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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２２２２２２２２日日日日（（（（月月月月））））
1111 石化協石化協石化協石化協がががが総決起大会総決起大会総決起大会総決起大会・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ課税絶対許課税絶対許課税絶対許課税絶対許すなすなすなすな

　ナフサに対する課税を絶対許すな―。石油化学工業協会は１９日、東京都千代田区の都道府県会
館でナフサ課税反対総決起大会を開いた。化学業界関係者を中心に約５００人が参加。国会議員や
労働組合関係者らも多数駆け付け、原料非課税の恒久化を目指し、一致団結して取り組む強い意志
を示すべく大会宣言を採択した。
　冒頭、石化協の高橋恭平会長は「われわれ石油化学産業は国内市場の成熟、新興国の台頭に円高
が追い打ちをかけ、厳しい環境下にある。課税の影響は甚大で、地域経済や中小企業、雇用へ大打
撃を与える」とあいさつ。また、「決して石化業界への利益誘導ではない。原料ナフサへの課税は
世界の産業政策ともかけ離れており、国内に石化産業を残すためにも、せめて同じ土俵の上で戦い
たい」と課税反対の意義を強調した。賛同団体の代表として参加した日本化学工業協会の藤吉建二
会長、全日本ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品工業連合会の五十嵐明迪会長及び組合関係者などが危機感等を表明した。
　参加した民主党の国会議員からも「ナフサへの非課税は業界益や省益ではない。課税すれば国民
の利益を大きく損なう」（増子輝彦・前経済産業副大臣）との声が次々と上がった。
　「工業原料の非課税原則は世界の常識」「副生ガスの課税は論外」などを骨子とする総決起大会
宣言を採択した後、「原料ナフサ課税絶対反対」のシュプレヒコールを行い締めくくった。

2222 石連石連石連石連・・・・天坊会長天坊会長天坊会長天坊会長がががが会見会見会見会見・・・・・・・・・・・・安易安易安易安易なななな増税増税増税増税をををを批判批判批判批判
　石油連盟の天坊昭彦会長（出光興産会長）は１９日、都内で会見し「国は石油元売りに税を納め
ろというだけ」と、政府の安易な増税議論を批判した。
　天坊会長は「石油業界は約３０００億円の赤字となった昨年度にも、石油石炭税として約４００
０億円を納めた」と、すでに石油業界には十二分の負担が課せられているとの認識を示すとともに、
「石油石炭税の一部はこれまでも環境保全に当てられてきた。増税する前に、これまでにどれだけ
の効果を上げ、どれだけ不足しているのか明らかにすべきだ」と政府の主張の不透明性を指摘した。
　また、「日本が世界一の省エネ大国であるのは、オイルショック以降の企業による自主的な努力
の結果。国が決めたからではない。これまでに、すでに経済合理性のあることは全てやりつくした
と言っていい。その段階で新たな税負担を強いるとは、国外へ出ていけと言われているに等しい」
と改めて増税反対の考えを述べた。

2222 東東東東レレレレ経営研経営研経営研経営研がががが日本経済見通日本経済見通日本経済見通日本経済見通しししし・・・・・・・・回復基調回復基調回復基調回復基調にににに復帰復帰復帰復帰へへへへ、、、、１１１１１１１１年度以降輸出主導年度以降輸出主導年度以降輸出主導年度以降輸出主導でででで
　東レ経営研究所は、２０１０・１１年度日本経済見通しを発表した。１０年７―９月期ＧＤＰ
１次速報の公表（１１月１５日）を受け改定したもので、１０年度の実質ＧＤＰ成長率は２．５％
と３年ぶりのプラス成長、１１年度は１．３％を予測。足踏みしている景気は後退に向かうことな
く、新興国中心に世界経済の回復基調が維持されるなか、１１年度に入った後は輸出主導による緩
やかな回復基調に復帰すると予想している。
　日本経済予測の当面の重要ポイントとしては、①消費刺激策縮小による「生産・所得・支出の好
循環」の基盤が破壊されずに持ちこたえることができるか②日本景気の好循環の起点になっている
輸出の増勢がつづくかどうかの２点を挙げている。
①については、設備投資と個人消費はともに勢いがないが、企業の増益基調と雇用・所得環境の改
善が続く中で、基調として減少傾向に転ずることは想定しづらいため、好循環は維持される見通し。
　やはり日本の景気展開を決めるのは、②の海外経済の強さということになり、景気の上振れ機会
があるとすれば、アジア新興国の成長ペースの加速以外には考えにくい情勢とみている。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・・・・・ナノナノナノナノ材料材料材料材料、、、、安全性確保安全性確保安全性確保安全性確保へへへへ官民連携官民連携官民連携官民連携
　　　　作業環境指針作成作業環境指針作成作業環境指針作成作業環境指針作成やややや、、、、従来試験法適用検討従来試験法適用検討従来試験法適用検討従来試験法適用検討　　　　来年央来年央来年央来年央めどめどめどめど方向性方向性方向性方向性

　経産省は、ナノ材料の安全性確保に向けた産官の連携体制を整える。ナノスケールの物質は、極
小サイズであるために通常の物質とは異なる生態影響なども懸念される。通常のリスク評価に必要
な計測技術や有害性評価以外にも十分な知見が求められる。国際的には経済協力開発機構（ＯＥＣ
Ｄ）の物性情報収集プロジェクト等が進んでいるが、リスク評価法が確立されるには後４～５年か
かる見通し。
　それまでの間に行政と企業が行う当面の対策を検討する。同省の関係課室、産業技術総合研究所
日本化学工業協会、ナノテクノロジービジネス推進協議会などが連携して進める。このほど第１回
の産官勉強会を開催した。情報交換を通じて、従来の試験法の適用や作業環境ガイドラインの作成
など一定の安全性を確保する取り組みを検討、６月をめどに方向性を示す。

10101010 ０９０９０９０９年年年年ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出削減量排出削減量排出削減量排出削減量、、、、経済停滞経済停滞経済停滞経済停滞もももも１１１１．．．．３３３３％％％％止止止止まりまりまりまり・・・・・・・・ＬＣＰＬＣＰＬＣＰＬＣＰががががレポートレポートレポートレポート　　　　新興国大幅増加新興国大幅増加新興国大幅増加新興国大幅増加
　世界的な経済の減速にもかかわらず２００９年の世界の化石燃料由来のＣＯ２排出量は前年比
２．８％減という予測を下回り１．３％減にとどまった。国際研究計画「グローバルカーボンプロ
ジェクト」（ＧＣＰ）がレポートをまとめた。きょう２２日に英国科学雑誌「ネーチャー・ジオサ
イエンス」の電子版に掲載される。
　レポートによると、０９年における世界の化石由来のＣＯ２排出量は３０８億トンで、０８年に
ついで史上２番目に高い数値を記録。０９年は世界的に経済が停滞したが、ＣＯ２排出削減量は予
測値の半分以下にとどまった。この背景には主要排出地域の大幅なシフトがあると分析している。
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　例えば、日本ではＣＯ２排出量が１１．８％、米国が６．９％、英国が８．６％、ドイツが７％
ロシアが８．４％それぞれ減少したのに対し、中国は８．０％、インドが６．２％増加した。
　国立環境研究所ＧＣＰつくば国際オフィス事務局のソバカル・ダカール博士は「新興国ではＧＤ
Ｐは継続して増加傾向にあり、これが世界における０９年のＧＤＰの値を増加させ結果として化石
燃料由来のＣＯ２排出量を増加させることになった。経済成長が予測通り伸びると仮定すれば、世
界における化石燃料由来のＣＯ２排出量は２０１０年に３％以上増加すると予測される。００年か
ら０８年に観察された大幅な排出量の伸び率に近ずくことになる」と述べている。

11111111 １１１１１１１１月月例報告月月例報告月月例報告月月例報告・・・・・・・・・・・・景気判断据景気判断据景気判断据景気判断据ええええ置置置置きききき、、、、生産生産生産生産はははは下方修正下方修正下方修正下方修正
　海江田万里経済財政担当相は先週１８日、１１月の月例経済報告を関係閣僚会議に提出した。
エコカー購入補助金打ち切りの影響で個人消費と鉱工業生産が落ち込んだため、景気の基調判断は
輸出の弱含みなどから１年８カ月ぶりに下方修正した前月の「足踏み状態」を据え置いた。
　主要項目をみると個人消費は８月に駆け込み需要が発生した自動車販売が反動減となり「持ち直
しているものの、一部に弱い動きもみられる」に下方修正した。鉱工業生産は自動車以外にもアジ
ア向け電子部品の輸出減により振るわず、前月の「弱含み」から「このところ減少」に下方修正し
た。一方、雇用情勢は完全失業率が高水準ながらも改善が続いているため判断を上方修正した。
　先行きについては、今後も自動車関連の消費や生産の減少が続きそうなことから「当面は弱めの
動きがみられる」とした。

12121212 ＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤ見通見通見通見通しししし・・・・・・・・・・・・中国経常黒字中国経常黒字中国経常黒字中国経常黒字、、、、１２１２１２１２年年年年ににににＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ比比比比５５５５．．．．５５５５％％％％
　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が公表した経済見通しで、中国の経常黒字が国内総生産（ＧＤＰ）
比で２０１２年に５．５％になるとの予測を示した。１０年については前回予想の２．８％から
５．８％に、１１年は３．４％から５．９％にいずれも上方修正した。
　米国は、１０月に韓国の慶州で開かれた２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議で、
巨額の経常黒字を抱える中国を標的に１５年までに経常黒字と経常赤字をＧＤＰ比で４％以内に削
減する数値目標を提案。ＯＥＣＤの予測では、中国は少なくとも１２年時点でこれを満たせない事
になる。
　ＯＥＣＤは１０年第３四半期に関して、経常黒字のＧＤＰ比率は拡大したとみられるが、鉱物資
源等の値上がりによる貿易環境の悪化や世界的な低金利を背景にした対外投資収益の低い伸びを受
け、６％超程度にとどまると指摘した。
　ＯＥＣＤは中国経済に関し、１０年前半は景気刺激策の効果が薄れて成長が鈍化したとした上で、
それ以降は若干の回復が見られると指摘。内需拡大ペースの加速が輸出減速を補いながら、こうし
た回復は１１～１２年も続くと予想されるとした。

　　　　１１１１１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水））））
2222 豊田通商豊田通商豊田通商豊田通商・・・・・・・・・・・・植物植物植物植物ＰＥＰＥＰＥＰＥののののＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ調査調査調査調査、ＧＨＧ、ＧＨＧ、ＧＨＧ、ＧＨＧがががが石油由来品石油由来品石油由来品石油由来品のののの３３３３割未満割未満割未満割未満

　豊田通商は、ブラジルのブラスケンと連携して展開している植物由来ポリエチレン（ＰＥ）のラ
イフサイク調査をこのほでブラスケン等と共同で行った。その結果、植物由来ＰＥの温室効果ガス
排出量（ＧＨＧ）は、従来の石油由来ＰＥと比べ、７０％以上少ないことを確認した。
　今回のＬＣＡ調査は、両社との共同研究の下で東京大学が実施した。それによると、植物由来Ｐ
Ｅ１キログラムをブラジルで製造してから日本へ輸送し包装容器として使用、さらに既存のリサイ
クル制度にのっとって最終的に焼却処分した場合、温室効果ガス排出量は、ＣＯ２換算で１．３５
キログラムとなった。これに対し石油由来ＰＥの全ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量は
同４．５５～５．１１キログラム。石油由来ＰＥを植物由来ＰＥに置き換えれば、日本への輸送を
含めても７０～７４％の温室効果ガスの削減が見込めることになる。
　ブラスケンは年産計２０万トンのサトウキビ由来高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）・直鎖状低密
度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）設備をブラジル・トリウンフォ工場で建設し年明けにも商業生産を
開始する。豊田通商は、このうち日本及びアジア・オセアニア地区で年５万トンの販売を計画して
いる。
　なお、今回の研究成果は平尾雅彦東京大学教授、菊池康紀同助教が、２０１１年１月９日～１１
日に米国で開催される「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ ｏｎ　Ｓｕｓｔａｉｎ
ａｂｉｌiｔｙ Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　？　ＩＣＯＳＳＥ１１」、同
３月２日～４日に東北大学で開催される「日本ＬＣＡ学会研究発表会」で発表される。

2222 三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰコンパウンドコンパウンドコンパウンドコンパウンド増強増強増強増強、、、、米中米中米中米中・・・・タイタイタイタイ拠点拠点拠点拠点３３３３年年年年でででで計計計計９９９９万万万万トントントントン　　　　ブラジルブラジルブラジルブラジルはははは１４１４１４１４年稼働年稼働年稼働年稼働
　三井化学はポリプロピレン（ＰＰ）コンパウンド事業を拡大する。２０１１年からの３カ年中期
経営計画期間中に中国、タイ、米国拠点で計９万トン増強する方針で、ブラジルに新拠点設置も決
める。中計終了時点で合計能力は８３万トンに達し、自動車複合材向けでは世界首位に躍り出るこ
とになる。新興国では旺盛な自動車需要が続き、米国でも米系大手自動車企業への採用が広がって
いることから、ＰＰコンパウンド能力の一層の拡大を図る。
　三井化学グループのＰＰコンパウンド能力は日本、北米、欧州、中国、タイ、インドの合計で
７４万トンとなった。世界全極で増強する方針。実際の運営はプライムポリマーが担っている。
　また、かねて検討中のブラジル拠点設置も、今年６月に三井化学拠点設置により本格的な企業化
調査（ＦＳ）に入っており、１１年上期に決定し、１４年の稼働開始を目指す。能力は１万５００
０トンの想定。ブラジルに拠点を設置すると、ほぼ世界の需要地でＰＰコンパウンドを生産できる
体制が整うことになる。

3333 藤森工業藤森工業藤森工業藤森工業・・・・・・・・・・・・２２２２事業事業事業事業へへへへ資源集中資源集中資源集中資源集中　　　　情報電子情報電子情報電子情報電子ととととライフサイエンスライフサイエンスライフサイエンスライフサイエンス　　　　安定的安定的安定的安定的にににに収益拡大収益拡大収益拡大収益拡大
　藤森工業は２大注力分野である情報電子事業、ライフサイエンス事業への経営資源集中を一段と
加速させる。２０１０年度約７５億円、１１年度約５０億円を予定する設備投資額のほぼ全額を２
分野に投入するほか、研究開発も両分野に集中させる。
　２事業のバランスを重視しながら安定的な収益拡大を図る考えで、情報電子事業は偏光板用プロ



テクトフィルムの需要増と広幅化要求へ対応するため、昭和事業所（群馬県利根郡）に約４０億円
を投じて同フィルムの広幅機を導入、１１年４月に稼働させ１３年までにフル生産を予定している。
　ライフサイエンス事業は医薬・医療市場での薬液バッグ等の成長市場に対応する。薬液バッグの
世界市場は大幅に増加しており、現在１０００億円規模という。約５８億円を投じて三重事業所（
三重県名張市）を建設、１１年８月に稼働予定だ。非吸着・低溶出の「ＮＩフィルム」シリーズで
薬液バッグのほか食品、化粧品分野にも進出していく方針。また、環境対応製品として詰め替え用
の包装資材や段ボールレスの液体容器「Ｚテーナー」にも注力する。

3333 東洋製罐東洋製罐東洋製罐東洋製罐・・・・・・・・・・・・易分解易分解易分解易分解ののののＰＬＡＰＬＡＰＬＡＰＬＡ容器容器容器容器、、、、４４４４日以内日以内日以内日以内にににに乳酸乳酸乳酸乳酸までまでまでまで
　東洋製罐グループ総合研究所は、易分解性のポリ乳酸（ＰＬＡ）容器を開発した。ＰＬＡに分解
促進剤を４～５％配合することで、樹脂内外からの加水分解を促進し分解速度を通常のＰＬＡより
も急激に早め、４日以内に乳酸まで分解する。酵素と水に接触するまでは通常のＰＬＡと同じ条件
で使用できるため、生分解性を必要とする幅広い分野での適用を見込んでいる。
　従来、ＰＬＡは酵素分解がある一定のところまで進むと、酵素と乳酸が結合してしまい分解速度
が遅くなるという課題があった。そこでエタノールを含むポリグリコール酸やポリエチレンオキサ
イドを分解促進剤として添加することでこの課題をクリアした。　
　同グループは食品廃棄物の処理方法の１つであるメタン発酵処理法に注目。酵素や微生物によっ
て有機物をメタンに変換しエネルギーとして利用する。このシステムに生分解性容器を投入すれば
、容器分別や洗浄の手間が省けるとともに、容器の有効利用が可能になる。
　易分解性ＰＬＡは食品容器のトレーやフィルム、発泡製品、コンポスト処理対応資材のほか、農
業用資材としても使用できる。また分解することでモノマーや内容物の放出が可能になるため土壌
改質剤、医療用材料としての展開も視野にいれている。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・・・・・２２２２国間協力国間協力国間協力国間協力、、、、途上国途上国途上国途上国ととととウインウインウインウイン・・・・ウインウインウインウイン関係構築関係構築関係構築関係構築
　　　　温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策：ＦＳ：ＦＳ：ＦＳ：ＦＳ３０３０３０３０案件案件案件案件でででで具体化交渉具体化交渉具体化交渉具体化交渉　　　　　　　　　　　　生物資源探索生物資源探索生物資源探索生物資源探索：ＭＯＵ：ＭＯＵ：ＭＯＵ：ＭＯＵ締結国締結国締結国締結国のののの評価上評価上評価上評価上々々々々

　経産省は、途上国のインフラ整備や産業基盤構築に技術や資金面で協力しながら、日本企業もメ
リットを享受する２国間協力の仕組み作りを積極化している。地球温暖化対策における２国間クレ
ジットは、制度設計に向けた各国政府との交渉が進展している。生物資源探索分野では同省が所管
する製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）アジアを中心とする途上国の政府機関と覚書（ＭＯＵ）を
締結し、技術支援と利益配分に関する合意形成を前進させる。
　機構変動枠組条約と生物多様性条約という２つの異なる国際条約への対応だが、相手国の課題解
決に貢献しつつ日本企業の事業展開を後押しし、ウイン・ウインの関係構築を進める点でコンセプ
トは共通する。
　２国間クレジットは、日本の低炭素技術で途上国のＣＯ２排出削減を進め、その貢献度を独自に
評価・クレジット化するもの。クレジットは相手国との合意に基づき日本の削減分に算入する。
国連のクリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）とは別枠の削減方法。審査の長期化（準備から登録まで
２年以上）や案件実施国の偏重（７割以上が中国に集中）などＣＤＭの問題点を解決し、相手国の
ニーズにも合致しやすい。同省はこれまでに国の補助事業としてＦＳ（事業化調査）案件を公募し
３０件を採択している。すでに、インド及びベトナムとは制度構築に首脳レベルで合意したほか、
インドネシア、フィリピン、タイ、ラオス等と具体的内容の検討が進行している。
　一方、生物資源探索の２国間協力は、ＮＩＴＥ
が進めている。相手国に研修等を通じて資源探索
技術の移転や人材育成などの支援を行う見返りに、
資源の提供を受ける。提供された資源は、ＮＩＴ
Ｅの微生物資源ライブラリーに保存するとともに、
共同研究契約を締結した日本企業に提供する。
生じた利益は一定金額を相手国に配分している。
これまでにベトナム、インドネシア等７カ国と
ＭＯＵを締結。

11111111 経団連会長経団連会長経団連会長経団連会長、、、、企業企業企業企業のののの実質負担減実質負担減実質負担減実質負担減をををを要請要請要請要請　　　　――――　　　　税制改正税制改正税制改正税制改正でででで財務相財務相財務相財務相へへへへ
　野田佳彦財務相と日本経団連の米倉弘昌会長は２２日、税制改正について都内のホテルで意見
交換した。焦点の法人税減税に関して米倉会長は、「やり方によっては、かえって企業の競争力が
減退しかねない。そうなると税率を引き下げる意義は乏しい」と述べ、企業関連の租税特別措置の
縮減で財源を賄うのではなく、企業の実質的な税負担の軽減を強く要請した。
　これに対し野田財務相は、「ネット減税（総体として負担減）では予算が組めない」として、租
税特別措置の見直しは避けられないとの立場を強調。そのうえで「財政健全化と経済（成長）の
両立を図ることが重要だ」として、企業活動を阻害しない形での見直しを検討する考えを示した。

　　　　１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））
1111 ＪＸＪＸＪＸＪＸエネエネエネエネ製油所製油所製油所製油所のののの体質転換体質転換体質転換体質転換・・・・・・・・オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン収率向上収率向上収率向上収率向上をををを優先優先優先優先　　　　燃料油需要減燃料油需要減燃料油需要減燃料油需要減ででででエチレンエチレンエチレンエチレン、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ４４４４回収回収回収回収

　ＪＸ日鉱エネルギーは、製油所をオレフィンの収率向上を最優先した体制に転換する。需要減少
が避けられない燃料油との需給ギャップの是正が狙いで、重油からガソリンを得ることを主目的に
調整されている接触分解装置（ＦＣＣ）の運転条件をオレフィンの収率を最大化する方向に変更し
ていく。プロピレンにとどまらず、エチレン、Ｃ４留分の回収も開始する。将来的には、現在開発
中のオレフィン収率が従来型の約３倍になる高過酷度ＦＣＣプロセスの国内製油所への配備により
石化事業の一段の拡大も視野に入れる。

1111 石化協会長石化協会長石化協会長石化協会長　　　　ナフサナフサナフサナフサ課税反対課税反対課税反対課税反対・・・・・・・・・・・・経産経産経産経産にににに要望書提出要望書提出要望書提出要望書提出
　石油化学工業協会の高橋恭平会長（昭和電工社長）は２４日午後に経済産業省を訪れ、ナフサ課



税反対の要望書を池田元久副大臣に手渡した。要望書は、１９日に決起集会を開催した石化協や全
日本プラスチック製品工業連合会など約３０の関連団体の主張をまとめた。
　池田副大臣は「私としては（ナフサへの課税は）論外。早くこの問題から卒業しなければならな
い」とのべ、原料課税に反対する同省の立場を改めて明確にした。
　高橋会長は記者団の質問に応え「これまでの租税特別措置として免税という扱いが不適切。法人
税減税の代替財源というかたちで話が出てきたのは全くおかしなこと。ここで課税論議に終止符を
打っていただきたい」とし、業界全体として本則での非課税恒久化を求める方針を強調した。

1111 日化協日化協日化協日化協などなどなどなど産業産業産業産業９９９９団体団体団体団体・・・・・・・・・・・・京都議定書延長京都議定書延長京都議定書延長京都議定書延長あらためてあらためてあらためてあらためて反対反対反対反対　ＣＯＰ　ＣＯＰ　ＣＯＰ　ＣＯＰ１６１６１６１６にににに向向向向けけけけ提言提言提言提言
　日本化学工業協会、石油連盟、日本鉄鋼連盟など産業９団体は２４日、機構変動枠組条約第１６
回締結国会議（ＣＯＰ１６）等に向けた産業界の提言を発表した。９団体の会長の連名で、京都議
定書の延長への反対など温暖化対策問題に関する立場を表明する内容。日化協の塩崎保美技術委員
長（住友化学常務執行役員）ら各団体代表による共同会見を行い発表した。
　会見では、京都議定書は主要排出国である米国、中国、インドが対象となっていない極めて不公
平で実効性のない枠組みであること、これが継続されればわが国産業の国際的なイコールフッテイ
ングを妨げ、経済・雇用に甚大な影響を及ぼすこと、わが国よりもエネルギー効率の劣る他国の
生産増につながり、地球規模でのＣＯ２排出増を招くこと―等が強調された。
　９団体はこうした状況を踏まえ京都議定書の延長は極めて不適切であり「ＣＯ２削減の実効性の
ない京都議定書の過ちを繰り返してならない」（日化協）と、あらためて延長に反対する立場を
表明した。また、「わが国が間違った電車に乗ってはならない。延長されるなら離脱すべき」（鉄
連）とした。

2222 クラレクラレクラレクラレ　ＥＶＯＨ　ＥＶＯＨ　ＥＶＯＨ　ＥＶＯＨのののの基盤強化基盤強化基盤強化基盤強化・・・・・・・・・・・・新興市場新興市場新興市場新興市場のののの開拓加速開拓加速開拓加速開拓加速、、、、タイタイタイタイににににストックポイントストックポイントストックポイントストックポイント
　クラレはエチレンビニルアルコール共重合樹脂（ＥＶＯＨ）「エバール」の事業基盤を強化する。
年内にブラジルに現地法人を開設するのに続き、来年にはタイにストックポイントを設置し即納体
制を構築、南米やアジアなど新興市場の開拓を加速する。ＥＶＯＨは食品包装用途を中心に世界的
に需要が拡大しており、特に新興地域で高い伸びが見込まれる。
　同社は約６５％の世界シェアをもつトップメーカーで、岡山事業所（岡山県）、米国、ベルギー
の３極で生産している。次期増設に関しては、米国工場の増設やアジアでの新拠点確保を候補とし
ている。

10101010 ＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰ１６１６１６１６関連関連関連関連　　　　日化協日化協日化協日化協などなどなどなど９９９９団体提言団体提言団体提言団体提言・・・・・・・・・・・・温暖化対策基本法案温暖化対策基本法案温暖化対策基本法案温暖化対策基本法案などにもなどにもなどにもなどにも言及言及言及言及
　日本化学工業協会、石油連盟、日本鉄鋼連盟など産業９団体は２４日、気候変動枠組条約第１６
回締結国会議（ＣＯＰ１６）等に向けた提言を発表した。２０１３年以降の枠組みについて、直近
の国際的な議論を踏まえ、京都議定書の延長に強く反対する内容が柱。
　温室効果ガスの中期削減目標については、９０年比２５％削減という国際的に突出して厳しいわ
が国の数値について　①実現可能性　②国民負担レベルの妥当性　③国際的公平性―の視点から
検証が必要だとあらためて指摘した。日本経済や国民生活、雇用への影響について早急に政府とし
ての統一見解を示し、国民に十分な判断材料を示すべきとしている。
　基本的施策（排出量取引制度、地球温暖化対策税、再生可能エネルギーの全量買取制度）につい
ては、制度導入に反対の立場を示したうえで、省エネが進み排出量削減余地の少ないわが国にとっ
て、企業活動を抑制しかねない政策を導入すべきかは十分に吟味する必要があるとした。
また、３つの施策をばらならに論じるのではなく、施策全体としての効果と費用・負担をまずわか
りやすく明示し、開かれた国民的議論に付すことが先決だと強調した。
　世界最高のエネルギー効率のさらなる向上をはかるとともに、優れた製品を通じて世界のＣＯ２
削減し貢献すること、省エネ技術の世界への移転・普及を進めることなど、９月に公表された日本
経団連の提言「地球規模の低炭素社会実現に向け」とも軌を一にして取り組む姿勢を、産業界の
総意として表明した。

10101010 化学品管理化学品管理化学品管理化学品管理のののの自主活動自主活動自主活動自主活動「ＪＩＰＳ」「ＪＩＰＳ」「ＪＩＰＳ」「ＪＩＰＳ」来年度来年度来年度来年度からからからから本格始動本格始動本格始動本格始動・・・・・・・・日化協日化協日化協日化協がががが推進推進推進推進　　　　近近近近くくくくガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス公表公表公表公表
　化学業界の新たな化学物質管理の自主活動「ＪＩＰＳ」（ジャパン・イニシアテイブ・プロダク
ト・スチュワードシップ）が来年度から本格的に動き出す。同活動はＩＣＣＡ（国際化学工業協会
協議会）の化学品管理戦略「ＧＰＳ」（グローバル・プロダクト・ストラテジー）の日本版。
　日本化学工業協会が推進し、会員企業は科学的手法により化学物質のリスクを評価・管理し、そ
の情報を公開する。日化協は推進体制の整備を始めており、今月中にもガイダンスを公表する。
会員支援用のＩＴポータルの作成にも着手した。来年初には新組織「ＧＰＳ／ＪＩＰＳ推進部会」
（仮称）も立ち上げる。

10101010 ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量取引排出量取引排出量取引排出量取引　　　　個人個人個人個人レベルレベルレベルレベルでででで実証実証実証実証・・・・・・・・・・・・国立情報学研等国立情報学研等国立情報学研等国立情報学研等４４４４者者者者がががが協議会設立協議会設立協議会設立協議会設立
　ＩＣ　ＩＣ　ＩＣ　ＩＣタグタグタグタグ活用活用活用活用、、、、来年来年来年来年２２２２月実施月実施月実施月実施

　国立情報研究所、凸版印刷、日本ユニシス、セブン＆アイ・ホールデイングスはＩＣタグを活用
したＣＯ２排出量取引のための新たな手法の確立を目指す「サプライチェーン環境貢献技術検討
協議会」（会長・坂内正夫国立情報学研究所長）を立ち上げた。来年２月にポッカコーポレーショ
ンなど飲料メーカー各社の協力を得て、個人レベルのＣＯ２排出量取引に関する実証実験をイトー
ヨーカドーの店舗で実施する。４者は２００９年度からＩＴタグを利活用した物流・サプライチェ
ーンにおける温室効果ガス削減技術の研究開発を開始。このたび新たな排出量取引システム実装の
めどが立ったことから協議会を設立して実際のサプライチェーンにおける実証実験に移す。
　実験の概要は、紙製飲料缶（カートカン）を使った飲料品を対象品として、これに所定の排出権
を表すＩＣタグ（またはバーコード）を商品に貼付し販売する。購入者はこれを剥がして転倒専用
カウンターに返却する。購入者に対しては排出権口座が提供され、ＩＣタグ等が返却されると、
その排出権が購入者自身の口座に移される仕組み。購入者は口座にある排出権の学校への寄付等に
使い方を選択でき、主体的に温室効果ガス削減活動につなげることができる。
　国立情報学研究所がベースとなる取引システムの提供と研究全般の統括、凸版印刷が実証実験の



コーデイネート・排出権取引システムの開発・実証実験の事務局運営、日本ユニシスが小口化した
排出権の口座開設および口座管理の仕組みの設計、セブン＆アイが実証実験のためのイトーヨーカ
ドー店舗の提供を担当する。来年２月から約２週間の期間で実施する。

　　　　１１１１１１１１月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金））））
1111 住友化学住友化学住友化学住友化学　　　　廣瀬社長廣瀬社長廣瀬社長廣瀬社長がががが中計進捗説明中計進捗説明中計進捗説明中計進捗説明・・・・・・・・ラービグラービグラービグラービグ持分利益持分利益持分利益持分利益２００２００２００２００億円超億円超億円超億円超、、、、２２２２期計画期計画期計画期計画にはにはにはには慎重姿勢慎重姿勢慎重姿勢慎重姿勢
　　　　 　住友化学の廣瀬博社長は２５日、都内で会見し、中期経営計画で掲げた重点事業の進捗について

語った。サウジアラビア石油化学合弁のペトロラービグでは、２０１２年度に２００億円以上の持
分法利益を見込む一方、２期計画は採算性を慎重に見極めている段階と説明。米国市場で除草剤、
統合失調症治療薬の本格販売を予定しているほか、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）は発光
材料の量産準備に入った。シンガポールの合成ゴムプラント新設も正式に決めた。
　１２年度末に売上高２兆４０００億円、経常利益２２００億円、純利益１４００億円を目指す中
計目標に関し、円高などの懸念材料はあるものの、「１１年度予算は計画通りに組んでおり、１２
年度目標も十分達成可能」とした。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡがががが示示示示すすすす実行可能実行可能実行可能実行可能なななな温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の「世界エネルギー展望２０１０」では、気候変動枠組条約第
１５回締結国会議（ＣＯＰ１５）後の情勢分析をしている。温室効果ガス（ＧＨＧ）濃度を４５０
ｐｐｍ、気温上昇を２度Ｃ以下に抑制するコペンハーゲン合意の実現は、極めて高いハードルとし
ながら、グローバル規模での政策協調、技術開発の重要性を指摘している。２９日から始まる
ＣＯＰ１６を控えて、有意義な政策提言と言える。
　ＩＥＡでは２０３５年を視野に入れた３つのシナリオを策定した。世界の気温上昇を２度Ｃ以下
に抑制する「４５０シナリオ」、各国が発表している公約や計画が着実に実施されることを想定し
た「新政策シナリオ」、１０年時点で公式に採用されている政策を前提にした「現行政策シナリオ」
に基づいてエネルギー需給を展望した。
　最も厳しい温暖化対策を求める「４５０シナリオ」では、３５年のＧＨＧ排出量を２１７億トン
に抑える必要があるが、対策の５３％は省エネによる削減に依存し、再生可能エネルギーや原子力
の比率が高まる。加えてＣＣＳなどコスト的に割高なオプションも必要になる。政府の強烈な政策
の後押しがあればぎりぎり達成できるとした。
　実現可能なのは「新政策シナリオ」。３５年の世界のエネルギー消費は３５％増加、そのほとん
どは中国など非ＯＥＣＤ諸国。この中で化石エネルギー比率は０８年の８１％から７４％に低下す
るが、ガスが存在感を高め「ガス黄金時代の到来」を予測。一方で石炭発電は膨大な増加が続く。
風力など再生可能エネの発電シェアは０８年の１９％から３２％を見込む。
ＩＥＡが強調しているのは化石燃料補助金の廃止だ。エネルギー価格を人為的に下げる政策は、
無駄な消費を助長して温暖化や大気汚染を引き起こし、財政赤字の要因になっている。
補助金廃止はエネルギー安全保障、環境対策、再生可能エネルギ―の普及の一石三鳥の解決策に
なると重視している。

10101010 環境省中長期環境省中長期環境省中長期環境省中長期ロードマップロードマップロードマップロードマップ小委員会試算小委員会試算小委員会試算小委員会試算・・・・・・・・・・・・家庭部門家庭部門家庭部門家庭部門のののの追加投資追加投資追加投資追加投資９６９６９６９６兆兆兆兆、、、、住宅断熱化住宅断熱化住宅断熱化住宅断熱化などなどなどなど
　環境省は２５日の中長期ロードマップ小委員会で、２０２０年に温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量
を９０年比２５％削減するために必要な家庭部門の追加投資額を計９６兆円と試算した。
　太陽光発電装置や断熱住宅、次世代自動車などの導入に要する今後１０年間のコストを合算した。
ただ、小委は企業部門の追加投資額は示さず、委員からロードマップ案の不備を指摘する声や検討
作業のあり方への不満が噴出した。
　同省は１２月２１日開催の次回小委でロードマップの最終案を取りまとめ、中央環境審議会地球
環境部会に報告する予定。

12121212 ジェトロジェトロジェトロジェトロ調査調査調査調査・・・・在在在在アジアアジアアジアアジア日系企業日系企業日系企業日系企業のののの約約約約６６６６割割割割　　　　１０１０１０１０年業績好転年業績好転年業績好転年業績好転、、、、現地売上増加現地売上増加現地売上増加現地売上増加　　　　内需内需内需内需シフトシフトシフトシフト強強強強めるめるめるめる
　在アジア日系企業の約６割が、２０１０年の業績が改善して好転の方向へ―ジェトロ（日本貿易
振興機構）がこのほど実施した在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査の速報によれば、アジ
ア地域で事業を展開する日系企業の半数以上が１０年の業績好転を見込んでいる。特に現地市場に
おける売上げの増加が主な要因となっているという。また、数年後もアジアでの事業拡大を目指す
と答えた日系企業が大幅に増加しており、「アジアで内需シフトを強める日系企業」（ジェトロ）
との構図が鮮明になった。
　調査は、今年８月から９月に北東アジア４カ国・地域、ＡＳＥＡＮ８カ国、南西アジア４カ国、
オセアニア２カ国の計１８カ国・地域で事業を展開する日系企業を対象にした。３４８６社から
回答を得て各社の動向を分析した。　
　それによると、約６割の企業が１０年は収益改善・好転を見込んでおり、０８年、０９年の金融
危機、資源インフレなど悪化要因が重なった過去２年間と比べ「力強い回復にあることが調査結果
にもあらわれた」としている。収益好転の最大の理由は、進出国・地域の内需に対応した販売増加。
１１年は各社ともさらに内需が増加すると見込んでおり、これまでのアジア諸国等に進出して日本
などに輸出する事業形態から、進出国・地域の需要増加を背景に事業を拡大するという、内需シフ
トの流れが調査結果にも反映された格好だ。
　また、他国への輸出戦略よりも、進出国・地域における販売増に応じた投資や資金確保、意思決
定の迅速化、人材確保、地域本社機能の強化等を重視すると答えた企業が半数以上に達しており、
アジアに進出する日系企業はアジア域内を志向していることが裏付けられた。

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　　　　ナフサナフサナフサナフサ・・・・コンデンセートコンデンセートコンデンセートコンデンセート・・・・・・・・国内供給義務国内供給義務国内供給義務国内供給義務のののの動動動動きききき進展進展進展進展、、、、石化石化石化石化のののの競争力向上期待競争力向上期待競争力向上期待競争力向上期待
　インドネシアで石油化学原料のナフサ及びコンデンセートの輸出規制法案の策定が進み始めたこ
とから、石化産業の原料競争力が大きく改善し、川下の誘導品の投資にもつながるとして関係者の
間で歓迎の声が上がっている。
　これまで国内の石化産業は原料を輸入に依存せざるを得ず、産業全体の競争力は上昇余地が限定



された格好が続いている。このため、政府当局は今年１月から石炭に適用した国内供給義務（ＤＭ
Ｏ）をナフサ及びコンデンセートについても適用する方向で調整に乗り出した。ただ適用する場合
石化企業に供給するナフサ及びコンデンセートの価格を政府がどう調整するか現段階では不透明で、
今後の動向に注目が集まっている。


