円と大幅増益となった。
　セグメント別では、重包装袋は売上高６６億４２００万円、合成樹脂及び化学品用途が大きく
回復した。

3333 細川洋行細川洋行細川洋行細川洋行・・・・・・・・・・・・簡単簡単簡単簡単につぶせるにつぶせるにつぶせるにつぶせる食品向食品向食品向食品向けけけけボトルボトルボトルボトル、、、、バリアバリアバリアバリア性優性優性優性優れるれるれるれる　　　　缶缶缶缶・・・・びんびんびんびん代替狙代替狙代替狙代替狙うううう
　細川洋行は、高いバリア性と容易につぶして廃棄できる環境特性を併せ持つ「食品用ソフトボト
ル」を開発した。先ずは、サプリメント等の非液体食品向けで市場開拓を推進する。将来的には、
金属缶やガラスびんを代替する新たな食品包装として、液体食品向けにも提案していく方針だ。
　開発した食品用ソフトボトルは、胴体
部分がプラスチックフィルムにアルミを
全面ラミネートしたバリアフィルムで構
成され、簡単に押しつぶし廃棄できる。
　サプリメント、菓子類、インスタント
コーヒー等の容器として売り込んでいく。
将来的には完全バリアを実現する機能を
武器に、缶やびんを代替する新たな食品
包装形態として普及促進し、液体食品向
けなどへ用途拡大を目指していく。

9999 プラプラプラプラ容器容器容器容器のののの立体商標登録立体商標登録立体商標登録立体商標登録・・・・・・・・・・・・ヤクルトヤクルトヤクルトヤクルト本社本社本社本社のののの主張認主張認主張認主張認められるめられるめられるめられる
　知的財産高等裁判所第１部は１６日、ヤクルトプラスチック容器の立体商標出願にかかわる特許
庁の拒絶審決取消訴訟で、ヤクルト本社の主張を認め、特許庁の審決を取り消す旨の判決を下した。
　これまでヤクルト容器は、ロゴ無し容器について立体商標の登録が認められなかったが、今回の
判決で、容器の形状だけでも十分な識別力を獲得しており、登録されるべきとの主張が認められた。
　判決を受け、同社はヤクルトプラスチック容器の立体商標をトレードマークとして、適正に使用

53,078 99.65

40,465 75.97
45,792 85.97
39,69539,69539,69539,695 74.53



していく。

10101010 国際国際国際国際エネルギーシンポエネルギーシンポエネルギーシンポエネルギーシンポ開催開催開催開催、、、、エネエネエネエネ研研研研・・・・ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡ共催共催共催共催・・・・・・・・・・・・ＷＥＯＷＥＯＷＥＯＷＥＯ２０１０２０１０２０１０２０１０をををを解説解説解説解説
　国際エネルギーシンポジウム（日本エネルギー経済研究所、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）共催）
が１５日、都内で開催され、ＩＥＡによる「ワールエナジーアウトルック（ＷＥＯ）２０１０」の
解説と、パネルデイスカッションが行われた。
　ＩＥＡの田中伸男事務局長が新政策シナリオを中心としたＷＥＯ２０１０を説明。
「最近発表された各国の政策は持続可能なエネルギーの将来に必要なものとは程遠い。２０年まで
に公約が完全に実施されない限り、平均気温上昇を２度に抑えるという目標達成は無理。化石燃料
の比率が低下しても中国やインドに代表される新興国が世界のエネルギー需要を押上げる」と指摘。
　早急な対策として産油国を中心に実施されている化石燃料補助金の廃止などを挙げた。
　パネルデイスカッションでは山口光恒東京大学先端科学技術研究センター特任教授が、短期的な
ＣＯ２排出削減目標を定めることによって様々な問題が生じるとし、「あまりに厳しい目標を設定
するとそれは崩壊し、緩い目標よりも効果がなくなる」と経済と両立する効果的な対策の実施を
提言した。
　エネ研の小山堅理事は「今後、中国抜きにした国際問題の議論はあり得ない。中国が独自に対策
を打つことは不可欠だが、個別の取り組みだけでなく、むしろそれをうまくワークするためのエネ
ルギ―協力が一層重要になる」と強調した。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・ＲＰＳＲＰＳＲＰＳＲＰＳ制度廃止制度廃止制度廃止制度廃止へへへへ、、、、１２１２１２１２年度年度年度年度からからからから全量買取制度全量買取制度全量買取制度全量買取制度へへへへ移行移行移行移行、、、、０３０３０３０３年度以前年度以前年度以前年度以前のののの設備設備設備設備はははは対象外対象外対象外対象外
　経産省は２０１２年度から再生可能エネルギーの全量買取制度導入にともない、電気事業者に新
エネルギーの利用を義務付けるＲＰＳ法を廃止する。今後の取り扱いについて、買取制度小委員会
とＲＰＳ法小委員会の合同会合で明らかにした。ＲＰＳ法施行以前の設備は、全量買取の対象外と
する。ＲＰＳ価値を翌年度に繰り越すバンキング制度は、１２年度への繰り越しを認めない方針を
示した。
　ＲＰＳ制度は、電力事業者に毎年販売した電力量に応じて一定の割合以上の新エネルギーの利用
を義務付ける制度。
　政府は、２０年に１次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合を１０％にする目標を
掲げ普及を進める方針。ただ、ＲＰＳ制度を継続した場合、高い導入目標を設定すると義務量を大
幅に引き上げなければならず、発電事業者の事業リスクが高くなる。結果として再生可能エネルギ
ーの導入が進まず、電力事業者が再生可能エネルギーによる電力を調達できない可能性がある。
　これらを背景にＲＰＳ法を廃止、全量買取制度に移行する。ＲＰＳ法が施行された０３年度以前
に運転を開始した設備はＲＰＳ価値の買取りを見込んでいなかったと考え、全量買取りの対象外と
する。バンキングは義務履行の補完的措置であり、全量買取りが始まる１２年度への繰越しを認め
ないこととした。電力業界は「厳しすぎる」と反発している。

10101010 エコプロダクツエコプロダクツエコプロダクツエコプロダクツ大賞大賞大賞大賞・・・・・・・・・・・・経産大臣賞経産大臣賞経産大臣賞経産大臣賞にににに日立日立日立日立ののののエスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーター
　エコプロダクツ大賞推進協議会は、第７回エコプロダクツ大賞の審査結果を発表した。エコプロ
ダクツ部門は、日立製作所と日立ビルシステムによる環境配慮型エスカレーターとリニューアルが
経済産業大臣賞を受賞、エコサービス部門は三井住友銀行の環境配慮評価融資／私募債が環境大臣
賞を受賞する。両部門の大賞各４社など合わせて１８件の表彰が決まった。
　この他エコプロダクツ部門では、国土交通大臣賞として日立プラントテクノロジーのバラスト水
浄化ステム等が受賞。優秀賞のエコプロダクツ大賞推進協議会会長賞は、東京ガスなど９社の太陽
熱利用ガス温水システムＳＯＬＡＭＯに決まった。
　エコサービス部門では、農林水産大臣賞にコープネットの環境、エネルギー消費・使用量の削減
等が大賞に決まった。優秀賞は佐川急便の物流パフォーマンス（ＣＯ２）の見える化が受賞した。

12121212 ダウダウダウダウ・・・・・・・・・・・・タイタイタイタイＬＬＤＰＥＬＬＤＰＥＬＬＤＰＥＬＬＤＰＥ稼働稼働稼働稼働　　　　年年年年３５３５３５３５万万万万トントントントン　　　　中東品中東品中東品中東品とととと差別化推進差別化推進差別化推進差別化推進
　ダウ・ケミカルがタイ・マプタプットでサイアムセメントとの合弁事業として建設を進めてきた
溶液重合法による直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）の新プラントが稼働に入った。これに
より同社のタイにおけるポリエチレンの生産能力は既存プラントと合わせて年産６５万トンとなる。
　このＬＬＤＰＥは同社がサイアムセメントと共同で進めている石油化学事業投資の一環。原料の
エチレンは同社も出資するＭＯＣ（マプタプットオレフィン）から供給を受け、同社と
サイアムセメントの合弁会社であるサイアムポリエチレンが運営する。
　ダウ・ケミカルは溶液重合やメタロセン触媒などの技術によって差別化が図れるＬＬＤＰＥを
資産軽量化の対象からはずし、戦略的な拡大を目指す方針を固めている。これまで北米からの輸入
品だったが、今後はタイからアジア市場へ供給される。こうした付加価値製品を軸にアジアでの
ＬＬＤＰＥ事業戦略を強化していく。

　　　　１１１１１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　かつて通産省基礎産業局だった頃、初めて化学行政に携わった局長は「紳士的な方が多い」と
化学業界を評した。裏返すと政治力を利用して業界の主張を押し通す強引さに欠けていると分析し
たのかもしれない。▼その化学業界は、ナフサ税制をめぐって怒り心頭に発している。明日１９日
「原料ナフサの課税絶対反対―総決起大会」を都内で開催する。化学でこのような集会を開催した
ことは記憶にない▼原料に課税しないことは税制の世界共通ルールで、ナフサに課税している国は
皆無だ。昨年の税制改正では法人税引き下げの財源確保に免税になっているナフサが標的になった。
まさに本末転倒だ▼政府税調はネットで中継されている。自民党時代は密室で税制を取り仕切った
党税調に比べると透明性は増した。しかし、昨年来の政府税調は“学級会内閣”と揶揄される民主
党を象徴している。今回も各省は一方的に主張を繰り広げ議論は噛み合っていない。タイムリミッ
トである年内の結論が心配になる▼代替財源として注目されるナフサには、最大１兆７２００億円



の税収が見込まれている。ただ、この税負担では国内生産は維持できない。輸入石化製品には課税
が困難だろう、課税で産業は滅亡し、税収は消えるという悪夢がよぎる。

2222 ナフサナフサナフサナフサ課税課税課税課税などなどなどなど化学化学化学化学・・・・石油業界石油業界石油業界石油業界へのへのへのへの増税増税増税増税にににに反対反対反対反対・・・・・・・・・・・・民主党議員民主党議員民主党議員民主党議員のののの会会会会がががが第第第第３３３３回会合回会合回会合回会合
　　　　労組労組労組労組のののの危機感危機感危機感危機感、、、、全国規模全国規模全国規模全国規模でででで集約集約集約集約

　民主党国会議員で組織されている「地域の雇用を守る会」（事務局長・藤末健三参議院議員）が
１７日、衆議院第一議員会館で第３回会合を開催した。大詰めを迎えている税制論議に関し、石油
・化学産業の労働組合代表と意見交換を行い、石油・化学業界に対する課税拡大に反対するアピー
ルを確認した。出席は国会議員８人（他に代理出席５人）、化学総連１２人、ＪＥＣ連合１３人。
　同会は民主党の国会議員で構成され、石化コンビナートを核とする地域の雇用問題をテーマとし
ている。
　藤末議員は地球温暖化対策は必要としたうえで、「ロードマップがないままゴールを目指すのは
危険。エネルギー・化学産業が犠牲になってしまう」とナフサ副生ガス課税などの動きを批判。
　ＪＥＣ総研の山本喜久治代表が化学業界を取り巻く２０１１年度税制改正論議をめぐる状況を説
明し、環境税としての石油石炭税強化は税務省、経産省、環境省の３省は一致しているとした。
ナフサ副生ガスへの課税は石化企業の負担能力を超える、石油石炭税についても業界はすでに十分
な負担をしている、と強調し、「電力コスト比率が大きく石炭自家発電が多い電解ソーダ業界への
影響が懸念される」と指摘した。
　村井宗明衆議院議員は国際競争力の観点から、白石洋一衆議院議員はもともとナフサ課税は戦費
調達の目的で創設された税であるとの歴史的経緯から、今回の税制改正論議を批判した。
　労組側からは、「窯業が日本からなくなってしまう「（旭硝子労組）、「国内最大の電解設備を
保有しており、課税されると利益が吹き飛ぶ」（東ソー労組）、「石化コンビナートは企業城下
町を形成しており、地域経済、雇用にも影響が及ぶ」（宇部興産労組）、「石油業界はすでに多重
多段階で５兆円の税を負担しており、これ以上の担税能力はない」（コスモ石油労組）などと
危機感を訴えた。
　最後に岡嶋謙化学総連会長（住友化学労組）が、原料非課税原則の速やかな実現と、新たな燃料
課税強化に断固反対するアピールを読み上げ、活動を職場から地域、政府へと広げていくことを
確認した。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ダウダウダウダウのののの石化戦略見直石化戦略見直石化戦略見直石化戦略見直しがしがしがしが示示示示すすすす意味意味意味意味
　ダウ・ケミカルが資産軽量化戦略の一部見直しに動き始めた。同社はこれまで汎用性の高い石油
化学事業に監視て、他企業との合弁や売却を進める一方で、景気循環に左右されにくい機能性製品
にシフトする事業構造の転換を打ち出している。この戦略の一環としてスチレンモノマー、ポリス
チレン等のスチレン事業を運営する「スタイロン」を投資会社のベインキャピタルに１６億ドルで
売却している。また、クロル・アルカリ事業では、三井物産をパートナーに世界最大級の電解設備
をしんせつ、スペシャリテイーケミカル等の原料としての塩素を確保しつつ、リスクを分散した。
　こうした資産軽量化戦略は世界的にも大きな市場ポジションを持つポリオレフィン事業も対象に
しており、クウェート石油公社の子会社であるＰＩＣと石油化学事業の主要部分を合弁事業とする
ことで合意した。しかし、リーマンショック後のクウェートの国内事情により計画はとん挫した。
それでも２年以内には合弁あるいは売却などが行われる可能性が強い。
　こうしたなかで同社はＬＬＤＰＥに関しては資産軽量化の対象とせず、継続的に拡大機会を探る
方針に転換しつつある。一方でＨＤＰＥ、ＰＰは引き続き合弁等の資産軽量化を追求する。
　ＬＬＤＰＥは技術面で差別化できるよちが大きいと判断している。従来の溶液重合法に加えて、
ＵＣＣの統合で気相法技術を傘下に収め、更にメタロセン触媒技術の確立でエラストマー等幅広い
製品群の開発が可能になっている。
　既にオクテンベースの高機能ＬＬＤＰＥやメタロセン触媒ベースの製品の市場開拓が進んでおり、
アジアでもシェア拡大している。特にタイのサイアムセメントとの合弁会社サイアムポリエチレン
では、高機能ＬＬＤＰＥの生産能力を年産６５万トンまで増強、包装資材などで東南アジア市場や
中国だけでなく、日本を含む北東アジア市場にも進出しようとしている。
　石油化学事業は巨額の投資と競争力ある原料の手当てが必要で、主役の座は化学企業から石油企
業や産油国に移っている。だが技術により差別化が図れれば必ずしもコスト勝負だけでないことを
この事実は示している。化学企業らしい石油化学の展開の余地はまだまだあるのではないか。

11111111 排出量取引制度排出量取引制度排出量取引制度排出量取引制度・・・・・・・・・・・・電力電力電力電力はははは原単位方式採用原単位方式採用原単位方式採用原単位方式採用へへへへ、、、、排出枠設定排出枠設定排出枠設定排出枠設定でででで環境省環境省環境省環境省
　環境省は、制度設計を進める国内排出量取引制度の排出枠設定において、電力業界に対し排出原
単位の改善を義務付け、それ以外の企業に温室効果ガス（ＧＨＧ）総量削減を義務付ける方針を固
めた。企業に総量削減を義務付けることで、国内のＧＨＧ総量削減を担保し、電力業界には原単位
方式を採用することで産業界への配慮を示した。企業の排出枠設定に際しては、国内外でＧＨＧ削
減に貢献する製品のメーカーや激しい国際競争にさらされている業種を対象に、排出枠の無償割当
を行う。
　ただ、国内排出量取引制度の導入には、産業界が強く反発している。環境省案は経産省が検討す
る内容と隔たりが大きく、政府として制度設計を一本化するにはいぜんとして難しい状況だ。

11111111 総務省総務省総務省総務省・・・・・・・・・・・・７７７７－－－－９９９９月期月期月期月期　　　　失業失業失業失業１１１１年以上年以上年以上年以上、、、、最多最多最多最多のののの１２８１２８１２８１２８万人万人万人万人
　総務省が発表した７－９月期の労働力調査（３カ月平均）によると、完全失業者３３６万人の内
失業期間１年以上の人は、前年同期比３３万人増の１２８万人だった。比較可能な２００２年以降
では、ＩＴバブル崩壊後の０３年４－６月期の１２７万人を上回って過去最多。前期比でも１０万
人増えた。

12121212 レアアースレアアースレアアースレアアース・・・・・・・・・・・・中国中国中国中国のののの対日輸出対日輸出対日輸出対日輸出１１１１－－－－９９９９月月月月はははは２２２２．．．．６６６６倍倍倍倍
　中国商務省の桃堅報道官は１６日の記者会見で、今年１－９月の中国のレアアース（希土類）輸
出量が３万２２００トンだったことを明らかにした。内日本向けは１万６０００トンと、前年同期



比２．６７倍に増加。全輸出量の４９．８％を占めたという。米国向け輸出は同５．５％増の６２
００トンにとどまった。同報道官の発言には、それまでの日本向け輸出が異常なペースで増えてい
たことを明らかにすることで、批判の矛先をかわす狙いがありそうだ。
　また、同報道官によると、輸出時に徴収する関税を１５～２５％割増しているほか、レアアース
原鉱石とレアアース製品４１品目を、加工貿易禁止目録に指定した。
　同報道官は採掘や輸出の制限について「環境や枯渇の恐れがある資源の保護が目的で、世界貿易
機関（ＷＴＯ）ルールに合致する」と強調。「他の資源国が自国の資源を積極的に利用し、共同で
供給責任を担うことを希望する」と述べた。

　　　　１１１１１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））
1111 石化協会長会見石化協会長会見石化協会長会見石化協会長会見・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ課税課税課税課税をををを強強強強くくくく批判批判批判批判

　石油化学工業協会の高橋恭平（昭和電工社長）は１８日の定例記者会見で、税制改正で検討され
ているナフサ課税について、「産業政策も税の哲学もない」と強く批判した。
　高橋会長は、政府税調で地球温暖化対策税としてナフサに１兆数千億円の課税が検討されている
ことに関し、「世界で常識である原料非課税原則を貫くべき」と改めて主張し、日本だけに課税さ
れると国際競争力を失うと語った。副生するオフガスに対し４０００憶円相当の課税が検討されて
いることに対しても、「オフガスは歴史的に原料として税制のなかで扱われてきた」とし、燃料と
して課税することの不当性を訴えた。
　ナフサ課税が実施されると、石化企業に担税能力はなく、企業規模の小さい加工業者も価格転嫁
が不可能なため、「正規従業員だけで７０万人にのぼる石化産業そのものが削減してします」とし
税調が見込んでいる税収さえもなくなると強調。法人税減税の財源として考えられていることに対
して、産業の競争力を高める視点がないと批判し、真水での減税を求めた。

2222 １０１０１０１０月月月月エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産・・・・・・・・・・・・前年同月比前年同月比前年同月比前年同月比１１１１．．．．００００％％％％増増増増のののの６３６３６３６３万万万万５６００５６００５６００５６００トントントントン
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた２０１０年１０月の主要石油化学製品生産実績によると、
エチレン生産は前年同月比１。０％増の６３万５６００トンとなった。前月比では定修プラントが
なくなったことから１４．１％のプラス。稼働率試算は９２．９％。
月初めのエコカー補助金終了にともなう自動車減産の影響は現れていない。

【１０月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【１０月の４大樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

3333 細川洋行細川洋行細川洋行細川洋行・・・・・・・・適量適量適量適量をををを取出取出取出取出しやすくしやすくしやすくしやすく、、、、食品用食品用食品用食品用ジップジップジップジップ付付付付ききききパッケージパッケージパッケージパッケージ開発開発開発開発　　　　開封口斜開封口斜開封口斜開封口斜めめめめ・・・・つまみつまみつまみつまみ付与付与付与付与
　細川洋行は、ユニバーサルデザインのジップ付き易開封パッケージ「コーナージップ」を開発し
た。適量の内容物を取り出しやすいように取り出し口を斜めに設計し、指でつまんで開封できる成
形品のつまみを付与した。ふりかけや食塩などの調味料、菓子類など新たなパッケージとして提案
していく。
　繰り返し開封できるジップ付きの軟包装はこれまで、開封口が横幅全体に設計されていた。この
ため粉状や粒状等の内容物の場合、使用時に必要以上の分量を取出してしまう等の問題があった。
コーナージップは開封口をパッケージの四隅に斜めに設計することで適量の内容物を取出しやすい
構造にした。さらに裏表の１つずつある突起（つまみ）を指でつまんで開封する新たん開封機構を
付与することで、易開封機能を高めた。
　同社はコーナージップ成形用のインライン設備を海外から導入し、原反ロールから一貫生産でき
るテスト生産機の製作に入っており、１１年春にもこの機械を完成させる計画。

10101010 経産省経産省経産省経産省、、、、国内排出量取引制度国内排出量取引制度国内排出量取引制度国内排出量取引制度のののの原案提示原案提示原案提示原案提示・・・・・・・・・・・・ボトムアップボトムアップボトムアップボトムアップ方式方式方式方式でででで経済性両立経済性両立経済性両立経済性両立するするするする目標目標目標目標
　　　　産業産業産業産業・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー転換部門転換部門転換部門転換部門がががが対象対象対象対象、、、、環境省案環境省案環境省案環境省案とのとのとのとの調整調整調整調整はははは難航難航難航難航

　経産省は、政府が導入を目指す国内排出量取引制度の原案をまとめた。企業が経済合理性と技術
導入可能性を踏まえ、ＣＯ２排出量の削減目標を複数年単位で設定するボトムアップ方式で、産業
部門およびエネルギー転換部門の大企業が対象。一方、環境省は、国の削減総量から企業の排出枠
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を毎年決定するトップダウン方式で制度設計を進めている。年内にも政府案を取りまとめる予定だ
が、基本的な考え方が異なっており、調整は難航を避けられない。
　経産省案は、ボトムアップで排出削減目標を設定・検証する仕組みの規範性を強化。経済合理性
と技術導入の可能性に基づいて企業が目標を設定し、環境と経済の両立を図る。
短期的な排出量取引を重視するのではなく、中長期的な視点から自己削減努力を重視する。
　企業や業界団体が、中期の排出削減計画と排出削減目標を設定。指標は総量と原単位から選択で
きる。目標の達成期間は複数年とする。ただ、現行の自主行動計画と同様に進捗状況を毎年評価・
検証し、透明性を確保する仕組みだ。
　国内クレジットや２国間クレジット等のクレジットメカニズムを活用する排出量取引は、目標の
達成を担保する位置づけ。業界団体が目標を達成できなかった場合、責任分担を明らかにする。
　経産省は、トップダウン方式を「低炭素努力型」、ボトムアップ方式を「総量管理型」と言葉を
置き換えたが、基本的な性格は変わらない。環境省との議論がかみ合わない状態が続いている。

10101010 ＩＥＡ「ＷＥＯＩＥＡ「ＷＥＯＩＥＡ「ＷＥＯＩＥＡ「ＷＥＯ２０１０２０１０２０１０２０１０」～」～」～」～２０３５２０３５２０３５２０３５年年年年までのまでのまでのまでのエネエネエネエネ展望展望展望展望
・・・・ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出排出排出排出、、、、ペースダウンペースダウンペースダウンペースダウンもももも絶対量増加絶対量増加絶対量増加絶対量増加　　　　
・・・・新政策新政策新政策新政策ではではではでは目標達成目標達成目標達成目標達成はははは困難困難困難困難、、、、補助金補助金補助金補助金がががが化石燃料消費削減化石燃料消費削減化石燃料消費削減化石燃料消費削減のののの妨妨妨妨げにげにげにげに
・・・・再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ、、、、風力風力風力風力・・・・水力水力水力水力をけんをけんをけんをけん引役引役引役引役にににに３３３３倍増倍増倍増倍増

　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、「新政策シナリオ」を中心としてエネルギーの世界動向を展
望する「ワールドエナジーアウトルック（ＷＥＯ）２０１０」をまとめた。
各国政府による新たなＣＯ２削減対策が進められたとしても、「世界の気温上昇を２度Ｃ以下に抑
制するという目標達成はとうてい無理」という厳しい内容になっている。
　新政策シナリオによると、世界の一次エネルギー需要は０８年の１２３億トン（石油換算）から
３５年には１６７億トンへ、年率１．２％の割合で増加する。エネルギー全体に占める化石燃料の
割合は徐々に低下していくが、ＯＥＣＤ加盟国の化石燃料削減量を、中国はじめとした非加盟国の
増加量が上回り総量は増え続ける。
　エネルギー源の中心は石油であることに変わりはない。なかでもＯＰＥＣの総生産量は３５年ま
で増え続け、市場シェアは現在の４１％から５０％以上を占めるようになる。石炭火力は、今後も
世界の発電の中心であり続ける。とくに中国の石炭火力の新規追加量は６億キロワットと現在の日
・米・ＥＵの発電量合計を超える規模になると予測。
　石油・石炭の需要を減少させない大きな要因として指摘しているのが、化石燃料に対する各国の
補助金制度だ。補助金額は０９年に世界全体で３１２０億ドルに達し、そのほとんどが非ＯＥＣＤ
国によるもの。化石燃料補助金は再生可能エネルギーと効率的なエネルギーの競争を損なうものと
して、早急な廃止を求めている。
　また、再生可能エネルギーによる発電は０８年～３５年の間に３倍に増え、世界の発電量に占め
るシェアは０８年の１９％から石炭と同等の約３分の１に上昇する。この増加は主に風力と水力発
電。他方、太陽光発電は急増するが、世界の発電量に占めるシェアは３５年時点においても２％に
とどまると予測する。
　新政策シナリオではＣＯ２排出量は
ペースこそ徐々に落ちていくものの絶
対量は増加し続け、２０年に３４０億
トン弱、３５年には３５０億トン強、
０８年に比べ２０％以上増加となる。
　昨年１２月のＣＯＰ１５のコペンハ
ーゲン合意に基づき各国が条約事務局
に提出した公約は野心的なものではな
いため、新政策が実行されたとしても
「２度」の目標達成はほぼ不可能な状
況だ。


