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「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１７１７１７１７日日日日（（（（月月月月））））
1111 鹿島鹿島鹿島鹿島コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート・・・・・・・・・・・・電解電解電解電解・・・・塩塩塩塩ビビビビ再編再編再編再編　　　　今春今春今春今春にもにもにもにも具体化具体化具体化具体化
　　　　共同出資会社共同出資会社共同出資会社共同出資会社、、、、低稼働低稼働低稼働低稼働がががが常態化常態化常態化常態化　　　　構成企業構成企業構成企業構成企業にににに離脱離脱離脱離脱のののの動動動動きききき　　　　余剰余剰余剰余剰エチレンエチレンエチレンエチレンのののの消費消費消費消費ももももカギカギカギカギ

　鹿島コンビナートが再構築に向け動き出す。長く低稼働を余儀なくされていた電解・塩ビチェー
ンから一部出資会社が離脱の動きを強めており、今春にも新たな枠組みが具体化する。既に、同コ
ンビナートでは三菱化学がスチレンモノマー（ＳＭ）撤退を決めている。塩ビチェーンに回復が見
込めないためエチレン余剰が避けられないが、三菱化学はエチレン輸出先の確保に目途を得ている
もよう。将来的には水島コンビナートとの間でエチレンバランスを最適化することも課題となって
くる。
　鹿島電解、鹿島塩ビモノマーは低稼働に直面しており、いずれも５～６割稼働が常態化している
とみられる。また、共同発電会社による発電が高コストのため同地区で生産されるＰＶＣは国内向
けがほとんどで、輸出競争力は乏しい。こうしたなか東亜合成（川崎）へＰＶＣ生産委託を始める
カネカと０２年に国内ＰＶＣ事業から撤退している旭硝子が、鹿島電解、鹿島塩ビからの離脱を検
討している。足元では製品引き取りは信越化学だけという状態。一方、三菱化学は「鹿島石油、
三菱化学、信越化学を軸に競争力強化を図る」（小林喜光社長）、信越化学も「できれば鹿島は残
しておきたい」（金川千尋会長）と、両社の方向性は一致している。三菱化学は、エチレンオキサ
イド（ＥＯ）センター化等によるエチレン需要確保を図っているが、１１年３月にＳＭ３７万トン
設備の停止が決まっており、エチレン余剰は避けられない。そのため年間１０万トン規模のエチレ
ン輸出を実施する方針で、販売先の確保にめどをつけた。ただ、将来的にエチレン輸出を続けるこ
とには収益性に疑問符がつく。今後、旭化成とエチレン設備統合を決めた水島で１基停止する可能
性を含め、鹿島、水島の両方でエチレンバランスを最適化することも視野に入れている。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　外需の好調と一連の消費刺激策に下支えされ、企業の生産活動は改善傾向を示しながら２０１１
年を迎えた。といっても先行き楽観できそうにない。家電エコポイントなど政策支援の終了により
内需の反動減がまずは下押し要因になる▼法人税率引き下げは好材料だが、このところの円高、原
材料価格の上昇は企業収益を圧迫しそうだ。そんな状況認識を背景に年明けに各業界団体トップが
示した今年の景気見通しでは、海外需要の拡大を前提に堅調推移という見方が多かった▼外需依存
体質の是非はともかく、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）に参加するかどうかは日本経済の根幹を
左右する。菅直人首相は「６月まで」と判断の期限を決めた。今後の議論がどう進むか注目が集ま
る▼産業界は競争力強化に不可欠だとしＴＰＰ参加を求めている。先週発表された帝国データバン
ク調査でも６５％の企業が「日本にとって必要」と答えている。他方で、農業団体などが猛反発し
ている現実もある▼６月までには消費税の方向性も定める予定。先週末に菅改造内閣が発足した。
首相が直前の党大会で「最も強力な」と明言して組んだ陣容だが、１４日の株価は反落。市場の
冷淡な反応を受けての船出である。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・労働生産性向上労働生産性向上労働生産性向上労働生産性向上にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな海外展開海外展開海外展開海外展開
　日本企業の労働生産性は、海外売上高比率が高いほど上昇する傾向にある。日本生産性本部がま
とめた生産性白書が明らかにしたもので、海外売上高比率が製造業で４０％、サービス業で１０％
を境に生産性に格差が生じるという。成熟した内需依存型経営の限界を示しており、あらゆる企業
にグローバル展開の強化を迫るものと言えそうだ。
　今回の白書では、海外売上高比率と労働生産性の関係を調べた。輸出も含めた海外展開では、
サービス業に比較して製造業が圧倒的に進んでいるが、国内市場は先行き縮小傾向が避けられない
として一段と加速している。これに対しサービス業では商社など一部を除き遅れているが、海外部
門を強化しようという動きも始まっている。
　製造業の労働生産性に関しては、海外売上高比率が６０～８０％に高まっている企業が最も高く
続いて４０～６０％の企業が続く。逆に４０％以下の企業は相対的に生産性が低い。また、００年
度との比較では４０％超の企業は１２～１８％上昇したが、４０％以下の企業は４～１５％低下し
ている。
　日本の労働生産性は９９年度から０７年度までの９年連続で上昇したものの、その上昇率は最大
でも前年比２．６％にとどまり、とくに０４年度から０７年度の４年間は１％台に停滞した。０８
～０９年度の２年連続マイナスは、日本企業に生産性向上の新たな取り組みを迫ることになり、
その改善の方策が海外展開になることを示している。今後、企業の活発な参入・退出による新陳代
謝とともに将来の産業構造変化を見据え、企業活動のグローバル化に対応した人材育成と活用が
重要と指摘する。特に外国人社員や女性社員など多様な人材の戦力化、組織風土の活性化、ワーク
・ライフ・バランスへの取り組みは、一時的摩擦はあっても推進すべきと提言している。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン１０１０１０１０年生産年生産年生産年生産・・・・・・・・・・・・７００７００７００７００万万万万トントントントン台台台台をををを回復回復回復回復
　経産省がまとめた２０１０年１２月のエチレン生産速報によると、生産量は前年同月比２．７％
減の６４万５７００トンとなった。対前月比では３．２％増。この結果、１０年のエチレン生産量
は、７０１万１４００トン（前年比１．４％増）となり、０７年以来の700万トン台を回復した。
エチレン各社の稼働率は９０％台半ばの高率で推移したが、大定修年にあたったため、０７年の
７４７万トンからは７０万トン以上下回っている。
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10101010 経産省経産省経産省経産省　　　　国内国内国内国内クレジットクレジットクレジットクレジット化狙化狙化狙化狙いいいい・・・・・・・・・・・・省省省省エネエネエネエネ家電家電家電家電へのへのへのへの買買買買いいいい替替替替ええええ、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ２２２２排出削減排出削減排出削減排出削減をををを実証実証実証実証
　経産省は、消費者の省エネ家電への買い替えによるＣＯ２排出削減量の計測・認証事業を立ち上
げる。家庭での削減量を国内クレジット化し、わが国の削減目標の実現につなげる事が狙い。
新たな計測手法を策定し、実際にエアコンやテレビなどのエネルギー消費量やＣＯ２排出量を測定
する。今年３月末に終了する家電エコポイント制度に代わる新たな割引き制度への活用も視野に入
れる。
　省エネ家電の買い替えによる削減量を国内クレジット化するには、国内クレジット委員会が方法
論として承認する必要がある。計測・認証事業の結果を踏まえ、省エネ家電ごとに買い替えによる
排出削減方法論を申請する。電子情報技術産業協会は（ＪＥＩＴＡ）は、昨年１２月にテレビの買
い替えについて申請しているが、他の製品についても検討を進める。
　経産省では、将来は買い替えにより見込まれる数年～１０年分の削減量を国内クレジット化し、
企業が買い取る際の対価を製品に反映する割引き制度に発展させることも視野に入れている。

12121212 アジアアジアアジアアジアででででクラッカークラッカークラッカークラッカー減産減産減産減産もももも・・・・・・・・・・・・石化製品価格下落石化製品価格下落石化製品価格下落石化製品価格下落ででででスプレッドスプレッドスプレッドスプレッド縮小縮小縮小縮小、、、、収益悪化収益悪化収益悪化収益悪化がががが背景背景背景背景にににに
　中東やアジアの新規を含む石化設備が総じてフル稼働を続けている。中国などアジアの需要が堅
調に推移していることが背景にあるが、一方で石化事業の収益は縮小に転じ始めた。原油・ナフサ
価格が高騰を続ける半面、これまで上昇を続けてきた石化製品価格はユーザーからの反発が強く、
全体的に下落傾向に転じているためだ。今後、収益悪化に耐えきれないメーカーが出てくる可能性
があり、現状、高い操業率を維持しているアジアのクラッカーの中には減産に転じるメーカーも
出てきそうだ。

　　　　１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（火火火火））））
3333 リンテックリンテックリンテックリンテック、、、、新中計新中計新中計新中計でででで具体化具体化具体化具体化・・・・・・・・ＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮＡＳＥＡＮにににに第第第第３３３３のののの拠点拠点拠点拠点　　　　　　　　攻攻攻攻めのめのめのめの経営経営経営経営でででで市場開拓市場開拓市場開拓市場開拓

　リンテックは、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）・インド地域での成長戦略の一環として、
既存のインドネシア拠点およびこのほど意思決定したタイでの新工場建設計画に続き、第３の供給
拠点を確立していく方針だ。４月から始まる新中計の中で具体化していく。同社は自動車、半導体、
太陽電池、スマートフォン等に使用される各種粘着フィルムのキープレーイヤーとして、成長する
アジア市場に一段と経営資源を投入し存在感を高めていく考えだ。

10101010 経産経産経産経産・・・・環境環境環境環境・・・・外務外務外務外務、、、、２２２２国間国間国間国間クレジットクレジットクレジットクレジット３３３３カカカカ国国国国とのとのとのとの交渉本格化交渉本格化交渉本格化交渉本格化　　　　インドインドインドインド、、、、ベトナムベトナムベトナムベトナム、、、、インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア
　政府は、２国間クレジットの実現に向け、インド・ベトナム・インドネシアの政府と制度設計の
詳細についての検討に入る。経産省、環境省、外務省の３省で今月中をめどに２国間約束のコンセ
プトを固めて３カ国に提案し、交渉を本格化する。今年１１月末のＣＯＰ１７開催前の合意を目指
す。フィリピンやモリデイブ、ブラジルなど他国への展開も進め、気候変動の次期枠組みに関する
国際交渉に反映するための基礎固めを進める。

　　　　１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（水水水水））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　愛煙家にはますます厳しい時代になりそうだ。厚労省は昨年末、一般の事務所や工場だけでなく
顧客が喫煙する飲食店やホテル、旅館などについても労働者の受動喫煙防止の観点から、全面禁煙
や空間分煙を事業者の義務とする方針を固めた。▼最近はレストランなどでも必ず喫煙の有無を聞
かれる。しかし禁煙席よりも大抵空いているのは喫煙エリアの方。煙害どころか、ゆったりと食事
が楽しめそうな雰囲気にある。それだけ愛煙家は減少したのだろう▼フランスでは他の欧州諸国と
同様に高い脂肪摂取量が認められるにもかかわらず、これら諸国と比べ心臓病による死亡率が著し
く低いフレンチパラドックスなるものがある▼日本も諸外国に比べて喫煙率が高いにもかかわらず
なぜか心臓病による死亡率が少ないジャパニーズパラドックスという減少があるそうだ。ちなみに
スウエーデンや豪州、カナダといった西欧諸国は男女とも１０％台の喫煙率（０７年）だが、わが
国はほぼ４０％▼肥満は心疾患リスクを大幅に増大させるが、高血圧、冠動脈の閉塞、末梢動脈障
害を一度発症すると、肥満の患者は痩せた患者よりも経過が良好という。いわゆる肥満のパラドッ
クス。これで愛煙家のデブは、生活習慣の見直しに悩み続けることになりそうだ。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン用輸入用輸入用輸入用輸入ナフサナフサナフサナフサ・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１月月月月はははは１６４１１６４１１６４１１６４１円上円上円上円上げげげげ
　経産省がまとめた２０１０年１１月のエチレン用ナフサ価格は、１キロリットル当たり４万２１
００円となった。１０月に比べ同１６４１円の値上がり。ドルベース価格は１トン当たり７５０．
９ドルで、１０月比４９．６ドルの値上がり。為替レートは１ドル８１．４円で、２円の円高。

3333 リスパックリスパックリスパックリスパック、、、、環境対応環境対応環境対応環境対応　　　　安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心をををを徹底追求徹底追求徹底追求徹底追求・・・・・・・・・・・・バイオパッケージバイオパッケージバイオパッケージバイオパッケージ１５１５１５１５年年年年シェアシェアシェアシェア５０５０５０５０％％％％狙狙狙狙うううう
　　　　１００１００１００１００億円投資億円投資億円投資億円投資しししし群馬工場群馬工場群馬工場群馬工場にににに新工場新工場新工場新工場、、、、機能性向上機能性向上機能性向上機能性向上ややややＰＬＡＰＬＡＰＬＡＰＬＡ以外以外以外以外のののの原料導入原料導入原料導入原料導入　　　　品揃品揃品揃品揃えもえもえもえも拡充拡充拡充拡充

　「容器も食品の一部」と、生活者の立場から安全・安心に徹底的にこだわるリスパック（岐阜県
岐阜市）。このほど「日本一のバイオパッケージング企業」を目指し、約１００億円を投資して
専用工場を新設することを決めた。ポリ乳酸（ＰＬＡ）など植物由来樹脂を使用した製品を中心に
独自化戦略を一段と拡大・充実させる。同社は２００９年に１３０億円を投じ、ＨＡＣＣＰに準拠
した最新鋭の関東工場（群馬県伊勢崎市）を稼働させた。売り上げの３分の２を占める非晶性ポリ
エステル（Ａ－ＰＥＴ）とＰＬＡ製品の専用ラインを備える。ＰＬＡ製の容器を「バイオニュート
シリーズ」として展開、１００種類以上の製品を揃える。０６年にＰＬＡメーカーであるネイチャ
ーワークスと契約締結、０９年にＰＬＡ専用押出機を開発し関東工場に導入した。このほど、関東
工場の２期工事として新たに新工場を設立し合計１５ラインを導入する。１３年着工、１５年の本
格稼働を予定している。
　現在、バイオニュートシリーズの売上高は約９億円、１５年までにバイオパッケージ全体で
２１０億円まで引き上げ、バイオ食品容器全体のシェア５０％獲得を狙う。全商品の内１０％
程度をバイオに切り替え、最終的には全ての製品をバイオパッケージにすることを目指す。



　現在、価格は石油系樹脂の１．３倍ほど。製品はこれまでＰＬＡ１００％のみだったが、配合率
を変えたり、電子レンジ対応の耐熱性を向上させた製品、ＰＬＡ以外の植物由来原料を使用した
製品も導入し、市場開拓を進める。また、豊田通商のバイオポリエチレンを採用することを決定し
ているほか、既にＰＬＡ容器を採用している大手スーパー・西友と容器の共同開発を進めている。
　使用後の容器を、自動車や電力などの燃料としてリサイクルする仕組みの構築にも取り組んでい
く方針だ。

10101010 再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー全量買取制度全量買取制度全量買取制度全量買取制度・・・・・・・・電力多消費型産業電力多消費型産業電力多消費型産業電力多消費型産業にににに配慮配慮配慮配慮　　　　総合総合総合総合エネエネエネエネ調調調調、、、、詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計でででで報告書報告書報告書報告書
　総合資源エネルギー調査会の小委員会は１８日、再生可能エネルギーの全量買取制度の詳細設計
について報告書をまとめた。買い取りの対象を太陽光発電だけでなく風力、水力などに拡大し、
１５年にわたり一律１キロワット時１５～２０円で買い取る。来週からの通常国会に法案提出し、
２０１２年度からの導入を目指す。試算では標準家庭の負担額は２０円・１５年で買い取る場合、
制度開始後１０年目で月１８０円となる見通し。報告書の留意事項として、消費者の負担をできる
限り小さくすることを挙げている。また、買取費用の負担の影響が大きい電力多消費型産業に対し
ては、サーチャージの免減など負担軽減策を講じることを求める意見を併記し、企業側にも一定の
配慮を示した。

　　　　１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））
1111 超短波超短波超短波超短波

◆・・・今年は雪が多く各地で雪の正月を迎えた。「万葉集にある大友家持の『新しき年の始めの
初春の今日降る雪のいや重け吉事』にあやかりたい」と、豊年の瑞兆を願うのは、包装フィルム
大手のフタムラ化学の友田嘉夫社長。事業環境に改善の兆しが見えていることへの期待だが、「足
元は原油が強気の高騰をみせ予断は許さない。よく卯年は飛び跳ねるという」と値上げ機運を懸念
する。
◆・・・「腹八分目ということを再認識するべきだろう。また、素材ではなく機能で商売している
ことを忘れてはいけない」と釘を刺しつつ、「三方が腹八分目で、そこそこであることが大切」と
業界のありようを説く。「同志社大の浜矩子教授が言われる『自分さえ良ければ病』が蔓延し、他
者を省みなくなれば業界全体にとってもマイナス」と苦言を呈す。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・明明明明るさをるさをるさをるさを感感感感じさせるじさせるじさせるじさせる化学業界化学業界化学業界化学業界のののの景況景況景況景況
　新年賀詞交歓会も終盤になり、２０１１年のビジネスも本格的に動き出した。日本経済は持ち直
しの動きをめせているなか、化学業界は石油化学製品の需給バランスが堅調に推移していることに
加え、スマートフォン効果などによる高機能電子部材が好調を堅持しており、企業業績の改善が期
待されている。新興国を中心とした需要増を見込んだ設備投資の動きも出ているが、課題は国内の
投資、雇用拡大につながるかだ。
　今年の化学業界の不安材料になっているのは、中東や中国などの石油化学設備の新増設による
供給過剰問題の顕在化があるが、これまでのところ大きな混乱は起こっていない。
　国産ナフサ価格は１キロリットル当たり５万円を超える水準で推移しており、業界の想定以上に
なっているが、短期的には石化製品の先高観につながり収益面ではプラスになりそうだ。
　日本企業の業績は上昇傾向が続くことになりそうだが、その牽引役が外需だけに為替レート次第
では下振れするリスクを抱えている。このところ企業経営者の視線は、成長する海外に向いてしる。
回復に転じた国内経済のより活性化を図るためにも、政治の責任は大きい。

2222 中国石化市場中国石化市場中国石化市場中国石化市場、、、、旺盛旺盛旺盛旺盛なななな輸入継続輸入継続輸入継続輸入継続、、、、１５１５１５１５年不足量年不足量年不足量年不足量ははははエチレンエチレンエチレンエチレン換算換算換算換算１５００１５００１５００１５００万万万万トントントントン
　中国の石化市場は、エチレン系を中心に当分の間旺盛な輸入を続ける―。三菱化学テクノリサー
チの調査によると、同国のエチレン換算の石化製品需要不足量は、２０１５年段階でも年１５００
万トン規模の状況を継続。活発な自製化が進むにもかかわらず、同時に需要が伸びることで日本の
総能力の２倍に匹敵する量を輸入に頼らざるを得ない。世界的に進む供給増のかなりの部分を中国
が飲み込んでいくという現在の図式が、しばらく続いていくことになりそうだ。
　中国のエチレン生産能力は、８５年から０９年にかけて年平均１１～１２％増え、１０年には約
１６８０万トンに達した。さらに今年以降も毎年平均２００万トン増加し、１５年には約２６８０
万トンになるもよう。一方でエチレン換算の需要の不足量は９４年の２００万トンから０９年には
１９２０万トンとなり、その急増分が海外から輸入され世界の石化産業を潤してきた。１０年以降
も各誘導品の需要は、伸び率は鈍化するが確実に拡大し、同不足量は１５年頃まで１５００万トン
規模が続く。特に、ポリエチレン（ＰＥ）などは年間５００万トン規模の不足が継続するという。

3333 エフピコエフピコエフピコエフピコ　　　　小松安弘小松安弘小松安弘小松安弘　　　　会長会長会長会長・・・・・・・・・・・・新素材用新素材用新素材用新素材用いたいたいたいた大型製品期待大型製品期待大型製品期待大型製品期待
▼・・・好調さの要因は。
　ここ７、８年で先行投資を続け、全国に生産・物流ネットワークを構築した。現地でニーズのあ
る製品は極力現地で生産し、供給するサプライチェーンを整えた。これだけの投資を実施し、償却
額が大幅に増えたにもかかわらず増益を確保し、キャッシュフローもますます潤沢となっている。
設備投資を収益に結び付ける経営戦略が極めて順調に回っていると自負している。
▼・・・今期も増益予想です。
　原料価格の乱高下が激しいなかで、引き当ても含めうまく対応できている。市場全体の成長は
フラットだが、当社は販売枚数、ケース数とも成長を続けている。Ｍ＆Ａ案件も実現できた。
昨年６月に薄肉フィルムで世界有数のアルライトを、１０月に関東の卸売業者インターパックをグ
ループ化。１２月にはＰＥＴリサイクル容器やＰＬＡ容器を一貫生産するダイヤフーズをグループ
化した。全体のインフラ・製品・営業力・調達力を駆使し、大きなシナジー効果を生み出していけ
ると確信している。
▼・・・食品容器業界の現状と展望は。
　大競争時代がもう一度来るだろう。われわれが取り組むべきは、単なる価格競争によるシェアア
ップではなく、他社と差別化された付加価値・サービスをトータルで提供する仕事だ。市場のニー



ズは絶えず変化しており、メーカーも考え方をどんどん変化させる必要がある。

10101010 積水化学積水化学積水化学積水化学・・・・・・・・・・・・ものづくりものづくりものづくりものづくり革新新革新新革新新革新新たなたなたなたなステージステージステージステージへへへへ、、、、ロスロスロスロス費用削減費用削減費用削減費用削減““““ＭＦＣＡＭＦＣＡＭＦＣＡＭＦＣＡ活動活動活動活動””””進化進化進化進化
　　　　生産性生産性生産性生産性２２２２倍倍倍倍、、、、生産生産生産生産エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー１１１１／／／／２２２２にににに・・・・・・・・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物・・・・不良不良不良不良ゼロゼロゼロゼロにににに加加加加ええええ、、、、高度自動化高度自動化高度自動化高度自動化プロセスプロセスプロセスプロセス構築構築構築構築

　積水化学工業は、グループのものづくり革新活動を一段と強化する。「廃棄物ゼロ」「不良ゼロ」
を目指して推進してきたマテリアルフローコスト会計（ＭＦＣＡ）に基づく生産活動の取り組みを
推進させ、「生産性２倍」「生産エネルギー１／２」も同時に実現する生産力革新を目指す。同時
に、モノづくり革新の動きを海外の製造現場でも加速。「環境」を切り口とした経営革新を新たな
ステージに引き上げていく。
　ＭＦＣＡ活動は、原材料、副資材、エネルギー等の費用の内、付加価値を生まない（ロス）費用
を削減する活動。同社の活動はトップランナーで、環境と経営の両立を図る一環として２００４年
度下期からスタートさせた。特徴は特定の製品やプロセスではなく、全工場、全製品を対象に推進
していること。

12121212 中国中国中国中国レアアースレアアースレアアースレアアース輸出輸出輸出輸出・・・・・・・・・・・・１１１１－－－－１１１１１１１１月月月月はははは１４１４１４１４％％％％増増増増
　中国商務省の姚堅報道官は１８日の記者会見で、２０１０年１～１１月のレアアース（希土類）
輸出量が３万５０００トンと、前年同月比１４．５％増加したことを明らかにした。うち日本、米
国、欧州連合（ＥＵ）向けが８６％を占めたという。
　また、今年のレアアース第１次輸出枠が前年比３５％削減されたことについて「通念の輸出量は
現在関連部門と協議中で確定次第公表する」と説明。「今後も国際市場にレアアースを供給し続け
る。世界貿易機関（ＷＴＯ）ルールに基づいて輸出枠を管理する」と述べた。

12121212 ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡ予測予測予測予測・・・・・・・・・・・・２０１１２０１１２０１１２０１１年世界年世界年世界年世界のののの石油需要石油需要石油需要石油需要、、、、３６３６３６３６万万万万バレルバレルバレルバレル上方修正上方修正上方修正上方修正
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１８日公表した１月の石油市場月報で、２０１１年の世界の石
油需要が日量８９１３万バレルとなり、１０年比で１．６％増加すると予想した。前月予想から
３６万バレル上方修正した。上方修正は４カ月連続。
　１０年の石油需要は０９年比３．２％増の日量８７７２万バレルで、前月から２８万バレル上方
修正した。上方修正は７カ月連続。中国の１１月の石油需要が初めて日量１０万バレルを上回った
ほか、ＯＥＣＤ加盟国や旧ソ連、中東などで経済回復ペースが予想を上回ったことなどを踏まえた。
　１２月の石油供給は日量８８０７万バレルで、前月から２７万バレル減少した。
　また、原油の市場価格が１月上旬に１バレル１００ドル近くにまで上昇したことについて、「世
界的な景気回復への影響が懸念されている」と警告した。

　　　　１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（金金金金））））
1111 高橋石化協会長会見高橋石化協会長会見高橋石化協会長会見高橋石化協会長会見・・・・・・・・・・・・５５５５月月月月にににに福岡福岡福岡福岡ででででＡＰＩＣ「ＡＰＩＣ「ＡＰＩＣ「ＡＰＩＣ「日本日本日本日本のののの存在感示存在感示存在感示存在感示すすすす」」」」

　石油化学工業協会は２０日、高橋恭平会長（昭和電工会長）ら首脳による定例記者会見を開いた。
高橋会長は「ナフサ免税の恒久化を実現する」と強い意欲を示すとともに、「５月に福岡でアジア
石油化学工業会議（ＡＰＩＣ）を開催するのを機に、日本の石化のプレゼンスを向上させたい」と
今年の抱負を語った。
　中国、欧米、日本の状況に触れ、いずれも「不安定要素が多く楽観はできない」としながらも、
総じて大崩れをすることはないだろうとの経済見通しを示した。
昨年のエチレン生産が７００万トン台を回復したことに関して、「大定修年だったことを考えると
悪くない数字」と評価した。ただ、石化産業をめぐる環境は「中東、中国での大増設等で厳しい
状況が続く」、「特にこれから来年にかけて厳しさを増す」との認識を示した。

1111 海江田経産相海江田経産相海江田経産相海江田経産相、、、、経団連経団連経団連経団連とととと懇談懇談懇談懇談・・・・・・・・・・・・ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、消費税消費税消費税消費税などなどなどなど意見交換意見交換意見交換意見交換
　海江田万里経産省大臣は２０日、日本経団連の米倉弘昌会長らと懇談、経済政策や通商政策につ
いて意見交換した。海江田大臣はＴＰＰ交渉への参加について、「加盟国間の交渉は早く、６月が
タイムリミット」との認識をあらためて示した。「農業の将来像を示すことが重要」とし、農産物
の輸出や販路拡大などで経済界の協力を要請した。
　米倉会長は「平成の開国にむけて、ＴＰＰへの参加や規制改革など政府のリーダーシップを発揮
し全力で取り組んで欲しい。経済界としても政策が大きな成果を生み出せるよう最大限協力する」
と表明した。また法人税引き下げについては、５％引き下げは評価する一方、「今回は最初のステ
ップ」と指摘、アジア地域内のイコールフッテイングを考えるなら２５％程度まで下げる必要があ
ると説明した。地球温暖化対策では国内排出量取引や再生可能エネルギー全量買取制度の問題点を
あらためて指摘し、１９９０年比２５％削減の中期目標について国民的議論を求めた。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・意見意見意見意見をををを反映反映反映反映したしたしたした再生再生再生再生エネエネエネエネ買取制度買取制度買取制度買取制度をををを
　経産省は昨年末、再生可能エネルギーの全量買取制度導入に向けた報告書を公表、パブリックコ
メントを募集した。これに９０００件近い意見が寄せられ、とりわけ影響の大きい電力多消費産業
を中心に負担軽減措置を求める意見が目立った。経産省では次期通常国会に法案提出を計画してい
るが、今回の意見を十分汲み上げた制度設計を求めたい。
　わが国は２０年までに９０年比２５％削減という目標を掲げている。この実現に向け政府は地球
温暖化対策基本法の成立とともに、環境税の導入、再生可能エネルギーの全量買取、国内排出量
取引の制度構築を表明した。環境税は昨年１２月の税制改正で、石油石炭税に上乗せして１１年度
導入が決まった。一方で、排出量取引制度の導入は先送りされた。全量買取制度は１２年度実施が
打ち出されている。　
　日本ソーダ工業会によると、業界の電力使用量１００億キロワット時のなかで、買電が３３億キ
リワット時を占めることから、年間１６．５～２２．４億円の負担増になる可能性があるという。
同業界の年間売上高２４００億円を考えると利益に相当する額になり、国内製造業の維持に反する
制度と懸念される。ちなみにドイツは電力多消費産業に軽減措置を講じている。



2222 石連会長石連会長石連会長石連会長・・・・・・・・・・・・中東政情不安中東政情不安中東政情不安中東政情不安をををを懸念懸念懸念懸念、、、、原油市況原油市況原油市況原油市況へのへのへのへの影響警戒影響警戒影響警戒影響警戒
　石油連盟の天坊昭彦会長（出光興産会長）は２０日会見し、不透明感を高める中東の政治情勢に
対する懸念を示した。今年の原油市況の見通しについて、「２００８年にような急騰はないものの
資源開発コストも上がっているので、前年よりも水準が上がるだろう」とした上で、「長い目では、
地政学的問題として中東の政治情勢を懸念している。どこかで原油の供給が止まるとの思惑から
価格が上昇することを恐れる」と述べ、イランの核開発問題に続き、アルジェリアの暴動などで
不安定感が増す中東情勢の原油市況への影響を危惧した。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン１０１０１０１０年生産年生産年生産年生産・・・・・・・・・・・・３３３３年年年年ぶりぶりぶりぶり７００７００７００７００万万万万トントントントン台台台台　　　　　　　　内需回復内需回復内需回復内需回復、、、、アジアアジアアジアアジア活況活況活況活況でででで
　石油化学工業協会がまとめた２０１０年の主要石油化学製品生産実績によると、エチレン生産量
は前年比１．５％増の７０１万８３００トンとなった。定修の集中年であったにもかかわらず０７
年以来、３年ぶりに７００万トン台に回復した。エチレン以外の製品も、１７品目中１３品目が
前年実績を上回った。
　４大樹脂は全てプラス。しかし、内需不振から輸出ドライブがかかった前年との対比で輸出がい
ずれも減少した。
【１２月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、％）

【１２月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

3333 プラプラプラプラ製品製品製品製品・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１月出荷月出荷月出荷月出荷、、、、１３１３１３１３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４４４４．．．．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１１月の出荷量は前年同月比４．２％増の４９万５２３７トン、生産量が同３．１％増の
４７万７７３０トンだった。　

【１１月の主なプラスチック製品生産速報】　（単位：トン、％）

計は上記品目以外も
含む

(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・・・・・・・・・・・・化学物質化学物質化学物質化学物質のののの安全情報安全情報安全情報安全情報、ＳＣ、ＳＣ、ＳＣ、ＳＣ全体全体全体全体でででで共有共有共有共有へへへへ
　　　　川中川中川中川中のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減、、、、情報共有様式集約情報共有様式集約情報共有様式集約情報共有様式集約などなどなどなど、、、、解決策議論解決策議論解決策議論解決策議論、、、、３３３３月月月月にににに方向性方向性方向性方向性

　経産省は、製品に含まれる化学物質の安全情報をサプライチェーン（ＳＣ）全体で共有する仕組
みを作りを進める。企業の認識不足による取り組みの遅れや、ＳＣ間の連携不足などから、川上と
川下の間で円滑に情報が流れていないことが指摘されている。同省が化学、部品加工、電気・電子、
自動車などＳＣにかかわる各業界の実務担当者の会議を設け、昨年秋から議論しているもの。
　川中企業の負担軽減など課題解決策を検討し、３月に一定の方向性を示す。新たに化学物質管理
制度を導入しるアジア各国で民間側の取組みのレベルアップを図るツールとしても活用していく。

12121212 中国経済中国経済中国経済中国経済、、、、世界世界世界世界２２２２位確実位確実位確実位確実にににに・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０年年年年ＧＤＰ　ＧＤＰ　ＧＤＰ　ＧＤＰ　１０１０１０１０．．．．３３３３％％％％増増増増
　中国国家統計局が２０日発表した２０１０年の国内総生産（ＧＤＰ）は物価変動の影響を除いた
実質で前年比１０．３％増加し、政府目標の８％を大幅に上回った。２ケタ成長は０７年以来３年
ぶり。１０年のＧＤＰは国際比較で用いられる名目で３９兆７９８３億元（約５兆８８１２億ドル）
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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
１１月数量 215,702 217,361 223,174
前年同月比 104.8 105.6 104.2

日用品・雑貨
１１月数量 23,206 23,773 19,658
前年同月比 107.0 104.4 107.4

容器（中空成型）
１１月数量 43,442 44,715 27,675
前年同月比 92.0 94.2 74.2

容器（その他）
１１月数量 22,364 24,589 7,420
前年同月比 115.3 123.2 73.6

計計計計
１１月数量 477,730 495,237495,237495,237495,237 402,125
前年同月比 103.1 104.2104.2104.2104.2 98.2



で、日本の内閣府によると１-９月のドル建てＧＤＰは日本が僅かに上回ったが、１０-１２月は
中国がかなりの差で日本を上回ったとみられ、中国が世界第２の経済大国に浮上したことが確実視
されている。日本のＧＤＰ統計は２月半ば発表予定。


