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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）

　　　　３３３３月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（月月月月））））
1111 欧米化学欧米化学欧米化学欧米化学　　　　力強力強力強力強いいいい回復回復回復回復・・・・・・・・財務強化財務強化財務強化財務強化とととと収益力工場収益力工場収益力工場収益力工場　　　　同時進行同時進行同時進行同時進行でででで基調強固基調強固基調強固基調強固にににに

　欧米化学大手企業の２０１０年決算がまとまった。ＢＡＳＦが史上最高の収益を計上、バイエル
も現在の３事業柱になって最高の売上げとなるなど高水準の回復ぶりが目立つ。既に発表された
米国大手の決算もＶ字回復。各社に共通しているのは、財務内容を改善しつつ収益を伸ばしている
ことだ。日本の化学大手企業も同様の傾向だが、欧米化学大手に比べると復元率の低さは否めない。
欧米化学大手は金融危機を乗り越え、潤沢な資金を日本の足元であり成長の原動力であるアジア
市場に注ぎ込もうとしている。
　世界の化学産業はボーダレス化が進むなか、主戦場をアジアに移そうとしている。ＢＡＳＦは
アジア投資を当初から１５％上積み。ダウもマプタプットへの投資で、アジアにおける大きな基盤
を得た。さらに水処理等への投資拡大に動く。デユポンも中国などで投資を拡大する。
　危機を乗り越えた日本の化学企業だが、アジアではバージョンアップした欧米化学大手が大きく
立ちはだかる構図ができつつある。

【日・米・欧化学大手の業績】

　・国内企業の売上高利益率＝（営業利益÷売上高）＊１００（％）
　・外資系企業の売上高利益率＝（ＥＢＩＴ÷売上高）＊１００（％）
　・ダウあｈＥＢＩＴＤＡ（利息・税金・償却控除前利益）から償却および減価償却を差し引いて　
　　ＥＢＩＴを算出
　・国内企業は１円＝０．０１２ドル、欧州企業は１ユーロ＝１．４ドルとしてドルに換算
　・国内企業の業績は前年度第４四半期と当年度第３四半期までを合算

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・石化石化石化石化にににに構造改革構造改革構造改革構造改革をををを促促促促すすすす輸出入輸出入輸出入輸出入のののの推移推移推移推移
　２０１０年のエチレン系石油化学製品の輸出は前年比１７．２％減になる一方で、輸入は３１．
４％増加した。エチレン系石化製品の生産は、中国など新興国や中東産油国で着実に増加するだけ
に、今後も輸出の停滞、輸入の増加が続くと判断せざるを得ないだろう。
　経産省がまとめた昨年のエチレン換算石化製品の輸出入バランスによると、輸出は２４４万トン、
輸入は５４万トンになった。エチレン生産（７０２万トン）と輸入の合計から、輸出を引いた内需
は５１２万トンになった。日本の石化産業は内需を前提に事業を展開してきた。１０年に輸出され
たエチレン系石化製品は、エチレン４６万トンのほか、ポリエチレン（ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、
ＥＶＡ）が５７万トン、ＳＭ１４０万トン、塩ビモノマー１１１万トン、塩ビ樹脂６８万トン等で
これをエチレン原単位に基づいて算定したのがエチレン換算の輸出量。中東のエタン系石化プラン
トと競合して競争力喪失が懸念されていたが、比較的健闘したといえる。
　１１年３月期の業績は大幅増益が見込まれている。この要因は電子材料・部材の収益回復ととも
に、石油化学を中心に基礎化学品の数量効果が寄与している。ただ、基礎化学品で業績に貢献した
のは、合繊原料等が多く、エチレン系製品の収益は低迷している。しかし、エチレン系製品の直面
している海外との競合に対する構造対策は先送りされている。
　ナフサを原料とする日本の石化コンビナートは、多様な製品から構成され、多くの誘導品企業が
立地している。この結果、コンビナートの操業維持や原材料の安定供給のために採算を度外視そて
エチレンプラントを稼働せざるを得ないという宿命を抱え、簡単に設備の休廃止に踏みきれない。
この“呪縛”をいかに断ち切るか、決断を迫られる時期が近づいている。

2222 旭化成旭化成旭化成旭化成ケミカルズケミカルズケミカルズケミカルズ・・・・・・・・プロピレンプロピレンプロピレンプロピレン　　　　ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン　　　　新製法新製法新製法新製法、、、、年内完成年内完成年内完成年内完成　　　　１１１１１１１１年度中年度中年度中年度中にもにもにもにも実用化実用化実用化実用化へへへへ
　　　　国内外企業国内外企業国内外企業国内外企業とととと連携連携連携連携、、、、水島事業所水島事業所水島事業所水島事業所にににに導入導入導入導入もももも

　旭化成ケミカルズは新たな原料を用いてプロピレン、ブタジエンを製造する２つのプロセスを
年内に完成させ、早ければ２０１１年度中にも実用化する。同社はエタンなどＣ２留分を原料に
プロピレンを製造するＥ－ＦＥＬＸプロセス、ブテンからブタジエンを製造するＢＢ－ＦＬＥＸプ
ロセスの開発を進めており、水島事業所で実証を進めている。年内完成のめどを得ており、実用化
に向けた検討に入った。内外企業との連携で実現させるほか、再構築に着手している水島事業所に
導入することも選択肢としている。

2222 １１１１月月月月のののの燃料油生産燃料油生産燃料油生産燃料油生産・・・・・・・・・・・・ほぼほぼほぼほぼ横横横横ばいばいばいばい
　資源エネルギ―庁がまとめた２０１１年１月分の石油統計速報によると、燃料油の生産は、
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前年同月比ほぼ横ばい。国内販売は縮小したものの輸出が増えたため、月末在庫は前月と同水準と
なった。

【１月の主な石油製品需給】（単位：千キロリットル、中段は前月比％、下段は前年同月比％）

4444 大日精化大日精化大日精化大日精化・・・・・・・・・・・・樹脂樹脂樹脂樹脂コンパウンドコンパウンドコンパウンドコンパウンド　　　　インドインドインドインド工場本格稼働工場本格稼働工場本格稼働工場本格稼働、、、、海外海外海外海外９９９９拠点体制構築拠点体制構築拠点体制構築拠点体制構築
　大日精化工業は４日、インドにおける丸紅との樹脂コンパウンド合弁工場が本格稼働したと発表
した。当初の生産能力は年１万トン。日本を除く同社の海外における樹脂コンパウンド工場は６カ
国・９拠点目となり、同事業の世界展開に拍車がかかる。
　インドの樹脂コンパウンド合弁「ダイニチカラーインデイア」は大日精化７０％、丸紅３０％の
出資で２００８年７月に設立。所在地はラジャスタン州リムラナエ工業団地で、各種エンプラ・ス
チレン系・オレフィン系のコンパウンドおよび着色材の製造販売を行う。現在の従業員数は５０名。

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・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２年度年度年度年度にににに導入導入導入導入へへへへ　　　　　　　　近近近近くくくく法案法案法案法案をををを閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定
　　　　２０２０２０２０年年年年のののの需要創出需要創出需要創出需要創出　　　　太陽光太陽光太陽光太陽光９５００９５００９５００９５００億円億円億円億円、、、、風力風力風力風力１２００１２００１２００１２００億円億円億円億円

　再生可能エネルギーの全量買取法案（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置法案）が、１５日にも閣議決定される。再生可能エネルギーの導入拡大により、ＣＯ２の
排出を削減するとともに関連市場の需要を創出するのが政府の狙い。
　２０年にわが国全体のＣＯ２排出量の２％に相当する削減効果を見込む。経済効果は、太陽光発
電が９５００億円、風力発電は１２００億円と予測する。政府は今国会で成立させ１２年度の導入
を目指す。

10101010 ０９０９０９０９年度年度年度年度　　　　国内国内国内国内ごみごみごみごみ総排出量総排出量総排出量総排出量・・・・・・・・・・・・３３３３．．．．９９９９％％％％減減減減のののの４６２５４６２５４６２５４６２５万万万万トントントントン
　環境省は、２００９年度の全国の一般廃棄物の排出・処理状況をまとめた。ごみの総排出量は前
年度比３．９％減の４６２５万トン（東京ドーム約１２４杯分）１人１日当たりの排出量は同３．
８％減の９４４グラムで００年以降継続的に減少している。
　ごみ排出量の減少と、リサイクル率が２０．５％（同０．２ポイント増）に向上したことで、
最終処分場の残余年数は１８．７年と前年度よりも０．７年伸びた。一方、残余容量は１億１６０
４万立方メートル（同４．８％減）と９８年以降、１１年間連続で減少、最終処分場数も９６年
以降減少傾向にあり、確保は引き続き厳しい状況。関東ブロック、中部ブロック等では最終処分場
が十分に確保できず域外へ廃棄物が移動するなど処理が広域化している。

12121212 シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール・・・・ジェロンジェロンジェロンジェロン島島島島・・・・・・・・・・・・台台台台プラプラプラプラがががが大型投資大型投資大型投資大型投資、、、、７０００７０００７０００７０００億円規模億円規模億円規模億円規模　　　　石化石化石化石化・・・・精製精製精製精製ででででＦＳＦＳＦＳＦＳ
　台湾プラスチックグループが、シンガポールで石油精製からナフサクラッカーを中心とする石油
化学コンプレックスまで建設する検討に入った。ジェロン島に約７０００億円を投じて建設する
事業化調査（ＦＳ）を進めるもので、今週に王文淵総裁をはじめとする幹部がジェロン島を視察す
る見込み。これまでジェロン島では中国石油化工（ＳＩＮＯＰＥＣ）が製油所・石化コンプレック
スのＦＳを進めていたが白紙に戻るなかで、シンガポール経済開発庁（ＥＤＢ）では中国や台湾で
の投資が行き詰っている台プラを引きこんだものとみられ、具体化に注目が集まる。

13131313 特集特集特集特集・・・・・・・・・・・・次代次代次代次代のののの成長成長成長成長へへへへ転換期転換期転換期転換期　　　　果敢果敢果敢果敢にににに挑戦挑戦挑戦挑戦　　　　――――　　　　求求求求められるめられるめられるめられる大胆大胆大胆大胆なななな戦略構築戦略構築戦略構築戦略構築
　日本経済は、中国をはじめとした新興国市場の成長を背景に巡航速度を取り戻しつつあるが、
円高や資源価格の上昇など予断を許さない状況が続いている。エジプト政変に触発された北アフリ
カ、中東地域の政情不安定化は、原油価格の先行きの懸念材料として目が離せない局面にある。
　こうしたなかで、化学産業は次代の成長に向けた転換期にないっている。石油化学産業は、中東
をはじめとした資源国っでの大規模投資計画が進展、中国。アジアの成長市場との中期的な需給バ
ランスが大きな焦点になっているほか、日本企業が先導してきた自動車やエレクトロニクス関連
材料・部材の分野でも、新興勢力との競合が強まりつつあるのが現状だ。
　ここでは国内での生産・事業体制の再構築によるコスト競争力の強化とともに、これまで蓄積し
てきた技術的な優位性を最大限生かした革新的な製品開発を強化する中で、成長市場でのマーケテ
イング体制を拡充することが成長戦略のカギを握ることになる。
　一方、地球環境問題へのソリューションの提供に加えて、水・インフラ、健康、安全・安心など
化学技術が挑戦する領域は拡大している。今後、異業種との戦略提携やＭ＆Ａ等のアライアンスが
活発化する見通しだ。こうしたグローバルな市場・マーケテイング双方での優位性を生かす好機で
もある。次代の持続的成長に向けて果敢に挑戦する化学各社の戦略展開が注目されることになりそ
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うだ。
　　　　三菱三菱三菱三菱ケミカルホールデイングスケミカルホールデイングスケミカルホールデイングスケミカルホールデイングス・・・・・・・・・・・・「「「「協奏協奏協奏協奏」」」」テーマテーマテーマテーマ、、、、世界規模世界規模世界規模世界規模ででででシナジーシナジーシナジーシナジー発揮発揮発揮発揮へへへへ

　売上高５兆円、営業利益４０００億円を目指す。「ＫＡＩＴＥＫＩ実現カンパニー」をスローガ
ンに、社会貢献の観点による経営指標を設定している。
世界で４００社体制となり、自主性を尊重しながらシナジーを発揮させたいとし、「協奏」という
テーマに思いをこめた。設備投資・投融資に１兆円、研究開発に７５００億円、Ｍ＆Ａに５０００
億円を投じる計画で、成長分野での取り組みを加速している。

　　　　住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・環境環境環境環境などなどなどなど３３３３分野分野分野分野にににに重点重点重点重点、、、、ラービグラービグラービグラービグはははは稼働安定稼働安定稼働安定稼働安定でででで貢献貢献貢献貢献
　環境・エネルギー・ライフサイエンス、ＩＣＴ（情報通信技術）を重点事業領域に設定し、事業
拡大を推進している。ラービグは石化プラントは稼働が安定に向かい、収益貢献するまでになった。
第２期計画については慎重に収益性を調査している。

　　　　三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・５５５５事業事業事業事業でででで世界世界世界世界トップトップトップトップへへへへ　　　　フェノールチェーンフェノールチェーンフェノールチェーンフェノールチェーンなどなどなどなど柱柱柱柱
　基本戦略は、①競争優位事業のグローバルな拡大②持続可能な発展の為の高付加価値事業の拡大
③地球環境との調和を担う新製品・新事業の創出。その具体化として「世界トップ５事業」「重点
５事業」「育成５領域」を設定した。

14141414 　　　　昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工・・・・・・・・・・・・新中計新中計新中計新中計でででで売上高売上高売上高売上高１１１１兆円兆円兆円兆円、ＨＤ、ＨＤ、ＨＤ、ＨＤなどなどなどなど戦略投資戦略投資戦略投資戦略投資をををを継続継続継続継続へへへへ
　新中計「ペガサス」をスタート。２０１３年売上高１兆円、営業利益８００億円を狙う。
ギリシャ神話のペガサスをモチーフにハードデイスク（ＨＤ）と黒鉛電極の２枚の翼で世界を羽ば
たく姿を描いている。研究開発も１５年までに１２００億円を投じる計画。先端電池材料、パワー
半導体炭化ケイ素（ＳｉＣ）、高耐熱透明フィルム、有機エレクトロミネッセンス（ＥＬ）の４つ
を重点課題に、外部との連携も視野に事業化を急ぐ。

　　　　宇部興産宇部興産宇部興産宇部興産・・・・・・・・・・・・電池材料事業電池材料事業電池材料事業電池材料事業でででで攻勢攻勢攻勢攻勢へへへへ　　　　今春今春今春今春、、、、電解液電解液電解液電解液はははは堺堺堺堺のののの能力倍増能力倍増能力倍増能力倍増
　電池材料事業の強化策を矢継ぎ早に打ち出している。リチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）向けを
中心に研究開発、製造、販売体制・機能を拡充。日立マクセルと合弁を設立、車載用途の開拓に本
腰をいれていく。独自路線と連携路線を織り交ぜつつ、電池材料事業の最適体制の構築を目指す。

　　　　東東東東ソーソーソーソー・・・・・・・・・・・・広州広州広州広州ででででＰＶＣＰＶＣＰＶＣＰＶＣ増強検討増強検討増強検討増強検討、、、、１２１２１２１２年稼働年稼働年稼働年稼働３３３３系列系列系列系列３９３９３９３９万万万万トントントントン体制体制体制体制
　コモデイテイー事業とスペシャリテイー事業をバランスよく拡大するハイブリッドカンパニーを
基本戦略としている。コモデイテイー分野では中国広州拠点で塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）増強を
検討している。２９１２年稼働を目標に３系列年３９万トンの想定。ポリエチレン（ＰＥ）では、
高溶融張力ポリエチレン（ＨＭＳ－ＰＥ）を四日市事業所で量産を開始し、３年後めどに年３万ト
ン販売を考えている。また、エチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）の増強も検討。低密度ポリ
エチレン（ＬＤＰＥ）との併産設備で同７万トン規模を想定している。

18181818 　　　　丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学・・・・・・・・・・・・収益安定化収益安定化収益安定化収益安定化へへへへ構造転換構造転換構造転換構造転換、、、、機能化学品機能化学品機能化学品機能化学品でででで最先端最先端最先端最先端にににに対応対応対応対応
　収益安定化を目指したポートフォリオの転換を柱に、基礎化学品では、燃料バランスの改善を
推進中。原単位やエネルギー効率の改善ばかりでなく、運転の柔軟性も高まる。将来の環境変化に
備えて従来以上にコンビナート各社との連携強化を進め、センターとしてバランスをとることで、
コンビナート全体での競争力強化につなげていく方針。

　　　　出光興産出光興産出光興産出光興産・・・・・・・・・・・・基盤固基盤固基盤固基盤固めめめめ機能材料拡大機能材料拡大機能材料拡大機能材料拡大、ＢＰＡ、ＢＰＡ、ＢＰＡ、ＢＰＡなどなどなどなど海外拠点設置海外拠点設置海外拠点設置海外拠点設置もももも
　基盤事業の構造改革と成長市場での事業拡大を進め、バランスのとれた事業ポートフォリオの
構築を目指しており、石油化学品事業への期待は高い。
　千葉地区における生産最適化の第１ステップとして三井化学とのエチレン装置運営の統合を事業
内容とする有限責任事業組合をスタート。今後、千葉製油所との生産最適化に向けたテーマ発掘も
進め、千葉地区全体の連携につなげていく考えだ。

　　　　３３３３月月月月０８０８０８０８日日日日（（（（火火火火））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　公正取引委員会が、企業の合併審査の改革案をまとめ民主党に了承された。産業界から機動的な
業界再編の妨げになっていると指摘されていた「事前相談制度」を廃止することで、審査の透明性
を高めるのが骨子である▼先月、鉄鋼業界首位の新日本製鉄と３位の住友金属工業が合併に向けて
合意したが、両社は今回の見直しを先取りする形で事前相談は行っていない▼事前相談は本来、
任意の制度だが、相談が慣例化する中で事実上、強制的制度になっている▼民主党政権が打出した
新成長戦略は、国際競争力強化とともに経済再生へ大きく舵を切ると期待されたが、政局の不安定
が先行きの不安感を高めているのが現状だ。▼焦点の一つは、世界シェア問題である。公取委の
関係者は今回の鉄鋼再編について、世界シェアも検討課題となることを示唆している。急進展する
グローバル化は、独禁法と国家戦略のあり方を問い続ける。

1111 日化協日化協日化協日化協・・・・・・・・・・・・・・・・化学人材育成化学人材育成化学人材育成化学人材育成プログラムプログラムプログラムプログラム、、、、４４４４月月月月スタートスタートスタートスタートへへへへ　　　　支援支援支援支援１１１１１１１１専攻決定専攻決定専攻決定専攻決定
　化学産業界が大学院化学系専攻（博士後期課程）の人材育成を支援する「化学人材育成プログラ
ム」が、４月からスタートする。日本化学工業協会は７日、第１回支援対象となる１１専攻を決定
したと発表した。最大の目玉は月額２０万円の奨学金支給。毎年４専攻に進学する学生に３年間
支給される。他の産業に例がなく、支給額は国内最高レベル。今回は２０１１年度および２０１２
年度からの２年分、計８専攻を選定した。
　支援対象に選定されたのは東京大学、九州大学など７大学の大学院化学系１１専攻。化学の基礎・
応用研究と並行して、リーダーシップやコミュニケーション能力に優れた人材、グローバルな感覚
を持った人材育成など、化学企業が望ましいと考える博士後期課程の教育カリキュラムを推進して



いることが評価された。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・欧米化学企業欧米化学企業欧米化学企業欧米化学企業がががが示示示示すすすす事業転換事業転換事業転換事業転換のののの明暗明暗明暗明暗
　欧米の化学企業の業績には事業転換の成果が顕著にあらわれ始めている。コモデイテイー分野の
事業を縮小し、契機反動に左右されにくい事業を拡大してきたＢＡＳＦやダウ・ケミカルはその代
表企業だ。一方で成功しないままに姿を消した企業もあった。その１社がＩＣＩである。
　同社は、ブルナー・モンド、ノーベル・インダストリー、ブリテイッシュ・ダイスタッフ、ユナ
イテッド・アルカリの４社が１９２６年に事業統合して発足した。世界の化学産業の「雄」でも
あったＩＣＩの転機は９７年。この年にユニリーバの特殊化学品を買収し、コモデイテイーケミカ
ルからの撤退を決めた。買収によって生じた負債の為、株価も低迷し、アクゾ　ノーベルによって
買収され歴史の幕を閉じた。
　事業転換を約１５年かけて着実に成し遂げた企業にＤＳＭがある。同社は５年ごとに経営計画を
策定し具体化してきた。０５年までの計画では石油化学事業からの撤退、ロシュのビタミンとファ
インケミカル事業等を買収しライフサイエンス、パフォーマンスマテリアル、工業用化学品などに
事業を絞り込んだ。１０年までの計画ではエラストマー、肥料、メラミン等の非戦略事業から撤退
化粧品やバイオメデイカル等の事業を強化する買収や、三菱化学との事業交換によってアジア地域
を中心とするポリアミド事業を強化している。事業転換の成功と１０年の好業績を背景に１１年も
好調な１年を見込む。これまでの事業転換は株主価値の向上に貢献した。

2222 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工・・・・・・・・グループグループグループグループののののスローガンスローガンスローガンスローガンととととステートメントステートメントステートメントステートメント、、、、個性個性個性個性はははは化学化学化学化学でででで夢夢夢夢やややや願願願願いをいをいをいを「「「「具体化具体化具体化具体化。」。」。」。」
　昭和電工は、グループのスローガンとステートメントを制定した。「進化する個性派化学で豊か
さと持続性が調和した社会の創造に貢献する」という経営方針の理解に役立てると同時に、ステー
クホルダーにその実現を約束する「宣言」として活用する。
　制定したスローガンは「具体化。（Ｓｈａｐｉｎｇ　Ｉｄｅａｓ）」。
進化する個性派化学で人類の夢や願いを具体化するとの思いを込めた。
また、ステートメントは「夢や、願いや、思いつきにハッピーエンドを。」を合言葉に、「燃える
集団として、ひとつでも多く、人びとの豊かな暮らしへの願いを、具体化していく」ことを唱って
いる。

10101010 産業産業産業産業ガスガスガスガス業界業界業界業界にににに不安材料不安材料不安材料不安材料・・・・・・・・・・・・再生再生再生再生エネエネエネエネ買収負担買収負担買収負担買収負担　　　　年年年年６０６０６０６０億円億円億円億円　　　　負担軽減策強負担軽減策強負担軽減策強負担軽減策強くくくく要望要望要望要望
　　　　ドイツドイツドイツドイツのののの制度引制度引制度引制度引きききき合合合合いにいにいにいに

　今国会に法案提出が予定されている再生可能エネルギーの全量買取制度の動向に、産業ガス業界
が気をもんでいる。経産省資源エネルギー庁の買取制度小委員会の最終報告では、産業ガスなど電
力多消費型産業に対する負担軽減措置については「国民の理解を得つつ、議論を進めていくことが
重要」とするにとどまり、具体的な対策は占めされていない。このままだと業界として年間６０億
円もの費用負担を強いられることになりかねない。
　小委員会がまとめた最終報告では、再生エネルギーを全量買い取るための費用について「すべて
の需要家が公平に負担する観点から、大枠においては、電気の使用量に応じて負担する方式」が
基本とされている。
　産業ガス業界は、日本産業・医療ガス協会（ＪＩＭＧＡ）を通じ、日本化学工業協会などととも
に、①電力に一律上乗せし使用量に応じて負担する方式は、特定産業に多大な負担を強いることに
なり、広く薄く公平な負担という制度の趣旨に反する②１次エネルギーに占める再生可能エネルギ
ーの割合を上げるという制度目的からいえば、経済性の低いエネルギーの導入コストを電力ユーザ
ーのみに転嫁することは公平とはいえない―などとする意見を提出している。
　買取制度で先行するドイツでは、年間使用電力量と粗付加価値額に占める電気料金の比率により
大規模需要家への負担軽減措置を講じており、「買取制度と産業政策との整合性が取れている」（
ＪＩＭＧＡ）という。化学をはじめ非鉄金属、製紙、鉄鋼、鉄道、セメントなど４００社ほどが
対象で、２００８年には免除額が大幅に増額された。ＪＩＭＧＡでは政府に対し、欧州に倣った
精緻な議論を求めていく考えだ。

11111111 ブリジストンブリジストンブリジストンブリジストン・・・・・・・・・・・・太陽電池用太陽電池用太陽電池用太陽電池用　ＥＶＡ　ＥＶＡ　ＥＶＡ　ＥＶＡフィルムフィルムフィルムフィルムををををポーランドポーランドポーランドポーランドでででで生産生産生産生産
　ブリジストンは７日、ポーランドで太陽電池用接着フィルム（ＥＶＡフィルム）を生産すると
発表した。１３年上期からの操業開始予定で同社子会社のブリジストン・デイパーシファイド・プ
ロダクツ・ポーランド・スプーカゾーに量産ラインを建設するもの。生産能力は月１０８０トン、
投資額は５２．５億円を見込んでいる。
　ＥＶＡフィルムは、太陽電池の発電セルを分子結合（架橋）によりガラス面に固定する接着済と
して使用するもの。現在、同社はＥＶＡフィルムを磐田工場（静岡県磐田市）で生産しており、
今年下期からは関工場(岐阜県関市）でも生産を開始する計画。

12121212 ＳＡＢＩＣＳＡＢＩＣＳＡＢＩＣＳＡＢＩＣととととエクソンモービルケミカルエクソンモービルケミカルエクソンモービルケミカルエクソンモービルケミカル・・・・エラストマーエラストマーエラストマーエラストマー計画始動計画始動計画始動計画始動、、、、ジェベイルジェベイルジェベイルジェベイルでででで年産年産年産年産４０４０４０４０万万万万トントントントン
　サウジアラビア基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）とエクソンモービルケミカルが合弁で進めている
エラストマープロジェクトが、具体化へ向け動き出した。合弁会社を通じて基本設計（ＦＥＥＤ）
でフルステージに入った。またこのプロジェクトのサイトとして、ジュベイル・インダストリアル・
シテイーが決まった。両社は合弁により年産４０万トン強の能力を有する熱可塑性特殊ポリマー（
ＦＰＤＭ／ＴＰＥ、ＴＰＯ、ＳＢＲ／ＰＢＲ）を企業化、国内向けに供給するほか、カーボンブラ
ックのプラントを新設してアジア等の市場に輸出するプロジェクトをサタートさせていた。

　　　　３３３３月月月月０９０９０９０９日日日日（（（（水水水水））））
1111 エネエネエネエネ研予想研予想研予想研予想・・・・・・・・・・・・ＷＴＩＷＴＩＷＴＩＷＴＩ１００１００１００１００ドルドルドルドル突破突破突破突破、、、、原油高値続原油高値続原油高値続原油高値続くくくく可能性可能性可能性可能性
　　　　価格決定価格決定価格決定価格決定のののの最重要要因最重要要因最重要要因最重要要因にににに　　　　地政学地政学地政学地政学リスクリスクリスクリスク・・・・供給支障問題供給支障問題供給支障問題供給支障問題

　原油価格の上昇が止まらない。日本エネルギー経済研究所（エネ研）は中東情勢の流動化を受け
イラク戦争以降で初めて地政学リスクと供給支障問題が石油価格決定にとって最重要の要素に浮上



してきたとの見方を示した。
　当面は現状水準となるＷＴＩ１バレル当たり８５～１０５ドル、北海ブレント同１００～１２０
ドルを中心にした高価格帯が続くと予想。リビアの混乱に続き、石油供給にさらなる支障が発生す
れば、一層の価格上昇の可能性もある。
　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）など石油関係者と情報交換してきたエネ研の小山堅理事によると、
関係者の間では「金融要因や需給バランスを超えて、地政学リスクや供給支障が最も原油価格形成
に影響を与えており、従来のボックス相場から新たなフェーズに移行した」との認識が大半という。
　市場の不安を決定づけたのはリビアでの一部生産停止。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、少な
くとも日量１００万バレルの石油生産が停止したと報告しており、再開には時間がかかる見通し。
リビア産の石油は主に欧州に出荷されていたことから、北海ブレント価格は敏感に反応したもよう。
　こうしたなかＯＰＥＣ最大の日量３５０万バレルの余剰生産能力を持つサウジアラビアが増産を
決定。日量８６０万バレルから９００万バレル前後に引き上げたようで、市場安定化への意思を
明確にした。サウジの増産は他方で余剰生産能力の減少という「将来の心配の種」（小山氏）を残
すことにもなり、先行き懸念の思惑によるマネー流入を完全に封じ込めることはできない。
　石油高騰による世界経済への影響が懸念され、国際通貨基金（ＩＭＦ）が公表した年４％成長に
は疑問符が付けられている。ただ、石油価格の上昇が成長を鈍化させる一方、反動としての需要減
も織り込む必要があり、石油価格の先行きは極めて混沌とした状況にある。

1111 台湾台湾台湾台湾「「「「國光石化國光石化國光石化國光石化」」」」計画計画計画計画・・・・・・・・・・・・第第第第２２２２期中止期中止期中止期中止がががが条件条件条件条件にににに、、、、政府月内政府月内政府月内政府月内にもにもにもにも承認承認承認承認、、、、経済性経済性経済性経済性にににに疑問疑問疑問疑問のののの声声声声
　台湾で進行中の大型石化プロジェクト「國光石化科技」の第１期計画が今月中にも政府の承認が
下りる見通しとなった。ただ、第２期で計画している日産２５万バレルのリファイナリーとエチレ
ン年産１２０万トン規模のナフサクラッカーの建設中止という大幅な計画縮小が付帯条件に盛り込
まれている。当初から同プロジェクトは、環境団体や住民の反対運動の影響で政府の認可が長期化
してきた。。計画縮小案によりコンプレックスの経済性自体に疑問の声も上がっており、政府案を
受け入れるか注目が集まっている。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　「断捨離（だんしゃり）」という、仏教を連想させるような言葉が最近よく耳にする。不要なモ
ノを絶ち、捨てて、モノへの執着から離れるというもので、やましたひでこさんの著書が発端と
なって巷でブームになっている▼ヤフーで断捨離を検索すると、２５０万件以上もヒットする。
実践することを「ダンしゃる」、目覚めた人を「ダンシャリアン」と呼ぶ新語まで生まれている▼
断捨離はヨガの「断業」「捨行」「離行」から生まれた造語で、身軽で快適なライフスタイルを
提案している。質素を旨としていた昔の日本的生活を彷彿させる▼身の回りにモノが溢れている。
それでも新製品は続々と登場し、購買意欲を掻き立てられる▼日本は技術革新で成長してきた。
断捨離の浸透は消費に影響を与えるかもしれないが、モノづくりを否定することにはならないか。
消費者の選別眼が厳しくなり、精神的な豊かさにも通じる「よいモノ」が選ばれる。そんな時代の
到来を予感させる。

1111 超短波超短波超短波超短波
◆・・・「フェノール樹脂のような材料こそ、日本に残るチャンスがある」と語るのは、群栄化学
工業の有田喜一社長。大量生産でコスト低減を追求し続ける熱可塑性樹脂は、「その性格上、大き
な市場を求めざるを得ず、コスト競争力の優れた相手に太刀打ちできなくなる」一方、「バッチ式
のフェノール樹脂は特徴、機能が評価されれば一定の量を確保していくことができるのでは」と語
る。
◆・・・「その為にも、合成樹脂工業協会のネットワークポリマー（ＮＷＰ）には期待している」
という。フェノール樹脂や不飽和ポリエステルなどという区別をせず、「架橋構造を精緻に制御し
て性能の大幅改善を狙えるポリマー群と捉えることで、これまでと違ったアイデアが出てくるはず。
業界の力を合わせて大きな成果を生み出したい」と夢を語る。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ＧＭＧＭＧＭＧＭ作物作物作物作物にににに背背背背をををを向向向向けることのけることのけることのけることのリスクリスクリスクリスク
　国際アグリバイオ事業団（ＩＳＡＡＡ）によると、２０１０年の世界の遺伝子組み換え（ＧＭ）
作物の栽培面積は前年比１０％増の１億４８００万ヘクタールに達した。９６年に商業栽培が始ま
ったＧＭ作物は、今や２９カ国で栽培されている。安全性、農業の持続的発展など不安が指摘され
てきたが、１５年間の栽培実績を通じて導入の利点が多いことが確認されてきた。
　我が国はトウモロコシなどＧＭ作物を大量に輸入しているにもかかわらず、栽培実績は皆無に近
い。栽培を認めないリスクも認識すべきである。
ＧＭ作物を最も大規模に導入しているのは米国で、世界の栽培面積の４５％を占める。続いてブラ
ジル、アルゼンチンで、大豆、トウモロコシ、綿花が主要作物だ。栽培国の３分の１に当たる１９
カ国が発展途上国。一方で、先進国ではスウエーデンが新たに栽培を始め１０カ国になった。
　ＧＭ作物に対する安全性の懸念は、この間の商業栽培を通じ確認されている。環境に対する影響
でも生物多様性の維持・共存・害虫抵抗性（Ｂｔ）の管理によって持続可能性を保全している。
加えてＧＭ作物栽培による経済合理性、食糧・繊維など安全保障、ＣＯ２削減にも貢献している。
発展途上国ではＧＭ作物による生産性向上やコスト低減で農業所得が大幅に増加している。
　現在、世界の直面する課題に食料需要が確実に増加を続ける中で、いかに安定的かつ低コストで
供給するかがある。中国の胡錦濤国家主席の｢農業部門の持続的な拡大と競争力を維持するために
先進的な栽培技術の開発に真剣に取り組む」という発言にみられるように新興国、途上国の政府首
脳からＧＭ作物への期待が高まっている。
　日本同様に慎重な姿勢を崩さない英仏の指導者からも不可欠な作物という発言が相次いでいる。
更に、乾燥耐性の高いトウモロコシ、ビタミンＡ欠乏の解決策として開発されたゴールデンライス
など有用性をより高めたＧＭ作物の技術開発が進み数年内に栽培、普及が見込まれている。
　ＧＭ作物を巡る国際状況が様変わりするなかで、我が国は世界から取り残されつつある。このま
までは、日本農業の競争力強化を阻害するばかりでか、消費者に先端技術の恩恵をもたらさないと
いうことになりかねない。



10101010 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・環境基本計画見直環境基本計画見直環境基本計画見直環境基本計画見直しししし、、、、国際戦略国際戦略国際戦略国際戦略　　　　国益国益国益国益のののの観点取観点取観点取観点取りりりり入入入入れれれれ
　環境省は、環境基本計画の見直しに着手する。地球温暖化対策などで国家間の複雑な利害関係が
顕在化していることを踏まえ、次期計画では国益の観点を取り入れた国際戦略を構築する方向で
検討を進める。このほど松本龍大臣が中央環境審議会に諮問した。２０１１年度内に第４次環境基
本計画を閣議決定する。
　環境省は計画見直しの基本的方向性を提案した。国際戦略は、国益の観点を取り入れる。これま
では知見や技術移転を主眼に途上国などとの環境協力を進めてきたが、日本は資源や食糧など持続
可能性を維持する生活基盤を諸外国に依存していることと、環境問題が政治・外交の大きな問題と
なっていることから、国際戦略は長期的な視点に立って地球環境全体の利益と国益の双方の観点か
ら構築する必要性があるとした。
　また、環境保全と経済が密接不可分な関係にあることが一層明確になっていることを踏まえ、
環境と、経済を中心としたその他分野の政策は統合的に取り組むことを示すべきとした。

12121212 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・ＣＨＰＣＨＰＣＨＰＣＨＰアジアアジアアジアアジアにににに普及普及普及普及、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ２２２２のののの削減削減削減削減にににに貢献貢献貢献貢献　　　　タイタイタイタイででででＦＳ、ＦＳ、ＦＳ、ＦＳ、インドインドインドインドもももも検討検討検討検討
　住友化学は、アジアでＣＨＰ（熱併給発電装置）の普及を図る。みずほコーポレート銀行と共同
で、タイ化学産業がＣＨＰを導入した場合の省エネ、ＣＯ２排出量削減の可能性を調査中。年度内
に調査を終えて対象案件を発掘し、ＣＨＰ導入に向けた具体的な行動を始める。同社などが保有す
るＣＨＰ技術の移転を通じ、タイの省エネ、ＣＯ２削減を実現し、経産省が推進する２国間クレジ
ット制度による日本でのＣＯ２削減につなげる。

　　　　３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（木木木木））））
2222 石化製品石化製品石化製品石化製品・・・・・・・・４４４４月以降月以降月以降月以降にもにもにもにも再値上再値上再値上再値上げげげげ、、、、輸入輸入輸入輸入ナフサナフサナフサナフサ、、、、１０００１０００１０００１０００ドルドルドルドル突破突破突破突破

　ポリオレフィンなど石油化学製品の再値上げが不可避の情勢となってきた。足元の輸入スポット
価格が１トン当たり１０００ドルを突破するなど、ナフサ価格が急騰しているためだ。
　現行の国内石化製品価格は、年明けからの値上げ交渉で１キロリットル当たり５万２０００円の
国産ナフサを前提とした水準に移行しつつある。しかし足元の輸入ナフサ市況を国産換算すると
、同６万円どころまで達し、メーカーが吸収できるレベルではない。早期に値上げを打ち出すなど
の対応を図る可能性は大いにある。

2222 １１１１月石油製品月石油製品月石油製品月石油製品　ＣＩＦ　ＣＩＦ　ＣＩＦ　ＣＩＦ単価単価単価単価・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ等上昇等上昇等上昇等上昇
　易月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、原油価格上昇を受けてガソリンと軽油を除く品目
で上げとなった。原油は前月速報比１キロリットル当たり２６４７円上げの４万７８１６円。
石化用ナフサは、同２５７８円高の４万９２１２円。

【１月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート：８２．８３円／ドル　出所：財務省貿易統計

3333 プラプラプラプラ製品製品製品製品・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０年販売年販売年販売年販売７７７７．．．．４４４４％％％％増増増増、、、、需要回復需要回復需要回復需要回復にににに息切息切息切息切れれれれ感感感感もももも
　プラスチック製品の２０１０年生産・販売は、生産量で８％、販売量で７．４％の増加となった。
日本プラスチック工業連盟が経産省の統計をもとにまとめた。
　上期を中心にリーマンショックで落ち込んだ０９年の反動があったほか、家電・自動車、住宅に
対する政府の景気刺激策も底上げ要因となった。ただ、絶対量は０７年水準の９割程度とピーク
水準に回復しておらず、更に下期以降は月ごとの伸び率が大きく縮小するなど、需要回復には息
切れ感も強まっている。

【２０１０年プラスチック製品生産・販売実績】（単位：トン、百万円、％）

3333 エフピコエフピコエフピコエフピコ「「「「深化深化深化深化」」」」キーワードキーワードキーワードキーワードにににに攻勢攻勢攻勢攻勢、、、、全国商談会全国商談会全国商談会全国商談会ででででアピールアピールアピールアピール
　　　　新製品新製品新製品新製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コンセプトコンセプトコンセプトコンセプトはははは““““７７７７つのつのつのつのスイッチスイッチスイッチスイッチ””””
　　　　リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル・・・・・・・・・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ容器容器容器容器のののの新新新新プラントプラントプラントプラントをををを紹介紹介紹介紹介

　エフピコが、「深化」をキーワードに一段と攻勢をかけている。全国４会場で開催中の商談会「
ミニフェアー２０１１」において、１２５０の新商品のほか、中部リサイクルセンターで本格稼働
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入りしたポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）容器のメカニカルリサイクルプラントを紹介。
　商品戦略および、リサイクル戦略の両面での深化の姿勢を示した。
　同フェアでは１１年度の新商品コンセプトとして「５つの素材・７つのスイッチ」を提案中。
透明ポリプロピレン（ＰＰ）、１軸延伸ＰＥＴ、２軸延伸ＰＥＴ、耐熱発砲ポリスチレン「ＭＦＰ」
発砲ＰＰ「ＮＨＳ」の５シート素材により、商品の魅力を伝える７つのスイッチ（鮮度・ボリュー
ム・季節・個性・値ごろ・出来上がり・味わい・彩り）をオンにするというもの。
　リサイクル事業の深化では、中部リサイクル工場(岐阜県安八郡）に導入したＰＥＴ容器のメカニ
カルリサイクルプラントの概要を展示。フレーク生産量で年産７０００トン能力を持つ同プラント
は、このほど検収を終え商業運転を開始した。欧州で実用化された飲料用ＰＥＴの「ボトルｔｏ
ボトル」リサイクル技術を導入したもので、使用済み容器を強アルカリで洗浄し、食品容器用の
ＰＥＴフレークとして再生する。当面、月間１００トン（投入量ベース）で再生フレークを生産し、
透明容器の回収量を増やしながら数年後に年産５０００トン程度（フレーク生産量ベース）に稼働
を引き上げる考え。
　カーボンフットプリントの企業版ともいえる「スコープ３」が国際規格の候補として注目される
など、企業の温暖化ガス（ＧＨＧ）排出量の算定についての議論が世界的に深まっている。こうし
たなかでエフピコは、サプライチェーン全体でのＧＨＧ排出量削減に貢献する「トレーｔｏトレー」
リサイクルを白トレーに続き透明容器でも確立し、リサイクルシステムを一段と深化させていく考
え。

6666 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続騰続騰続騰続騰、ＬＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＬＤＰＥ、ＬＤＰＥ１７００１７００１７００１７００ドルドルドルドル超超超超　　　　原料高原料高原料高原料高・・・・減産減産減産減産のののの動動動動きもきもきもきも
　ポリオレフィンがアジアで続騰している。ポリエチレン（ＰＥ）・ポリプロピレン（ＰＰ）とも
２月初旬の旧正月期間を挟んで市況上昇が続いており、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）が１トン
当たり１７００ドル超（中国ＣＦＲ）、ＰＰ(ホモ）が１６００ドル強などを付けている。
　リビアなど中東・北アフリカ情勢の混乱により国際原油市況が高騰し、アジアナフサもここにき
て１トン当たり１０００ドルに達するなど上昇している状況を反映。
　ＬＤＰＥは、昨年下期からスウイング生産するＥＶＡ（エチレン酢酸ビニル共重合樹脂）の太陽
電池バックシート向け需要の伸びが顕著でタイト化している。
３～５月に日・韓・台など定修が増えるが、なかでもＬＤＰＥ設備の定修が多いことが先高感に繋
がっている。

10101010 中国中国中国中国のののの再生再生再生再生プラプラプラプラ市場市場市場市場・・・・・・・・・・・・再再再再びびびび増加基調増加基調増加基調増加基調にににに　　　　くずくずくずくず輸入量輸入量輸入量輸入量８００８００８００８００万万万万トントントントン突破突破突破突破　　　　日本日本日本日本シェアシェアシェアシェアはははは９９９９％％％％
　中国の再生プラスチック市場が再び増加基調に転じている。日本プラスチック工業連盟によると、
２０１０年の中国のプラスチックくず（プラスチック廃棄物）輸入量は８００万トンに達した。
０７年～０９年は伸びが鈍化し７００万トン前後で推移していたが、１０年は約７０万トン増えた。
日本のシェアは約９％で、とくにポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）くずのシェアが高い。
　プラスチックくずは“都市油田”として有効活用が期待されている。とくに日本のＰＥＴくずは
中国の貴重な原料ソースとして輸入量が拡大しており、日本では資源流出を懸念する声も高まって
いる。

12121212 台湾中油台湾中油台湾中油台湾中油・・・・・・・・・・・・マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア、、、、インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア候補候補候補候補にににに、、、、高雄製油所高雄製油所高雄製油所高雄製油所のののの移設移設移設移設　　　　両国政府両国政府両国政府両国政府とととと交渉交渉交渉交渉
　台湾中油（ＣＰC）は、公害問題などから２０１５年に廃棄もしくは移設の対象となっている高雄
の製油所をマレーシアおよびインドネシアを候補に移設の検討を進めている。
　また、同地区で廃棄・移設対象となっている第５ナフサクラッカーは、「高雄拠点に１５年～
２０年単位で存置する方向で住民との交渉を進めている」（朱董事長）状況だが、近年の台湾にお
ける環境規制の厳格化により先行きは不透明だ。
　ＣＰＣは高雄製油所の廃棄・移設問題に関して、代替案の１つとして台湾石化メーカー各社と
大型石化プロジェクト「國光石化科技」を立ち上げたが、同プロジェクトも環境問題の視点から
政府の認可が長期化。プロジェクトの規模を縮小することで今年３月にも承認が下りる見通しと
なったが、経済性の問題から実現に疑問符が付いている。

　　　　３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金））））
2222 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・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今年今年今年今年２２２２回目値上回目値上回目値上回目値上げげげげ

　住友化学は１０日、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）等の製品値上げを打出した。
急速に進む原料コスト上昇を理由とするもので、ポリオレフィンは今年２回目の価格修正。
　値上げ幅と実施時期は、ＰＥが１キログラム当たり２０円以上、ＰＰが同２０円以上、実施日は
いずれも２４日出荷分からとしている。
　主原料のナフサは、昨年１０－１２月期１キロリットル当たり４万５１００円から今年１－３月
期には同５万２０００円以上に値上がりするとみられている。このため既に、石化製品の値上げは
浸透しつつあるが、足元ではアラブ情勢などからナフサが更に急騰しており、今回の値上げはこれ
に対応したもの。

3333 自動車産業自動車産業自動車産業自動車産業　　　　強強強強まるまるまるまる空洞化懸念空洞化懸念空洞化懸念空洞化懸念・・・・・・・・・・・・トヨタトヨタトヨタトヨタもももも国内縮小国内縮小国内縮小国内縮小のののの可能性可能性可能性可能性
　　　　材料材料材料材料・・・・部品各社部品各社部品各社部品各社、、、、海外海外海外海外シフトシフトシフトシフト加速加速加速加速へへへへ

　自動車産業の空洞化懸念が一段と強まっている。長引く円高により自動車メーカーの国内拠点が
疲弊していることに加え、資源の高騰が国内経済を一段と委縮させ、景気の足を引っ張るとみられ
ているためだ。国内に基盤を置く部品サプライヤーや材料メーカーが、生き残りを賭けてグローバ
ル展開に乗り出す機運が強まりそうだ。
　このほど２０１５年に向けたグローバルビジョンを披露したトヨタ自動車の豊田章男社長。本社
取締役数２７人を１１人に圧縮する一方、各地域のグループ拠点が商品開発や販売目標設定を主導
するなど経営体制のグローバルシフトを打ち出した。
　一方、国内生産については、「１ドル８５円でも生産可能な耐性を構築するといいながら、理論
上はあり得ない。みんな必死に頑張っているので、その気持にこたえたいという思いでやっている」



と述べ、今後の為替レートの推移次第では縮小もあり得るとの認識をにじませた。
９日の会見後、報道陣が国内生産について質問すると、「国内は量より質」「ＣＯ２削減目標や
法人税の問題もあり（高コストの国内は）厳しい」と応じ、苦しい現状を隠さなかった。
　日産自動車は昨年、新型マーチの生産を中国、タイ、インド等のグローバル拠点に完全に移転し、
日本での生産を中止した。
　国内最大の製造業である自動車産業の空洞化は、社会問題となった家電製品を上回る脅威となる。
このため自動車産業の盟主として日本への愛情を公言してきた豊田社長の心境は複雑といえる。

12121212 グリーングリーングリーングリーン投資減税投資減税投資減税投資減税　　　　来月来月来月来月スタートスタートスタートスタート、ＰＨＶ、ＰＨＶ、ＰＨＶ、ＰＨＶ等対象拡大等対象拡大等対象拡大等対象拡大・・・・・・・・・・・・エネエネエネエネ革税制革税制革税制革税制からからからからスイッチスイッチスイッチスイッチ
　　　　産業部門産業部門産業部門産業部門３３３３年年年年でででで１１５０１１５０１１５０１１５０万万万万トントントントンＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２削減削減削減削減

　２０１１年度からグリーン投資減税がスタートする。昨年１２月に閣議決定した税制改正大綱に
基づく３年間の特別措置。これにともない、エネルギー需給構造改革推進投資促進税（エネ革税制）
は今月末で廃止される。エネ革税制に比べ、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）やハイブリ
ッド建機など対象を拡大し、高効率省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備への投資（グリ
ーン投資）を促す。３年間のＣＯ２排出削減効果は産業部門で１１５０万トン、再生可能エネルギ
ーの導入量は原油換算で１１０万キロリットルを見込む。
　グリーン投資減税は、エネルギー安定供給確保と地球温暖化対策の推進を目的に創設する。
エネルギー起源ＣＯ２の排出削減もしくは再生可能エネルギーの導入拡大に一定の効果が見込まれ
る設備を新たに取得した場合に、３０％の特別償却を認める。中小企業の場合は、取得価格の７％
の税額控除も選択できる。税額控除額は取得した期の法人税額の２０％限度とし、控除限度額は１
年間繰り越せる。１１年度は延べ６万７０００社の適用が見込まれる。

13131313 ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ年年年年１１１１．．．．３３３３％％％％減減減減にににに下方修正下方修正下方修正下方修正、、、、設備投資設備投資設備投資設備投資がががが下振下振下振下振れれれれ・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０－－－－１２１２１２１２月期改定値月期改定値月期改定値月期改定値
　内閣府が１０日発表した２０１０年１０－１２月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整済）改定値
は物価変動の影響を除いた実質で前期比０．３％減、年率換算すると１．３％減となった。
前期比は速報値が据え置かれたが、年率換算は０．２ポイント下方修正された。設備投資が速報値
より下振れしたことが主因で、マイナス成長は５四半期ぶり。
　和田隆志政務官は「１０－１２月期は足踏み状態が続いた。今年に入ってからは輸出と国内自動
車販売の好調など背景に持ち直している」と分析。今後については「一番心配なのは原油価格の
動向」と指摘した。

14141414 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統計法輸出統計法輸出統計法輸出統計法をををを変更変更変更変更・・・・・・・・・・・・輸出量本来輸出量本来輸出量本来輸出量本来のののの６６６６倍倍倍倍にににに
　中国税関総署はレアアース(希土類）輸出の統計手法を変更し、１月の同国のレアアース輸出量が
従来の統計手法で想定される量の約６倍となる４０８７トンにたっしたとの印象を与えている。
ロイター通信が９日に発表した同署統計の分析結果で、明らかになった。
　従来の手法で計算した場合、１月の同国のレアアース輸出量は６４６．８トンと前年同月（
５７８４トン）比８８．８％減少したことになる。同署は輸出項目に関し、昨年までは「レアアー
ス」と単独で分類していたが、今年１月は「レアアースおよびレアアース製品」としてとりまとめ
ており、レアアース輸出量のかさ上げに寄与している。


