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　日本ポリエチレン製品工業連合会
松井

「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）

　　　　１１１１月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））
2222 新新新新たなたなたなたな価値創造価値創造価値創造価値創造へへへへ「「「「選択選択選択選択とととと集中集中集中集中」「」「」「」「競争競争競争競争とととと協奏協奏協奏協奏」」」」
3333 　　　　新春新春新春新春トップトップトップトップ座談会座談会座談会座談会・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本のののの化学産業化学産業化学産業化学産業はははは、、、、新新新新たなたなたなたな成長成長成長成長のののの道道道道へへへへ踏踏踏踏みみみみ出出出出そうとしているそうとしているそうとしているそうとしている。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リーマンショックリーマンショックリーマンショックリーマンショックのののの衝撃衝撃衝撃衝撃をををを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええ大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化したしたしたした世界情勢世界情勢世界情勢世界情勢のののの中中中中でででで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのそのそのその進路進路進路進路はどこへはどこへはどこへはどこへ向向向向かっているのかかっているのかかっているのかかっているのか。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化学業界化学業界化学業界化学業界をををを代表代表代表代表するするするするトップトップトップトップにににに展望展望展望展望をををを語語語語ってもらったってもらったってもらったってもらった。。。。

三菱ケミカルホールデイングス　　小林喜光　社長
住友化学　　　　　　　　　　　　廣瀬　博　社長
三井化学　　　　　　　　　　　　田中稔一　社長
昭和電工　　　　　　　　　　　　市川秀夫　次期社長（４日付け就任）
旭化成　　　　　　　　　　　　　藤原健嗣　社長
▼▼▼▼２０１０２０１０２０１０２０１０年回顧年回顧年回顧年回顧 ▼▼▼▼国際展開国際展開国際展開国際展開
・・・・ 素材が想定以上に健闘 ― 小林 ・・・・ 自社の強みに一層磨き ― 廣瀬
・・・・ 主戦場探る転換の年に ― 藤原 ・・・・ 独自ビジネスモデルを ― 田中
・ 構造改革の大手術が完了 ― 市川 ・ 新事業創出へ技術融合 ― 藤原
▼▼▼▼今年今年今年今年のののの切切切切りりりり口口口口 ▼▼▼▼中期戦略中期戦略中期戦略中期戦略
・・・・ ニーズ多面化に対応 ― 小林 ・・・・ 継続の中に飛躍の要素 ― 廣瀬
・・・・ 制約逆手に競争力向上 ― 廣瀬 ・・・・ 痛み伴う荒療治が必要 ― 田中
・ 「連携とスピード」カギ ― 田中 ・ 挑戦企業へ意識改革 ― 市川
▼▼▼▼世界化学年世界化学年世界化学年世界化学年
・・・・ 化学企業全体で議論 ― 小林 ▼▼▼▼２０１１２０１１２０１１２０１１年展望年展望年展望年展望
・・・・ 環境貢献をアピール ― 藤原 ・・・・ 自信取り戻す前兆の年 ― 小林
・ 小中学生たちに夢を ― 市川 ・・・・ 新興勢力の力で回復へ ― 廣瀬

・ 新中計スタート力強く ― 藤原
・ 正気を戻し新たな勝負 ― 田中
・ 目指すべき姿を鮮明に ― 市川

5555 業種別業種別業種別業種別２０１１２０１１２０１１２０１１年見通年見通年見通年見通しししし・・・・・・・・・・・・石油化学石油化学石油化学石油化学
　　　　差別化差別化差別化差別化でででで中東品中東品中東品中東品にににに対抗対抗対抗対抗、ＨＤＰＥ、ＳＭ、ＨＤＰＥ、ＳＭ、ＨＤＰＥ、ＳＭ、ＨＤＰＥ、ＳＭなどなどなどなど一段一段一段一段のののの事業再構築事業再構築事業再構築事業再構築もももも　　　　　　　　需給需給需給需給はははは緩緩緩緩やかにやかにやかにやかに改善改善改善改善へへへへ

　２００９年以来毎年、中東品がアジアに流入することにより需給バランスが崩れることが懸念さ
れてきた。１０年もサウジのラービグ、ＳＨＡＲＱ、ヤンサブなどのエチレンベースで１３０万ト
ン級の大型プラントの相次ぐ稼働により、市況の大幅下落が心配されていた。しかし、１０年はサ
ウジカヤンも含め、中東で７００万トン、インド、シンガポール、タイ、中国で５００万トンの新
規設備が稼働開始したにもかかわらず、年間を通じてタイト気味に需給バランスは推移し、市況も
採算ベースから大きく外れることはなかった。中国、ＡＳＥＡＮ、インドで需要が伸びたこと、３
～５月に日本をはじめ東アジアで大型定期修理が重なったことなどが需給バランスを締める方向に
働いたが、最大の要因は中東のプラントの稼働が不安定だったこと。平均すると６割稼働程度とみ
られている。
　１１年を予測するのは簡単ではないが、中東プラントが１００％稼働すれば、確実に余剰となり、
市況にも深刻な影響を及ぼすことは避けられない。しかし、１０年よりは改善するものの、いぜん
不安定であれば、大きく市場が乱れることはないとの見方が有力だ。
　世界のエチレン需要は１億１０００万トンで、年率５％成長すれば、１０年の１２００万トンの
供給増は２年で吸収することになる。中国、インドなどでは２ケタ成長が見込まれ需要には不安は
なく、１１年度に実質的に寄与する新規供給能力は韓国勢などのでボトル増強などに限られる。
　１２年以降はウェルバランスを予測されているが、１１年にも大崩れがなければ、そのまま緩や
かに改善に向かう可能性がある。
　日本の石化各社は１０年度上期は大きく改善し、下期はやや慎重に見ているが当初見通しよりを
上回りそうだ。ただ高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、スチレンモノマー（ＳＭ）などは競争が避
けられず、もう一段の事業再構築が必要になる可能性がある。

9999 業種別業種別業種別業種別２０１１２０１１２０１１２０１１年見通年見通年見通年見通しししし・・・・・・・・・・・・樹脂加工樹脂加工樹脂加工樹脂加工
　　　　グローバルグローバルグローバルグローバル供給網供給網供給網供給網をををを拡大拡大拡大拡大

　樹脂加工業界にとって２０１１年は、海外需要の取り込みがますます大きなテーマとなろう。
既に海外に供給拠点を確保している企業は、インド、ロシア、ブラジルなどに新拠点を構築し、グ
ローバルな供給網の拡大を進めつつある。内需依存度の高い企業については、まずは伸びるアジア
市場等へ進出を図ることで、新たな成長戦略を描こうとしている。内需の成熟化が進むなか、海外
戦略の優劣が企業の将来を決定づける時代が到来しつつある。
　自動車、家電などの工業部品関連では、最終需要家であるセットメーカーのグローバル戦略を連
動し、既に海外生産拠点を持つ企業が多い。海外展開が遅れている企業については事業買収やアラ
イアンスを通じ、海外市場への突破口を開く動きがでている。情報電子関連を中心とした高機能
フィルム分野では、基幹部品の生産が日本、韓国、台湾から中国へシフトする動きもあり、一部
基材フィルムメーカーやコンバーターも対応を始めている。また、太陽電池、２次電池関連など、
次世代製品の海外市場争いも注目される。
　食品包装材料については、国内で安定した需要が続いており、国内シェアを拡大することで業績
を拡大させているケースもある。その一方、食の安心・安全を支える日本の高度な技術を武器に
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海外展開を計画する動きもあり、欧米市場のほか中国・ＡＳＥＡＮを狙うケースも出始めている。
9999 　　　　““““部分原料部分原料部分原料部分原料””””タイプタイプタイプタイプにににに期待期待期待期待・・・・・・・・・・・・バイオプラスチックバイオプラスチックバイオプラスチックバイオプラスチック

　バイオプラスチックの本格的な市場拡大に向けた取り組みが加速している。石油資源の枯渇問題、
環境負荷低減、人口増加など１０年後、２０年後と将来を見据えた視点で開発や採用が進む。ただ、
いぜんとしてバイオプラの量は増えてきていない。既存樹脂代替や新たな用途開拓による市場拡大
には、樹脂としての機能性や原料確保、コスト改善が課題となる。
　最も量産が進んでいるのはポリ乳酸（ＰＬＡ）。ＰＬＡ以外の新規バイオプラの開発、既存の石
油系樹脂のバイオマス化も進んでいる。特にポリエチレン、ポリエチレンテレフタレートなど汎用
樹脂で原料の一部をバイオマスに切り替えた樹脂の生産が開始されており、普及の起爆剤として
期待される。バイオプラの必要性の高まりとともに、樹脂のラインナップが拡充してきており今後、
石油系樹脂と同等の物性や価格を実現するための競争や、採用の促進が望まれる。

11111111 　　　　グラビアグラビアグラビアグラビアなどがなどがなどがなどが堅調堅調堅調堅調　　　　原材料原材料原材料原材料のののの高騰高騰高騰高騰などなどなどなど懸念懸念懸念懸念もももも・・・・・・・・・・・・印刷印刷印刷印刷インキインキインキインキ
　印刷インキは、世界的な景気低迷の影響で厳しい需給環境が続いていたが、ここにきて回復基調
に転じている。なかでもパッケージ用途を中心としたグラビアインキが昨年夏の猛暑を受け、飲料
・食品関連が伸長するとともに樹脂着色剤や高機能顔料も自動車・家電関連等の回復が寄与。更に
中国・東南アジアなど新興国需要の拡大も好材料になっている。印刷インキ工業会が経産省の化学
工業統計をベースにまとめた２０１０年１～６月の需給実績によると、生産は前年同期比３．７％
増、出荷数量は同２．８％増となり、いずれも前年を上回った。上場６社の１０年９月中間決算を
みても総じて堅調に推移。各社とも軒並み増収。通期予想の上方修正も相次いでいる。

15151515 　　　　海外海外海外海外でのでのでのでのシェアシェアシェアシェア拡大重点拡大重点拡大重点拡大重点・・・・・・・・・・・・日用品日用品日用品日用品・・・・トイレタリートイレタリートイレタリートイレタリー
　少子高齢化による人口減から、国内に大きな成長を見込むのが中長期的に厳しい日用品・トイレ
タリー業界。成長著しい中国をはじめとするアジア市場での展開が、一層進むことになりそうだ。

　　　　エビデンスエビデンスエビデンスエビデンスあるあるあるある素材素材素材素材ががががカギカギカギカギ・・・・・・・・・・・・食品食品食品食品・・・・飲料飲料飲料飲料
　少子高齢化により、国内の食品・飲料市場がシュリンクするといわれるなか、２０１０年は生活
者健康意識の高まりを受けて、ノンアルコールのビールテイスト飲料や天然素材に拘った食品や飲
料などがヒット。また、アンチエイジング対策の健康食品も堅調に推移した。１１年は、より精度
のよいエビデンスを得たエナジー系や疲労に対応した食品・飲料、男性用ダイエット分野の製品等
の需要が拡大するとみられる。

　　　　大手大手大手大手、、、、低価格品市場低価格品市場低価格品市場低価格品市場にににに本腰本腰本腰本腰・・・・・・・・・・・・化粧品化粧品化粧品化粧品
　国内のデフレ傾向に歯止めがかからず伸び悩んでいる化粧品市場。主要各社とも１０００円以下
のスキンケア製品投入や流通環境変化に合わせた新規販路開拓、そして中国を中心とした海外市場
での収益拡大に乗り出すなど、持続成長に向けた新戦略を始動する。１１年も大きな内需増が見込
めないことから、海外での収益拡大がポイントになりそうだ。

17171717 　　　　エネエネエネエネ・・・・環境分野環境分野環境分野環境分野にににに成長賭成長賭成長賭成長賭けるけるけるける・・・・・・・・・・・・エレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクスエレクトロニクス関連関連関連関連
　エレクトロニクス関連業界は２０１１ねん、エネルギー・環境分野に成長を賭ける。エコポイン
トやエコカー補助金制度で潤った昨年だったが、亜機構は市場の勢いは鈍った。薄型テレビやパソ
コンといった大型製品の行方は、「１～３月期が見極めどき」と安定感に欠ける。こうしたなか
期待が持てるのが、太陽電池やリチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）、エコカーをはじめとするエネ
ルギ―・環境分野。関連部材は既にひっ迫状態となっている。顕在や住宅、自動車等などあらゆる
産業がエネルギー・環境分野にリソースを集中しているが、そのなかでも太陽電池に注力するとこ
ろは多い。各国政府の支援策にも支えられ結晶系、薄膜系ともに市場は拡大している。
ＬｉＢも日産が電気自動車（ＥＶ）「リーフ）の量産を開始したのを機に市場が活気づいている。
電極、電解液、セパレーター、バインダーの部材各社は一斉に増産を打ち出した。半導体も太陽
電池のパワーコンデイショナーやエコカーに搭載されるパワー系は２ケタの年平均成長率が続く予
想であり、炭化ケイ素（ＳｉＣ）や窒化ガリウム（ＧａＮ）ウエハーの市場も立ち上がる見通しだ。

19191919 ２２２２つのつのつのつのＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰでででで世界世界世界世界にににに存在感存在感存在感存在感、「、「、「、「環境環境環境環境」「」「」「」「経済経済経済経済」」」」両立両立両立両立へへへへ　　　　国内対策国内対策国内対策国内対策になおになおになおになお課題課題課題課題
　２０１０年に開催された２つのＣＯＰ(気候変動枠組み条約第１６回締結国会議＝ＣＯＰ１６、
生物多様性条約第１０回締結国会議＝ＣＯＰ１０）において、日本は世界に存在感を示した。
名古屋で開催されたＣＯＰ１０では難航を極めた交渉をまとめ、名古屋議定書と愛知ターゲットの
採択という成果をあげてホスト国の責任を果たした。
　メキシコで開催されたＣＯＰ１６では、京都議定書の延長に与しない立場を貫き、全ての主要
排出国が参加する枠組み構築に向けた交渉を前進させた。

　ＣＯＰ　ＣＯＰ　ＣＯＰ　ＣＯＰ１６１６１６１６・・・・・・・・・・・・「「「「京都議定書京都議定書京都議定書京都議定書」」」」単純延長単純延長単純延長単純延長をををを回避回避回避回避
 現在の京都議定書の約束期間は１２年まで。次期枠組みとの空白を生じさせないためには今年の
ＣＯＰ１７での合意が必要になる。ＣＯＰ１６の結果は実質的には議論の先送りであり、今後の国
際交渉で公平で実効性のある全主要排出国参加の枠組みを構築するため、国際的議論で主導権を
発揮できるかどうかが政府に問われる。
　同時に新たな削減手法として２国間クレジットの実績作りを急ぐ必要がある。
　国内対策をめぐっては、現政権が掲げる９０年比２５％削減という目標を改めて検討しなおすこ
とが求められる。昨年の通常国会で廃案となった地球温暖化対策基本法案は、臨時国会に再提出さ
れたが審議入りは見送られた。継続審議の扱いになっており、法案の内容は変わっていない。
今年の通常国会で衆議院から議されるが国内外の情勢変化を踏まえて一定の修正が加えられるのか
どうか。

　ＣＯＰ　ＣＯＰ　ＣＯＰ　ＣＯＰ１０１０１０１０・・・・・・・・・・・・難航極難航極難航極難航極めためためためたＡＢＳ、ＡＢＳ、ＡＢＳ、ＡＢＳ、議長案採択議長案採択議長案採択議長案採択
　最大の懸案だった遺伝資源のアクセスと利益配分（ＡＢＳ）は最終日にわが国が示した議長提案
を「名古屋議定書」として採択した。もう１つの主要テーマだったポスト２０１０年の新目標も
２０の個別目標が合意され「愛知ターゲット」として採択された。資源(資金）動員戦略も決議され
た。これらに呼応する形で、経団連、日本商工会議所、経済同友会の呼びかけによる「生物多様性
民間参画パートナーシップ」が４３０団体の参加で設立された。日本の産業界の取り組みの中心と
して、生物多様性事務局や各国団体との連携が開始される。
　企業が展開する事業活動と生物多様性をどう関連付け、深堀していくかはまだ緒に就いたばかり。
今日環境負荷低減と保護は企業活動における必須の課題とされる。業種や業態によって取組み内容



は異なるにせよサプライチェーン全体を通じた生物多様性への対応が求められる。この問題をどう
位置付け、どう取り組むか、今年の重要テーマの１つになる。

　　　　１１１１月月月月５５５５日日日日（（（（水水水水））））
1111 経済産業大臣経済産業大臣経済産業大臣経済産業大臣　　　　大畠大畠大畠大畠　　　　章宏章宏章宏章宏・・・・・・・・・・・・新成長戦略新成長戦略新成長戦略新成長戦略をををを本格実施本格実施本格実施本格実施

　昨年「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」をまとめ、予備費９２００億円、補正予算
５．１兆円を投入して切れ目なく対策を講じてきた。ステップ１では雇用や投資の基盤づくり、
ステップ２では中小企業の資金繰り支援、足元需要喚起、レアアース対策や研究開発プロジェクト
の加速、イノベーション拠点立地支援などを盛り込み、即効性のある施策として実施している。
　新年度は新成長戦略の本格実施であるステップ３により、デフレ脱却と雇用を起点とした中期的
な経済成長を目指す。その１つが国内投資促進プログラムの策定。法人税を５％引き下げアジア拠
点化推進税制を創設することも決めた。産業界には積極的な国内投資と質の高い雇用を期待する。
　対外経済政策ではＷＴＯドーハラウンド妥結に向けた交渉とともに、世界の潮流からそん色ない
２国間経済連携を推進する。
　環境・エネルギー政策ではレアアース等の資源確保、グリーンイノベーションによる新成長戦略
の実現、原子力・再生可能エネルギーの推進など重点を置く。
　中小企業対策では、新年度から軽減税率を引き下げるほか、資金繰り対策、意欲のある中小企業
への支援を引き続き強化し、他省庁とも連携して海外展開支援も構築する。

1111 年頭所感年頭所感年頭所感年頭所感　　　　　　　　日本化学工業協会会長日本化学工業協会会長日本化学工業協会会長日本化学工業協会会長　　　　藤吉藤吉藤吉藤吉　　　　建二建二建二建二・・・・・・・・・・・・内外内外内外内外にににに自自自自らのらのらのらの主張発信主張発信主張発信主張発信
　今年は「世界化学年」。「ケミストリー～アワ・ライフ、アワ・ヒューチャー」をスローガンに
全世界で化学の貢献に対する社会の理解・認知を深め、若い世代の興味を喚起する一年となる。
　昨年は全体像が不明確なまま地球温暖化対策税が決定され、原料ナフサ非課税問題は今年まで持
ち越しとなった。特に業界の存続を根本から脅かすナフサ課税論が安易に議論の俎上に上がったこ
とに強い危機感を持っている。今年こそこの問題に決着をつけたい。
　われわれは従来以上に自らの立場を明確に国内外に発信する必要がある。日本の化学業界による
温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量削減の取り組みは、世界トップレベルにあること、化学製品が地球
温暖化防止に大きく貢献していること、化学技術が環境問題の解決に不可欠であることなど、これ
以上不公平な負担を負わされることのないよう広く訴えなければならない。また、化学業界は工場
の操業、物流での安全確保、サプライチェーン全体を通じて化学物質管理などにも主体的に取り組
んでいる。従って、イコールフィッテイングが確保されれば雇用の維持に十分な競争力を持つ。
こうした点についても機会をとらえて正当に理解・認知してもらう努力が必要だ。

年頭所感年頭所感年頭所感年頭所感　　　　　　　　石油化学工業協会会長石油化学工業協会会長石油化学工業協会会長石油化学工業協会会長　　　　　　　　高橋高橋高橋高橋　　　　恭平恭平恭平恭平・・・・・・・・・・・・競争力確保競争力確保競争力確保競争力確保へへへへ環境整備環境整備環境整備環境整備
　石油化学業界にとって、昨年は税制改正における原料ナフサの課税・非課税の議論を抜きには、
語ることができない１年であった。今年も税制改正要望と地球温暖化対策に取り組んでいく。
　石化製品の需要は世界的には大きく伸長しているが内需は低迷している。結果的に輸出比率が
高まり、激しい国際競争にさらされている。協会として、税制・規制改革などに引き続き取り組ん
でいく。今年１０月から導入されることとなっている環境税も踏まえつつ、他団体とも連携を図り
ながら適切に対応したい。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・化学化学化学化学ははははモノモノモノモノづくりのけんづくりのけんづくりのけんづくりのけん引役引役引役引役をををを果果果果たせたせたせたせ
　デフレから脱却できず、構造問題に起因する低成長に歯止めをかける方策を見出せない日本経済
に課題は山積している。２０１１年度税制改正で実施する法人実効税率５％引き下げは、日本再生
浮上の第一歩と期待されるが、その成功には製造業の収益力回復が不可欠になる。化学産業は高付
加価値製品を武器に競争力を高め、これまでの「縁の下の力持ち」型産業から日本のものづくりの
けん引役として飛躍を期待したい。
　この２年間の新興国経済の急速な回復の波に乗れず、韓国や中国企業の追い上げ、逆転の危機に
瀕している。１１年３月期は石油化学原料ナフサの価格上昇など懸念材料を残しているが、高機能
部材を中心に業績回復は見込める。素材依存度の高かった日本の化学産業は、より加工度を高めた
部材に進出することで欧米化学企業が真似できない独自の領域への展開に成功している。多様な製
品で構成される化学産業は、市場規模が小さくとも世界に展開して高い収益を確保する「小さな池
の大きな鯉」戦略はいぜん有効だ。

2222 年頭所感年頭所感年頭所感年頭所感　　　　　　　　資源資源資源資源エネルギエネルギエネルギエネルギ――――庁長官庁長官庁長官庁長官　　　　　　　　細野細野細野細野　　　　哲弘哲弘哲弘哲弘・・・・・・・・・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー基軸基軸基軸基軸のののの経済成長経済成長経済成長経済成長をををを
　資源エネルギー庁は３つのＥ（①エネルギーの安定供給②地球温暖化問題への対応③エネルギー
の効率的な供給）のみならず、「エネルギーを基軸とした経済成長」の実現に向けた取り組みを
抜本強化する。まず低炭素型社会構造への転換に向けた取り組み強化。再生可能エネルギー普及
拡大のため固定価格買収制度の導入を進める。更にエネルギーを基軸とした経済成長を実現するエ
ンジンとして、革新的なエネルギー技術の開発・普及拡大、再生可能エネルギー、スマートグリッ
ド及び原子力発電プラントなど海外展開を推進する。
　政府は「地球温暖化対策のための税」として石油石炭税の段階的な課税強化という成案を得た。
影響の大きな業種に十分配慮しつつ税収を活用し、ＣＯ２排出抑制対策の強化と「エネルギーを基
軸とした経済成長」に必要な取り組みを進める。

年頭所感年頭所感年頭所感年頭所感　　　　　　　　経産省製造産業局長経産省製造産業局長経産省製造産業局長経産省製造産業局長　　　　　　　　鈴木鈴木鈴木鈴木　　　　正徳正徳正徳正徳・・・・・・・・・・・・次世代産業育成次世代産業育成次世代産業育成次世代産業育成などなどなどなど３３３３重点施策重点施策重点施策重点施策
　３つの施策に重点を置く。第一に、次世代産業の育成・強化。新たな市場創出のため、高いもの
づくり力を活かして、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーション分野や先端分野の産業
の育成・強化を行う。第二に、事業環境を海外と同等にする。企業の国際競争力強化、海外企業の
投資促進を実現するため、税制改正や経済連携協定（ＥＰＡ）、各種規制・制度の見直しなどに取
り組む。第三に、海外需要の獲得を実現する。新興国でのインフラ整備や輸送機器需要の急増、先
進国での環境配慮型インフラや既存機器のリプレース需要などの市場拡大が見込まれる。設計や
運営、維持管理も含めたシステムとして輸出することが重要で、案件の組成段階から官民一体とな
って関与していく。３つの施策に加え、製造業の原材料・部材の供給リスクの低減にも注力する。



　昨年、レアアースなど重要な原材料・部材の供給源が１カ国に集中していることのリスク。ぜい
弱性を痛感した。

2222 エネエネエネエネ研見通研見通研見通研見通しししし・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０年度年度年度年度はははは２２２２．．．．８８８８％％％％増増増増、、、、１１１１１１１１年度年度年度年度エネエネエネエネ需要微減需要微減需要微減需要微減へへへへ
　日本エネルギー経済研究所は、２０１１年度の日本のエネルギー需要見通しをまとめた。
１０年度の最終エネルギー消費（原油換算）は、生産活動の回復や猛暑による民生部分での冷房需
要の増加などから３億３８７９万トン（前年度比２．８％増）、１１年度は経済の回復が続くもの
の、冷房需要の反動減などから前年比微減の３億３７９６万トン（同０．２％減）とした。

3333 年頭所感年頭所感年頭所感年頭所感　　　　　　　　プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック工業連盟会長工業連盟会長工業連盟会長工業連盟会長　　　　　　　　米倉米倉米倉米倉　　　　弘昌弘昌弘昌弘昌・・・・・・・・・・・・革新的革新的革新的革新的なななな製品提供製品提供製品提供製品提供でででで持続的成長持続的成長持続的成長持続的成長
　昨年１２月開催されたＣＯＰ１６では、「ポスト京都議定書」の国際枠組みはＣＯＰ１７に持ち
越されたが、気候変動がもたらす災害対策などで途上国を支援する「グリーン気候基金」の設立と
途上国と先進国が自主的に提出した温室効果ガス（ＧＨＧ）排出削減目標に基づいて行動していく
ことで合意に至った。多種多様で有用な製品を、消費者および広く産業向けにも提供し、経済・社
会の発展に寄与してきたプラスチック産業は、低炭素社会構築でも大変重要な役割を担っている。
　今後、わが国のプラスチック産業界として、新製品や用途開発を通じプラスチック製品のＧＨＧ
排出削減能力を最大限に引き出していかなければならない。進化を続ける顧客のニーズに的確に応
えることで、日本の産業全体の競争力の強化と持続的な成長の実現を追求していかなければならな
い。ユーザーとの連携を一層強化しながら革新的なプラスチック製品を開発・提供していくことで、
新たな成長のチャンスが生まれてくるものと期待している。

9999 年頭所感年頭所感年頭所感年頭所感　　　　　　　　環境大臣環境大臣環境大臣環境大臣　　　　　　　　松本松本松本松本　　　　龍龍龍龍・・・・・・・・・・・・生物多様性施策生物多様性施策生物多様性施策生物多様性施策のののの充実充実充実充実などなどなどなど推進推進推進推進
　昨年１０月開催されたＣＯＰ１０は、議論は難航したが各国が譲歩と妥協の結果、生物多様性に
関する新たな世界目標（愛知目標）と遺伝資源へのアクセスと利益配分（ＡＢＳ）に関する名古屋
議定書への合意に達することができた。今後、愛知目標にためのロードマップを示すべく生物多様
性国家戦略の見直しに着手するとともに、保護地域の拡充や絶滅危惧種の保護施策の推進などによ
り生物多様性施策の充実を図りたい。
　地球温暖化については、ＣＯＰ１６のカンクン合意を踏まえ、本年１１月開催のＣＯＰ１７に
向け、全ての主要排出国が参加する公平かつ実効性のある枠組みの構築に取り組む。
国内対策では、地球温暖化基本法案の早期成立に努める。中長期目標達成のロードマップは国民の
意見を聞き精査、エコ投資支援や国内排出量取引など社会基盤の整備・検討を進める。地球温暖化
のための税を１１年度に導入する。温暖化対策を進める大きな一歩となる。持続可能な社会作りに
より雇用を確保し、経済成長をけん引するグリーン・イノベーションを一層推進する。
循環型社会の構築の取り組みも必要。優良な静脈産業事業者の支援や、レアメタル回収など廃棄物
の３Ｒを推進するとともに、廃棄物処理施設でのエネルギー回収、不法投棄対策などに取り組む。

9999 温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス排出量排出量排出量排出量・・・・・・・・・・・・基準年比基準年比基準年比基準年比４４４４．．．．１１１１％％％％減減減減にににに　　　　０９０９０９０９年度不況年度不況年度不況年度不況によるによるによるによる生産減背景生産減背景生産減背景生産減背景
　２００９年度の温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量は、ＣＯ２換算で１２億９００万トンと、前年度
比５．７％減少し、初めて９０年実績値を下回った。不況による生産減を背景に、産業部門を中心
にエネルギー需要の減少が続いたことや、原子力発電所の設備利用率上昇が背景。環境省が昨年末
に速報値をまとめた。今年４月に確定値を発表する。
　京都議定書の基準年である９０年度（一部９５年度）との比較では４．１％減少。原子力発電所
設備利用率が長期停止の影響を受けていない場合の推計値では７．８％減。

11111111 １１１１１１１１月月月月のののの完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率、、、、横横横横ばいのばいのばいのばいの５５５５．．．．１１１１％　　％　　％　　％　　求人倍率求人倍率求人倍率求人倍率００００．．．．５７５７５７５７倍倍倍倍にににに改善改善改善改善
　総務省が発表した労働力調査によると、昨年１１月の完全失業率（季節調整値）は前月比横ばい
の５．１％となった。失業者数は前年同月を下回ったが、就業者数もマイナスだった。
　一方、厚生労働省が発表した１１月の有効求人倍率（同）は、前月比０．０１ポイント上昇の
０．５７倍と７カ月連続で改善した。１１月の完全失業者数は、前年同月比１３万人減の３１８万
人と６カ月連続で減少。

11111111 １１１１１１１１月消費者物価指数月消費者物価指数月消費者物価指数月消費者物価指数００００．．．．５５５５％％％％下落下落下落下落、、、、２１２１２１２１カカカカ月連続月連続月連続月連続マイナスマイナスマイナスマイナス
　総務省の発表した２０１０年１１月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、２００５年＝１００）によ
ると、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が９９．４となり、前年同月比０．５％下落した。
マイナスは２１カ月連続で、デフレ状況が続いている。下落幅は前月より０．１ポイント縮小した。

　　　　１１１１月月月月６６６６日日日日（（（（木木木木））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔



　化学業界の関係者が一堂に会する合同賀詞交歓会が都内で開催され、２０１１年が本格的に動き
出した。昨年秋口に懸念された二番底は回避されつつあり、業界首脳の表情は全般的に明るい雰囲
気に包まれた▼スマートフォンに代表される新商品効果は化学業界も恩恵を受けている。エコポイ
ント効果も手伝って住宅販売が好調に推移し、断熱材の供給が間に合わないという嬉しい悲鳴も聞
こえる。デパートの福袋の売れ行きから消費者の節約疲れを指摘する見方もある▼ただ、景気が自
律的回復に入ったともるのは早計のようだ。増収増益を見込む企業の大半は、海外事業の好調に
支えられているのが実態という。日本経済の本格浮上には国内における投資や雇用拡大が不可欠に
なるが、こちらは不透明感が漂う▼日化協の藤吉会長、石化協の高橋会長は、昨年末のナフサ課税
問題に言及して「原料問題が不安定な状態では国内投資は論外。今年こそ原料ナフサの非課税恒久
化を実現してもらいたい」。産業界に過大な負担を強いる地球温暖化対策を含めて公平な競争条件
の整備を訴え、賀詞交歓会では異例の挨拶を行った▼曇り空にわずかに薄日が漏れる中で動き出し
た新年。適切な政策と、攻めの企業経営の相乗効果が求められる１年になりそうだ。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・資源保護資源保護資源保護資源保護のののの動動動動きききき加速加速加速加速、、、、レアアースレアアースレアアースレアアース輸出枠輸出枠輸出枠輸出枠３５３５３５３５％％％％減減減減
　中国商務部が２０１０年１２月末に公表した１１年上半期のレアアース輸出許可枠総量は１万
４４４６トンで、前年同期比３５％減少となった。中国企業、外資系企業それぞれについて許可枠
を公表する従来の方式でなく、１０年下半期と同様に両者合わせた形での公表となった。年初から
は一部品目で輸出関税が引き上げられており、中国のレアアース資源保護の姿勢が一層強まってい
る。「世界全体の埋蔵量の約３割、貿易量の９割」（商務部）を占める中国の輸出が減る中、日本
をはじめとする需要地では供給源を多様化する動きが更に加速しそうだ。

　　　　１１１１月月月月７７７７日日日日（（（（金金金金））））
1111 丸紅経済研丸紅経済研丸紅経済研丸紅経済研がががが産業天気予報産業天気予報産業天気予報産業天気予報・・・・・・・・・・・・今年今年今年今年のののの石油化学石油化学石油化学石油化学はははは「「「「曇曇曇曇りりりり」」」」
　　　　アジアアジアアジアアジア需給緩和需給緩和需給緩和需給緩和でででで輸出減輸出減輸出減輸出減、、、、ナフサナフサナフサナフサ高響高響高響高響きききき採算採算採算採算もももも悪化悪化悪化悪化

　２０１１年の石油化学産業は曇り　―。丸紅経済研究所がこんな内容の産業見通しをまとめた。
それによると、アジア需給の緩和で輸出が減少するうえ、原料のナフサ高で採算が悪化する。エチ
レンの価格動向については、原油・ナフサ高と中東からの供給増で一進一退が続くと予測している。
　１１年の世界経済について政策効果の剥落や、新興国経済の運営に何らかの修正が迫られる可能
性などを指摘。成長率は１０年の約５％から４％台前半に鈍化すると予想する。
　石化産業は、国内過剰設備の統廃合や高機能品へのシフト、医療や電池材料などへの多角化が一
層進展する。内需と輸出の双方で減少が進む石油業界と同様に曇り模様としている。他の業種では、
繊維、セメントが雨、自動車、電機、建設が曇り、情報通信や産業・プラントが晴れを予測。
　市況面では、原油は在庫が過去５年での最高水準となっているものの、需要増もあって下期から
上昇基調となる。エチレンはナフサ高に加え旺盛なアジア需要が価格を下支えする。一方で中東の
増産で供給過剰懸念が顕在化、価格は需給をにらみながら一進一退を続ける。但し、原料高と将来
の需要増見込みから下値は限られ、基本的には高止まりするという。

6666 経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１月月月月のののの化学工業統計速報化学工業統計速報化学工業統計速報化学工業統計速報、、、、生産生産生産生産・・・・出荷出荷出荷出荷ともともともとも堅調推移堅調推移堅調推移堅調推移
　石油化学部門では、エチレンをはじめ、前年同月比マイナスとなった品目が増えてきた。一方、
現在ナフサの高騰から値上げが打ち出されている合成樹脂類・塗料溶剤等では、出荷は軒並み増加
テンポで動いている。値上げ前の仮需要の側面も出ているようだ。

【化学工業統計速報】（単位：トン、％）

10101010 容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物のののの分別収集分別収集分別収集分別収集・・・・・・・・・・・・全市町村全市町村全市町村全市町村でででで計画計画計画計画・・・・実施実施実施実施　ＰＥＴ　ＰＥＴ　ＰＥＴ　ＰＥＴボトルボトルボトルボトル１５１５１５１５年度年度年度年度３０３０３０３０．．．．８８８８万万万万トントントントン
　環境省は、容器包装リサイクル法に基づく２０１１年度以降の「第６期市町村部分別収集計画」
（１１年度から５カ年）の策定状況をまとめた。特別区を含めた１７５０すべての市町村が今後５
年間の計画を策定し、容器包装廃棄物の分別収集を実施する。市町村分別収集計画は、３年ごとに
５年を１期とする計画を策定することとしている。全市町村が計画を策定したことによりＰＥＴボ
トル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装の分別回収はさらに拡大する見込みだ。
　ＰＥＴボトルについては、１５年度には１７３０市町村が分別回収を実施する計画。１５年度に
は３０万８０００トン（１１年度回収見込み量比７０００トン増）に拡大する。
　プラスチック製容器包装は最も増加量が多く、１５年度に８６万６０００トン（同８万１０００
トン増）に拡大する。
　第６期計画では全ての市町村が容器包装廃棄物の分別回収を実施するが、アルミ製容器、スチー
ル製容器、ＰＥＴボトル、無色ガラス製容器、段ボール製容器が９５％を超える実施率となる一方、
プラスチック製容器は８１％、紙製容器包装は５３％にとどまる。

12121212 中中中中・・・・台台台台ＥＣＦＡＥＣＦＡＥＣＦＡＥＣＦＡ・・・・・・・・・・・・関税早期引関税早期引関税早期引関税早期引きききき下下下下げげげげ施行施行施行施行　　　　　　　　重要化学品重要化学品重要化学品重要化学品はははは対象外継続対象外継続対象外継続対象外継続
　中国と台湾の両岸経済協力枠組み協定（ＥＣＦＡ）で取り決められたアーリーハーベスト（関税
早期引き下げ）が２０１１年１月１日より施行された。台湾から中国に輸出する際の対象品目は、
５３９から５５７に拡大したものの、化学品では酢酸が新たに追加されたのみで、台湾石化業界は
引き続き汎用樹脂等対中輸出量の多い品目の追加を働きかける方針。ただ、中国側の思惑もあり
不透明な状況だ。
　台湾側としては、０８年実績で総輸入量の約３４％を占める高純度テレフタル酸、同２６％の

3.7 395,936 8.9
印刷インキ 34,683 -1.0 39,436 0.9 16,743 -7.8
ポリプロピレン 247,310 -1.5 237,408

3.8 70,632 22.0
ポリエチレン 253,912 -10.7 265,970 0.8 427,712 -3.3
プロピレン 541,688 1.6 529,420

9.8 393,693 -12.3
エチレン 625,379 -1.5 467,652 -2.6 54,331 3.5
複合肥料 96,839 15.8 85,195

品目 生産量 前年同月比 出荷量 前年同月比 在庫量 前年同月比



エチレングリコール、同３４％の塩化ビニル樹脂、同４７％のアクリロニトリルブタジエンスチレ
ン、同１９％のＰＰホモポリマーなど主要品目を盛り込みたい思惑があるが、今回施行では見送ら
れた。１１年３月に開始予定の交渉のなかで残り５６品目の追加を働きかける方針だが、先行きは
不透明な状況だ。






