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　　　　６６６６月月月月０６０６０６０６日日日日（（（（月月月月））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　経産省が１日に開催した産業構造審議会・産業競争力部会。１８時過ぎからの２時間は中身が濃
かった。政府の新成長戦略実現会議は、夏をめどに中間整理をまとめる。同部会は、それに向けて
産業競争力強化の方策を議論する場だ▼新成長戦略は昨年６月１８日に閣議決定した。その骨格で
ある産業構造ビジョンは同部会の議論がベース。今回は大震災後の変化を踏まえて検討を加え、
２２日に報告をまとめる。エネルギー制約、サプライチェーン寸断、国内空洞化懸念、日本ブラン
ド毀損―などの課題を念頭に置く▼委員には小島順彦、小林喜光、長谷川閑史、三村明夫の各氏ら、
企業名や肩書を紹介する必要もない顔ぶれ。鋭い指摘が相次ぎ、中座予定だった海江田大臣も最後
まで聞きいるほどだった▼産業界の委員に共通するのが、政策実行の遅れに対する強い危機感。
法人税引き下げは決まらず、ＴＰＰの議論も先送り、１年前に日本経済への危機意識を共有したの
に、今まで何をやっていたのかということだ▼会議の発言メモを整理しながら考える。１年前から
宿題が山ほど残っているのに、国家的危機の対策実行に踏み出せるのか。実行力つまりは政治の
リーダーシップの欠如・・・。またぞろそれが結論になってしまう。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・深刻度増深刻度増深刻度増深刻度増すすすす空洞化空洞化空洞化空洞化にににに適切適切適切適切なななな対応対応対応対応をををを
　国内製造業の海外移転が一段と進みそうである。円高定着や海外に比べ高い実効税率、労働コス
トなどに加え、事業継続施策（ＢＣＰ）のために生産拠点のグローバル化が迫られている。見逃せ
ないのは国内事業の採算悪化であり、収益改善のため研究開発機能まで海外に移す動きが出てきて
いる。順調に回復してきた日本経済だが、ここにきて深刻な空洞化が懸念される。
ソニーの２０１０年度業績は、当初の７００億円の純利益予想が一転、約２６００億円の赤字に転
落した。震災の影響を精査した結果、業績悪化が避けられないとして、繰延税金資産の評価性引当
金３６００億円を計上したためである。米会計基準では３年連続赤字での繰延税金資産計上は認め
られず、取り崩さざるを得なかった。ここで問題なのは、評価性引当金の対象が国内事業であるこ
と。堅調な海外事業は収益の柱だが、一方で研究開発や製造技術開発を受け持つ国内事業はコスト
がかさみ、構造的に利益が出にくくなっている。巨額の引当金計上は震災が直接の原因だが、その
背景には構造的な経営課題がある。同社は打開策として、収益の源泉である研究開発部門の海外移
転も考えている。これはソニーだけの問題ではない。この流れが加速すると日本の競争力低下は避
けられない。自動車や電子機器大手は市場をもとめて海外生産拠点をますます拡充する。先端製品
の開発までも現地化されれば日本国内の空洞化が進む。
　更に震災後、欧米のセット大手は日本の部材メーカーに製造拠点の海外への分散を求めている。
しかも「従わなければ容赦はしない」と強硬である。ＢＣＰ対策から産業の空洞化も懸念されてい
る。順調に回復してきた日本経済だが、ここにきて深刻な空洞化が懸念される。
早急に具体策を見つけなければ、世界のなかで一人負けになってしまう。

2222 鉱工業生産鉱工業生産鉱工業生産鉱工業生産、、、、夏場夏場夏場夏場にはにはにはには震災前水準震災前水準震災前水準震災前水準　　　　伊藤忠経済研伊藤忠経済研伊藤忠経済研伊藤忠経済研まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・４４４４月指数月指数月指数月指数がががが小幅増小幅増小幅増小幅増
　伊藤忠経済研究所は、このほど経済産業省が発表した４月の鉱工業生産指数が小幅増加に転じた
のを受けて、同生産は「明確に底入れした」との報告をまとめた。５月以降の大幅増産は確実とし
ており、夏場には大震災前の水準に回すると予測している。
　経産省が発表した先月の鉱工業生産は、１９９５年＝１００とした指数で８３．５。３月より
１．０％小幅改善となったが、その３月が震災の影響で過去最大の落ち込みとなったことを考える
と、いぜんとして低水準となっている。しかし、今後についてはサプライチェーンの回復で５月
８．０％、６月７．７％と大幅増加を見込んでいる。
　この予測について伊藤忠経済研究所では、一般機械や輸送機械で生産指数と生産予測実績が大き
くかい離している点などに触れ、調査範囲の問題から、そのまま当てはめるのは危険と指摘。
独自の試算で５月生産４．６％、６月５．７％と予測する。それでもこの結果、４-６月こそ前期比
５％となるものの、７月以降は生産回復が更に加速して同１０％程度の増産に転じる。さらに８～
９月には大震災以前の生産水準に回復すると見ている。
　４月の生産状況について、情報通信機械工業と電子部品・デバイス工業の減産幅が前月より悪化
している点に言及。大震災の要因以上に、需給悪化による在庫調整のための減産が行われた可能性
が高いとしている。

3333 東洋紡東洋紡東洋紡東洋紡・・・・・・・・・・・・２１２１２１２１日受注分日受注分日受注分日受注分からからからから　　　　オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン系系系系フィルムフィルムフィルムフィルム値上値上値上値上げげげげ
　東洋紡は３日、ポリオレフィン系包装用フィルムを２１日受注分から値上げすると発表した。
対象製品は２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ)フィルム、無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルム
及び直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）フィルムで、上げ幅はいずれも１連（２０マイクロ
メートル換算）当たり２００円。
　原料樹脂メーカーから再度の値上げを要請され、レジン価格の値上げを受け入れざるを得ない
状況となったことが背景。

10101010 エフピコエフピコエフピコエフピコ・・・・・・・・中日本中日本中日本中日本リサイクルセンターリサイクルセンターリサイクルセンターリサイクルセンター、、、、廃廃廃廃ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴをををを透明容器透明容器透明容器透明容器へへへへ　　　　来年来年来年来年２２２２号機号機号機号機をををを導入導入導入導入しししし能力倍増能力倍増能力倍増能力倍増
　　　　４４４４人人人人４４４４直体制直体制直体制直体制でででで５５５５月月月月にににに商業運転開始商業運転開始商業運転開始商業運転開始、、、、処理能力処理能力処理能力処理能力ははははＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル換算換算換算換算でででで日量日量日量日量２５２５２５２５～～～～３０３０３０３０トントントントン

　プラスチック食品容器の製造を手掛けるエフピコ。かねてから容器のマテリアルリサイクルにも
力を入れてきた。中日本リサイクルセンター（岐阜県安八郡）ではこのほど、「中部ＰＥＴリサイ
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クル工場」を新設した。Ａ－ＰＥＴ（非晶性ポリエチレンテレフタレート）製食品容器およびＰＥ
Ｔボトルのメカニカルリサイクル装置の商業運転を開始した。
　リサイクル装置の製品化率は９２％。内訳はＰＥＴフレークが８０％、ポリプロピレン（ＰＰ）
やポリエチレン（ＰＥ）など有価販売できるカラーフレークが１０％で、不適品は８～１０％。
同社の強みは、食品容器メーカーとして、透明容器を年間１０万トン販売している点、つまり「リ
サイクル品の出口を持っていること」（中部ＰＥＴリサイクル工場・高津英滋工場長）だ。
　同センターでは、選別ラインに障害者を配置、障害者雇用に積極的取り組み、「福祉と環境の
両立」を図っているのも特徴の１つだ。

　　　　６６６６月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（火火火火））））
1111 経産省経産省経産省経産省、、、、制度導入制度導入制度導入制度導入へへへへ検討検討検討検討・・・・・・・・・・・・サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーン部素材分野部素材分野部素材分野部素材分野をををを強化強化強化強化　　　　競合企業間競合企業間競合企業間競合企業間でででで代替生産代替生産代替生産代替生産

　経産省は、部素材分野のサプライチェーン（ＳＣ）強化策として、災害など緊急時の代替生産を
確保するための新たな仕組みづくりを検討する。東日本大震災を踏まえ、緊急時に限定してライバ
ル企業に代替生産を委託できる制度導入を目指す。きょう７日開催の化学ビジョン研究会で議論、
２２日の産業構造審議会・産業競争力部会でも取り上げる。製造業の幅広い分野のＳＣにかかわる
化学業界からの要望を受けて検討する。今回の震災では多様な分野でＳＣが寸断。救援物資の供給
やライフラインの確保のため、公正取引委員会が同業者間の製品融通や代替生産の協議を認めた経
緯がある。緊急時の備えとして競合企業と代替生産提携を結ぶことを可能にし、企業の災害対応力
の強化につなげる。

1111 丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学・・・・・・・・・・・・ＭＥＫＭＥＫＭＥＫＭＥＫアジアアジアアジアアジア生産生産生産生産へへへへ　　　　年内年内年内年内にもにもにもにも最終決断最終決断最終決断最終決断　　　　２２２２拠点化拠点化拠点化拠点化でででで安定供給安定供給安定供給安定供給
　丸善石油化学は、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）を海外生産する計画の検討を急ぐ。生産能力
１０万トン規模の設備を東南アジアに設置する構想。候補地はタイ、マレーシア、インドネシアの
３カ国に絞り込んだ。検討は大詰めの段階に入りつつあり、年内にも最終判断を下す見通し。
実現すれば同社初の海外生産拠点となる。東日本大震災で被災した国内拠点については来年６月を
目標とした復旧計画に着手しており、複数拠点による安定供給体制の確立と、従来比１．５倍とな
る能力増強によって成長するアジア需要に対応する。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　先週末の内閣不信任案決議に始まり、菅直人首相の退陣時期、大連立構想を巡るドタバタ劇には
さすがにウンザリしたというのが大方の見方だろう。大震災の復旧・復興の骨組みさえできない中
で、政局だけがひとり歩きした▼内閣支持率の低迷を見るまでもなく、産業界からも復興と日本経
済の再生に向けた政府のもたつきに対する不信感は日ごとに強まっている。世界が日本を見る目も
次第に辛辣になりつつある▼不信任案否決と「一定のメドがついた段階での退陣」を受けた２日の
東証株式市場の反応は、当然ながら冷ややかだった。自動車や電機など主力株が相次いで続落、週
明け６日の東証平均株価も３日連続で落ち込んだ。日本の先行きへの「失望売り」がかなりの部分
しめている、と市場関係者はみる▼気になるのは、東証の売買のほぼ６割を占める外人投資家の動
静だ。５月になって売る姿勢を強めていたが、ついに最終週、売越しに転じた。日本の政治不安へ
の懸念からだろう▼大震災は、サプライチェーンの寸断という日本経済への未曾有の打撃をもたら
した。それでも、民間企業は前倒しの復旧に道をつけつつある。国難を口にしながら、永田町では
震災対策そっちのけで、十年一日のごとく政局が繰り返される。国難の“臨界”を予感させる。

10101010 夏夏夏夏のののの電力電力電力電力　　　　需給需給需給需給ひっひっひっひっ迫全国迫全国迫全国迫全国にににに・・・・・・・・・・・・企業企業企業企業のののの投資投資投資投資・・・・生産計画生産計画生産計画生産計画にににに影響影響影響影響、、、、海外移転海外移転海外移転海外移転によるによるによるによる空洞化懸念空洞化懸念空洞化懸念空洞化懸念
　　　　――――日本日本日本日本エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー経済研究所経済研究所経済研究所経済研究所　　　　　　　　十市十市十市十市　　　　勉勉勉勉　　　　専務理事専務理事専務理事専務理事にににに聞聞聞聞くくくく――――

　東日本大震災と福島第一原子力発電所事故による電力需給問題。政府は夏場の需要抑制のため、
東京電力、東北電力管内で企業と家庭に１５％の節電を求める。しかし、全国で停止中の原発の再
稼働時期が不透明ななか、電力需給は全国的に厳しさを増している。今後の電力需給について、
日本エネルギー経済研究所の十市勉専務理事に聞いた。
西日本西日本西日本西日本にににに余裕余裕余裕余裕なしなしなしなし
■夏の電力需給の見通しは。
　「日本に５４基ある原発のうち、現在３６基が停止中。８～９月に停止する設備もあり、定期
点検終了後に稼働できない原発が増えればさらに供給が減少する。相当厳しい状況だ。
西日本は余裕があるとされていたが、供給予備力がわずか数％しかない電力会社もあり、需給の
ひっ迫は全国に広がっている」
再稼働条件明示再稼働条件明示再稼働条件明示再稼働条件明示をををを
■課題はどこにありますか。
　「短期的には原発の再稼働時期により今後１年の見通しが変わる。再稼働に向け試運転中の原発
もあるが、知事がゴーサインを出すことが出来ず正式運転を始められない。国がリーダーシップを
発揮し再稼働を認める条件を明示し、安全性を保証する必要がある。このままでは来年の今頃には
ほとんどの原発が停止する」
ピークシフトピークシフトピークシフトピークシフト重要重要重要重要
■企業は節電対策に取り組んでいます。
　「企業の対策はピークシフトの効果が大きい。西日本への生産シフト、土日への操業シフト、オ
フィスのフロアごと輪番休暇などを計画的に進めており、生産をできるだけ落とさないよう工夫し
ているようだ」「問題は数年先をみた場合の、投資活動や工場の生産計画の考え方だ。電力需給は
今年の冬も来年も厳しい状況が続く。火力発電の燃料は原油価格が高止まり、連動する液化天然
ガス（ＬＮＧ）はさらに上昇する見通しだ。電気料金も上がってくるだろう。海外への生産移転と
いう選択肢が浮上するが、産業の空洞化が懸念される」
火力火力火力火力でのでのでのでの補完有力補完有力補完有力補完有力
■２０２０年頃の需給バランスはどうなりますか。
　「電力供給の３割を占める原子力は、現状維持も難しいだろう。２割に下がったとして、エネル
ギー基本計画の『３０年に５割』という目標から考えると、２０年時点で大きなギャップが発生す



る。これを埋めるエネルギーは、設置し易い火力発電だろう。再生可能エネルギーは２０年２０％
の目標が打ち出されたが、大規模水力発電を含めた現在の供給力の９％を１５％に引き上げるだけ
でもかなり努力が必要だ」
　「需要面では電力多消費型産業が、国内での操業が立ちゆかなくなり海外に生産移転する事態と
なれば、需要が減少する。省エネと構造的な要因で需要が減り、再生可能エネルギーを拡大。残り
をＬＮＧ火力で埋める。これらの組み合わせでどうしのぐかが大きなテーマだ」

10101010 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・「「「「環境短観環境短観環境短観環境短観」」」」本格実施本格実施本格実施本格実施　　　　関連産業関連産業関連産業関連産業のののの景況分析景況分析景況分析景況分析、、、、６６６６月月月月・・・・１２１２１２１２月月月月のののの年年年年２２２２回回回回
　環境省は今年度から「環境短観」を本格実施する。環境関連産業の現状と見通しについて民間企
業にアンケート調査を行い、現在と将来にわたる環境産業の景況分析を行うもの。
民間企業に「環境が経済を牽引する」という実感をもってもらい、環境投資などを促すのが狙い。
同省は調査結果を関連政策の企画・立案に生かしていく。６月と１２月の年２回実施を予定してい
る。

11111111 東電東電東電東電、、、、６６６６月中月中月中月中はははは計画停電不要計画停電不要計画停電不要計画停電不要・・・・・・・・・・・・火力発電所火力発電所火力発電所火力発電所のののの復旧復旧復旧復旧などでなどでなどでなどで対応対応対応対応
　東京電力は６日、同社管内（関東の１都６県と山梨県全域、静岡県の一部）で６月中は計画停電
を実施しなくても済むとの見通しを発表した。気温上昇による冷房利用の増加で電力使用量は伸び
るものの、東日本大震災で被災した火力発電所の復旧やガスタービン設備の増設で供給力が順調に
回復し、需要を上回るとしている。
　同社によると、７日時点で４３５０万キロワットを見込む供給力は２５日には４９６０万キロ
ワットに拡大。一方、今月末の想定最大需要は４３７０万キロワットの見通しだ。

　　　　６６６６月月月月０８０８０８０８日日日日（（（（水水水水））））
2222 ＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣ総会総会総会総会きょうきょうきょうきょう開催開催開催開催・・・・・・・・・・・・懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる高価格志向高価格志向高価格志向高価格志向

　オーストリア・ウイーンで８日に開催される石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）総会への注目が高まっ
ている。リビアの減産分をＯＰＥＣが十分に補てんしていなかったことが明らかとなり、産油国は
高価格志向を強めているのではないかとの懸念が広がっているためだ。
　原油価格は５月初めに今年最高の１１３ドル台を記録した後、１００ドル割れまで下落。その後
１００ドル前後で推移している。原油急騰を引き起こしたのは、中東・北アフリカ情勢の流動化。
実際にリビアから供給が途絶する事態となったのを受け、サウジアラビアを中心とするＯＰＥＣ産
油国は増産を行った。しかし、日本のエネルギー経済研究所（エネ研）の報告によると、ＯＰＥＣ
の一次的増産が、リビア原油の補てんを完全に果たしたとはいえないとの見方が市場関係者の間で
表面化してきているという。
　ＩＥＡ統計では、２～４月までのＯＰＥＣ産油国の生産量は日量１３３万バレル減。これはリビ
アの減産分である同１１９万バレルに相当する規模で、原油価格が１００ドルを超え世界経済への
悪影響が懸念されるなか、ＯＰＥＣ全体としては補てんに動かなかったことになる。
　先月、ＩＥＡは今年の石油需要増加量を下方修正した。原油市場は弱含みとの観測もある。一方
では、いまだ高い地政学リスクを抱えるなかでは、増産にともなう余剰生産能力の低下が原油価格
の押し上げ要因となる可能性が指摘されるなど、さまざまな見方が交錯するなかでＯＰＥＣがどの
ような舵を切るかが注目されている。

2222 ４４４４月月月月ののののエチレンエチレンエチレンエチレン換算輸入換算輸入換算輸入換算輸入がががが大幅増大幅増大幅増大幅増
　経産省がまとめた４月のエチレン換算輸出入によると、輸出は前年同月比１１・４％減、前月比
２６．９％減の１５万２５００トンと大幅なマイナス。一方で輸入は前年同月比５１．２％増、
前月比５０．５％増の７万３４００トンといずれも１．５倍ともなる増加をみせ、東日本大震災の
影響により国内で供給不足が起こっていた状況が浮き彫りになった。
　品目別では、輸出はエチレンが前年同月比２４．０％増えた以外は、軒並み減少し、特に
低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）は同２６．８％減となった。
　輸入では、二塩化エチレン（ＥＤＣ）以外の全品目が前年同月比で増加した。主力のＬＤＰＥが
同７９．３％増、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）は同２５８．８％増となった。
　この結果、輸出から輸入を差し引いた輸出入バランスは７万９２００トンとなり、リーマンショ
ック直後の２００８年１１月以来１０万トン以下となった。また、国内のエチレン生産とエチレン
換算輸入との和からエチレン換算輸出を差し引いた内需資産量は、同１０．８％増の４２万
３８００トンとなった。

3333 ４４４４月月月月プラプラプラプラ製品速報製品速報製品速報製品速報・・・・・・・・生産生産生産生産・・・・出荷出荷出荷出荷、、、、一転増加一転増加一転増加一転増加にににに　　　　　　　　パイプパイプパイプパイプなどになどになどになどに復興需要復興需要復興需要復興需要
　　　　主力品目主力品目主力品目主力品目はははは震災震災震災震災のののの影響影響影響影響でででで生産生産生産生産、、、、出荷出荷出荷出荷ともともともとも減少減少減少減少

【４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＞

3333 藤森工業藤森工業藤森工業藤森工業・・・・・・・・・・・・技術力強化技術力強化技術力強化技術力強化、、、、新製品開発新製品開発新製品開発新製品開発へへへへ

54,13454,13454,13454,134 100.5100.5100.5100.5

在庫

容器容器容器容器（（（（中空成形中空成形中空成形中空成形））））
生産生産生産生産 54,60954,60954,60954,609 103.2103.2103.2103.2
出荷出荷出荷出荷

30,285 99.4

日用品日用品日用品日用品・・・・雑貨雑貨雑貨雑貨
生産生産生産生産 25,61725,61725,61725,617 106.7106.7106.7106.7
出荷出荷出荷出荷 26,57726,57726,57726,577 103.3103.3103.3103.3

在庫

20,115 107.3

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
生産生産生産生産 213,588213,588213,588213,588 103.0103.0103.0103.0
出荷出荷出荷出荷 229,697229,697229,697229,697 103.2103.2103.2103.2
在庫 204,381 103.4

品目 前年同期比区分 ４月



　　　　高機能端末部材高機能端末部材高機能端末部材高機能端末部材、ＬｉＢ、ＬｉＢ、ＬｉＢ、ＬｉＢ材料材料材料材料などなどなどなど、、、、成長分野成長分野成長分野成長分野にににに積極投資積極投資積極投資積極投資、、、、薬液薬液薬液薬液バッグバッグバッグバッグ事業事業事業事業にもにもにもにも注力注力注力注力
　藤森工業は、テクノロジープラットフォームを強化する。コア技術である樹脂加工、コーテイン
グ技術を更に強化することで新製品開発につなげる。２０１１年度は研究開発に約２０億円を投資
する。とくに高機能端末部材、リチウムイオン２次電池（ＬｉＢ）、医薬・医療包装など成長が
期待される分野への投資を積極的に行う。
　同社は、高齢化社会、環境・エネルギー、高度情報化の３つの観点から、ライフサイエンス、情
報電子の各分野で新製品開発を進めている。強化する技術は３つ。１つは機能性複合化技術。多層
ラミネート、多層コート、加工工程を組み合わせ、１つの部材で複数の機能を有する製品の開発に
取り組む。２つ目は環境低負荷技術。バイオマス材料などＣＯ２低減材料を使用し、溶剤など環境
負荷物質を低減させる。３つ目はナノ技術。ナノ材料分散・配合、超薄膜コート、表面形状制御、
パートコートなどの加工技術を駆使し、より薄く高機能な製品を目指す。
　また、１２年１月稼働予定の三重事業所（三重県名張市）で、医薬・医療包装の拡大を目指し、
育成事業を立ち上げる。とくに薬液バッグ市場を強化する。非吸着、低溶出、高バリア性などの
ニーズが求められる市場に対し、高品質な製品を提供するとともに、最新の製品環境を導入するこ
とで製品の差別化を図る。

10101010 ２０１１２０１１２０１１２０１１年度版年度版年度版年度版　　　　環境白書環境白書環境白書環境白書・・・・・・・・・・・・低炭素低炭素低炭素低炭素・・・・循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会・・・・生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性などなどなどなど焦点焦点焦点焦点、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性をををを考察考察考察考察
　「　「　「　「被災地復興被災地復興被災地復興被災地復興しししし自然自然自然自然とととと共生共生共生共生」」」」第一歩第一歩第一歩第一歩にににに

　政府は７日、２０１１年度版の「環境・循環型社会・生物多様性白書」を閣議決定した。「地球
との共生にむけた確かな知恵・規範・行動」を主題とし、持続可能で豊かな社会の実現に向けた国
内外の取り組みの現状などを詳述。低炭素社会、循環型社会、生物多様性、東日本大震災の復興に
焦点を当て、持続可能性とは何か、豊かな生活とは何かを考察している。
　復興に向けた取り組みを推進するに当たって、国のリーダーシップの下、広域的な体制を構築す
る必要があるとしたうえで、「人々の絆と知恵によって被災地を復興し、自然と共生する。それは
わが国が持続可能な社会を目指していくうえでも第一歩になる」と結んでいる。

11111111 ４４４４月景気動向指数月景気動向指数月景気動向指数月景気動向指数、、、、２２２２カカカカ月月月月ぶりぶりぶりぶり改善改善改善改善・・・・・・・・・・・・震災震災震災震災のののの悪影響悪影響悪影響悪影響はははは緩和緩和緩和緩和
　内閣府が７日発表した４月の景気動向指数（ＣＩ，２００５年＝１００）速報値は、景気の現状
を示す一致指数が前月比０．３ポイント上昇し１０３．８と小幅ながら２カ月ぶりに改善した。
東日本大震災の影響で大幅に悪化した３月に比べ、生産の下げ止まりや消費自粛の緩和などを通じ
て「景気は底を打って少し上向いている」（内閣府）とみている。基調判断は「改善を示している」
を据え置いた。ただ、震災が響き直近３カ月の平均では「マイナスとなっている」としている。

12 中国中国中国中国のののの電力不足電力不足電力不足電力不足・・・・・・・・・・・・局地的局地的局地的局地的にににに化学工業直撃化学工業直撃化学工業直撃化学工業直撃かかかか、、、、業界団体予測業界団体予測業界団体予測業界団体予測　　　　華東華東華東華東ははははピークピークピークピーク時時時時１５００１５００１５００１５００万万万万ＫＷＫＷＫＷＫＷ
　中国で、今夏の電力不足が局地的に化学品生産へ影響を与える懸念が高まってきた。中国電力企
業連合会（中電連）によると、１月は全国合計で最大３０００万キロワット（ＫＷ）前後の不足に
陥った。２月以降、改善されているものの今後、夏場の消費ピークを控え再び厳しい状況となる見
通しで、中電連ではピーク時に華東では１５００万ＫＷ、華北、華南ではそれぞれ５００万ＫＷ程
度が不足すると予測している。年初来、電力不足が
比較的深刻なのは湖南省、江西省、重慶市、浙江省、
貴州省など。原因としては発電量不足や石炭供給不
足など複数要因が指摘されている。
　このまま夏を迎えれば、エネルギー多消費型産業
の１つに挙げられる化学工業の生産への影響が懸念
される。

　　　　６６６６月月月月０９０９０９０９日日日日（（（（木木木木））））
1111 豊富豊富豊富豊富ななななシェールガスシェールガスシェールガスシェールガス原料原料原料原料・・・・・・・・・・・・活気活気活気活気づくづくづくづく北米石化産業北米石化産業北米石化産業北米石化産業、、、、シェルシェルシェルシェルももももエチレンエチレンエチレンエチレン計画計画計画計画
　　　　数年数年数年数年でででで５００５００５００５００万万万万トントントントン規模規模規模規模のののの増強増強増強増強

　北米の石油化学産業が活気づいている。予想以上の埋蔵量が確認されたシェールガスを原料に、
大型エチレンプラントを新設する動きが相次いでいる。シェルはこのほど、アパラチアン地域で世
界規模のエチレン設備の新設計画を検討中であることを明らかにした。同地域のマセラガス田から
算出されるエタンガスを原料にエチレン、ポリエチレン（ＰＥ）を企業化する。
　北米ではダウ・ケミカルが新設により年産２８０万トンのエチレン能力増強を決めるなど、エタ
ンベースクラッカーの新増設計画が短期間で相次ぎ浮上している。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・震災後震災後震災後震災後のののの産業産業産業産業のののの課題課題課題課題をををを示示示示したしたしたした産構審産構審産構審産構審
　東日本大震災の発生からまもなく３カ月。被災地の復旧、原発事故の収束に向けた取り組みは
遅々として進まない。震災による経済的損失も大きく、国内総生産（ＧＤＰ）は１-３月期に続いて
４-６月期も前期比マイナスが避けられそうにない。被災した生産・物流拠点の復旧作業は産業界の
努力により急ピッチで進んでいるが、日本で事業を継続する制約要因がより重くのしかかっている。
　経産省は「産業構造ビジョン」を策定、これをベースに政府は「「新成長戦略」を昨年６月に
閣議決定した。国内の産業構造転換を強力に推進する一方、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ)への
参加や法人税引き下げなど政策を固め、日本経済復活に向けて踏み出した。この中で震災が発生し、
この３カ月、官民は原発事故の収束を含めた震災対策に追われた。震災で構造変化を起こした産業
をどのように立て直すかという視点で議論を始めたのが、産業構造審議会競争力部会。直面する課
題として、原発事故を契機にするエネルギー制約、生産活動を支えるサプライチェーンの寸断、海
外展開による空洞化、日本ブランドの信頼性低下を取り上げた。とりわけ深刻なのは電力の供給不
足とコスト上昇だ。原発稼働のていかによるコストアップは必至。一方、地球温暖化対策から化石
燃料への依存を高めることも難しく、自然エネルギ―には課題が多い。エネルギー政策は、二重苦



三重苦にある。短期的な電源確保と中長期的なエネルギー政策の見直しは急務になる。
　サプライチェーンの寸断で明らかになったのは自動車会社が直接調達する部品の多ソース化を図
っても、部品に使われている源材料は特定企業に集中しがちなことだ。
　また、空洞化問題は、国内市場の成熟化と新興市場の成長を考えると、海外に軸足を移した経営
戦略の修正は難しいだろう。しかし法人税やＴＰＰ参加を先送りすると、空洞化が加速することを
政府は認識すべきである。

2 経産省経産省経産省経産省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン生産能力調査生産能力調査生産能力調査生産能力調査

※１　ＬＤ（ＨＤ、Ｌ－Ｌ）専用設備
※２　ＨＤ、Ｌ－Ｌ併産設備

3333 プラプラプラプラ製品輸入製品輸入製品輸入製品輸入がががが急増急増急増急増・・・・・・・・・・・・４４４４月月月月　　　　２２２２カカカカ月連続月連続月連続月連続２２２２ケタケタケタケタ成長成長成長成長、、、、管管管管・・・・ホースホースホースホースなどなどなどなど復興需要関連復興需要関連復興需要関連復興需要関連でででで顕著顕著顕著顕著
　プラスチック製品の輸入が急増している。貿易統計による４月の輸入量は、前年同月比１０．３
％増の１６万３２３２トンとなり３月に続き２ケタの伸びを見せた。東日本大震災の影響で国内
生産が一時的に縮小したためとみられており、とくに管・継ぎ手や壁面・天井被覆材、建設関連
製品が高い伸びをみせている。大震災による復興需要がプラスチック製品輸入を押し上げている
様子がうかがえる。
　一方、プラスチック製品の国内生産をみると３月は震災の影響で合計生産量が前年同月比４．４
％減少したが、４月の生産量（速報）は同６．５％増と回復しており、輸入増と国内生産の動きは
必ずしもリンクしていない。復興需要がらみではパイプが前年同月比６．６％増の３万３７３１ト
ンとプラスを確保したが、建材は横ばい、継ぎ手は同４．５％減となっている。
　また、フィルム、シート類は４月に国内生産が
３～４％増加したにもかかわらず輸入が急増して
いる。このため足元のプラスチック製品の輸入増
が震災により減少した国内生産を補うかたちで発
生したのかは不透明。この時期需要家が積極的に
原材料確保に動いたことで、輸入品の調達に拍車
がかかったことに加え、被災地の復旧に必要なプ
ラ製品の安定供給のため、メーカーが輸入品を手
当てするなどの複合的な要因が背景にあると見ら
れている。
プラスチック製品の生産は今後、夏場の電力不足
による制約が懸念材料となっていることから、輸入
品の動きには今後も注目が集まりそうだ。

1111 プライムポリマープライムポリマープライムポリマープライムポリマー・・・・・・・・・・・・海外海外海外海外でででで増強増強増強増強をををを推進推進推進推進、ＰＰ、ＰＰ、ＰＰ、ＰＰ自動車材自動車材自動車材自動車材　　　　年末年末年末年末にににに７７７７７７７７．．．．５５５５万万万万トントントントンへへへへ
　プライムポリマーは、海外４拠点でポリプロピレン（ＰＰ）自動車材料の年産能力を増強する。
今年上半期にメキシコ、中国で増強を完了させており、さらに年末までに米国、タイで増強する。
４拠点で３万５０００トンの能力が加わり、合計能力は７７万５０００トンに拡大する。ブラジル
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拠点設置を含めて、各拠点の能力増強を進め、２０１３年度末までに８４万トンに高める方針。
世界トップシェアに向けて着実に生産体制を強化する。

11111111 新成長戦略実現会議新成長戦略実現会議新成長戦略実現会議新成長戦略実現会議・・・・・・・・・・・・分科会設分科会設分科会設分科会設けけけけエネエネエネエネ政策議論政策議論政策議論政策議論
　政府は７日に新成長戦略実現会議を開催、今後のエネルギ―政策についての議論を開始した。
エネルギー・環境会議（議長：玄葉光一郎国家戦略担当大臣）の設置を決定。省エネルギー、自然
エネルギー（再生可能エネルギー）、化石燃料、原子力、電力システム、関連産業、の６つを主要
な論点として近く開催する。７月に論点整理、年末に基本方針を固める。来年には革新的エネルギ
ー・環境戦略を策定し、経産省のエネルギー基本計画などに反映させる。
　エネルギ―・環境会議は新成長戦略実現会議の分科会として設置。経産省をはじめ関連府省の
大臣で構成する。作業は副大臣を中心とする幹事会が進め、必要に応じ民間からのヒアリングも行
う。原子力は事故調査・検証委員会などの状況を踏まえながら検討、電力システムとエネルギー・
環境産業は長期の課題と捉え発送電分離などの問題を考える。

　　　　６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））
1111 東洋紡東洋紡東洋紡東洋紡　ＰＥＴ　ＰＥＴ　ＰＥＴ　ＰＥＴフィルムフィルムフィルムフィルム　　　　１００１００１００１００億円投億円投億円投億円投じじじじ新設備新設備新設備新設備・・・・・・・・・・・・工業工業工業工業・・・・包装用包装用包装用包装用にににに対応対応対応対応

　東洋紡は９日、つるがフィルム工場（福井県）に年産能力２万２０００トンのポリエステル（
ＰＥＴ）フィルム製造設備を新設すると発表した。工業用、包装用フィルムの両用途に対応し、
１００マイクロメートルまでの薄物製品に対応可能なハイブリッド型ＰＥＴフィルムを生産する。
　投資額は１００億円で、２０１３年１０月に稼働を開始する予定。工業用はタッチパネルや太陽
電池用途での需要増が見込まれ、包装用でも食品分野で需要が拡大していることから新設備の建設
に踏み切る。

1111 丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学ＭＥＫＭＥＫＭＥＫＭＥＫ復旧復旧復旧復旧にににに着手着手着手着手、、、、アジアトップアジアトップアジアトップアジアトップ返返返返りりりり咲咲咲咲きききき誓誓誓誓うううう、「、「、「、「空白空白空白空白」」」」のののの１１１１年市場環境流動化年市場環境流動化年市場環境流動化年市場環境流動化もももも
　丸善石油化学がメチルエチルケトン（ＭＥＫ）の復旧計画を始動した。生産能力は東日本大震災
の被災前と同じ年１７万トンで、アジアトップへの返り咲きを誓う。完了は来年６月。ただ、製品
代替や国内市況とアジア市況の連動といった動きが出ており、１年以上にわたる空白期間の間に
市場環境が変わる可能性もある。
　震災前アジアのＭＥＫ市場は年７０万トン程度の需要に対し、供給能力は６３万トンで、不足分
は欧州からの輸入で賄っていた。日本メーカーは約２６万トンを生産、１３万トン程をアジアへ
輸出していた。こうしたなか、丸善石油化学のアジア最大級の１７万トン能力のプラントが停止し
た影響は大きい。
　市況が高騰する中、中国は国内不足ポジションにありながら価格上昇を受けて内需に充てられて
いた製品を日本への輸出に振り向けた。４月の輸入量は４３２９トンと前年同月比４倍以上で、
中国がその８割を占めた。アジアの需要は震災前、接着剤、溶剤やエポキシ加工溶剤などを牽引役
に年率５％程度の伸びが見込まれていた。今後、製品代替が進むものの潜在需要は依然として高い
といえる。一方、原料となるＣ４留分の供給源が限られていることもあり、目立った新増設計画は
打ち出されていない。このため１年後に丸善石油化学が復旧した時点で、需要を取り戻せる余地は
十分にある。
　復旧計画の推進に当たり、藤井シュン社長は「出直しのつもりで取り組んでいく。ただ、需要家
は製品代替や輸入による手当てでコスト高を許容せざるを得ない状況にある。加えて品質面でも
評価してもらえれば、再び利用してもらえるのではないか」との展望を語った。

2222 ＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣ・・・・・・・・・・・・生産目標据生産目標据生産目標据生産目標据ええええ置置置置きききき、、、、３３３３カカカカ月後再協議月後再協議月後再協議月後再協議
　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は８日ウイーンで総会を開き、原油生産目標（イラクを除く１１カ
国）を現在の日量２４８５万バレルに据え置く方針を決定した。増産に向け議論を進めていたが、
加盟国間の見解の開きが大きく、合意に至らなかった。一方で、サウジアラビア、クウェート、
アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）は拡大する需要に対応するため、独自に増産を計画していることを
明らかにした。原油価格は高どまりを続けているものの、総会では原油供給量は十分確保されてい
るとの判断を優先した。しかし、増産を見込んでいた市場は高騰する恐れもある。また世界経済は
原油高を受けて失速の兆候を示しており、消費国から一段と増産を求める声が強まりそうだ。

　　　　天坊昭彦天坊昭彦天坊昭彦天坊昭彦・・・・石油連盟会長石油連盟会長石油連盟会長石油連盟会長
　世界経済は先行き不透明感を増しており、大幅な価格上昇の受け入れは難しい。一方で、中東・
北アフリカの不安定な情勢により、価格が下支えされる要因になっている。当面はおおむね現在の
価格レベル（９０～１５０ドル）で推移するものと思われる。

7777 肥料肥料肥料肥料・・・・・・・・原料原料原料原料のののの安定確保策急務安定確保策急務安定確保策急務安定確保策急務にににに、、、、作物作物作物作物のののの供給供給供給供給・・・・品質向上品質向上品質向上品質向上にににに変変変変わらぬわらぬわらぬわらぬ役割役割役割役割、、、、国挙国挙国挙国挙げげげげソースソースソースソース探索探索探索探索をををを
　　　　１１１１１１１１年度秋肥価格年度秋肥価格年度秋肥価格年度秋肥価格、、、、２２２２期連続上期連続上期連続上期連続上げげげげ、、、、リンリンリンリンなどのなどのなどのなどの高騰響高騰響高騰響高騰響きききき　　　　　　　　広広広広がるがるがるがるリンリンリンリン資源資源資源資源リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル

　肥料はこれまで、食料の安定供給や農産物の品質向上に不可欠な資材として農業に貢献してきた。
世界的な人口増加で食料需要が増大するなか、その役割はますます重要になっている。最近では、
新興国を中心とする肥料需要の拡大や投機マネーの流入により原料価格が高騰し、２００８年肥料
年度には国内資料価格が前年度比５割上昇した。リーマンショックを境に、０９肥料年度は落ち着
きを見せていたが、１０肥料年度から再び上昇に転じた。
　国内の農業生産は、農業生産者の高齢化や担い手不足、輸入農産物の増加で停滞しているが、
食料の安定供給は国家の基盤であり、食料安全保障には肥料が不可欠。世界規模で原料確保を巡る
競争が激化するなか、肥料サプライチェーンに関係する生産者、商社、肥料メーカー、行政、等が
一体となって原料の安定確保に関する戦略を構築し、速やかに実行していく段階にきている。
　全国農業協同組合連合会（全農）はこのほど、２０１１肥料年度秋肥（１１年６月～１０月）の
主要品目価格を決定し、基準銘柄である高度化成（一般）を前期比３．２％値上げした。１０年度
春肥（１０年１１月～１１年５月）の高度化成（一般）も前期比１．７％の値上げとなっており、
２期連続の値上げとなった。国内肥料価格の値上げの背景には、化学肥料の原料であるリン、カリ、



窒素の国際市況の高騰が影響している。特に日本がほぼ全量輸入しているリン、カリについては、
新興国を中心に需要が拡大しており、継続的な価格上昇が避けられそうにない。

7777 日本肥料日本肥料日本肥料日本肥料アンモニアアンモニアアンモニアアンモニア協会協会協会協会　　　　酒井和夫酒井和夫酒井和夫酒井和夫　　　　会長会長会長会長（（（（三菱三菱三菱三菱ガスガスガスガス化学社長化学社長化学社長化学社長））））にににに聞聞聞聞くくくく
　　　　海外動向海外動向海外動向海外動向　　　　常常常常にににに注視注視注視注視をををを　　　　国内国内国内国内のののの農業農業農業農業ビジョンビジョンビジョンビジョン、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰのののの前提前提前提前提

■・・３月の東日本大震災は日本に甚大な被害を与えました。肥料工業への影響はいかがだったで
しょうか。
「　震災当時、肥料は春肥の生産、配送の最盛期だった。東日本の肥料メーカーは工場設備、製品、
在庫の被害を受けた。また、停電や重油手当ての制限、トラックや構内作業機器の燃料不足などで
生産や配送に支障をきたす例もあった」
■・・震災後、協会としてどのような対応をとられましたか。
「　供給責任を全うするため震災直後に、生産や輸送に関する支援、規制弾力的運用を当局へ要請
した。また、必要な重油、電力、肥料用硫酸などの確保にも努めた。業界で代替生産やスワップと
いった対策が取られた。この際、会員各社が苦慮していることに鑑みて、生産工場の変更手続きの
簡素化や、保証成分の許容値の緩和など肥料製造規制の弾力的運用を要請した。その結果、３月
２２日には肥料取締法の弾力的運用についての通知が出され、当面の間、手続きなどが簡素化され
ることになった」
■・・肥料原料価格が再び上昇に転じました。
「　わが国の肥料原料のほとんどは輸入に依存しており、海外の市況に左右されやすい構造になっ
ている。安定供給を維持する為にも輸入元の多元化により海外原料の安定確保対策を強化すべきだ。
　原料産出国とのジョイントベンチャーや原料共同購入組織の発足、台湾・韓国など日本と同じ
肥料生産構造をもつ隣国との共同歩調などがあり得るだろう。国レベルでの支援を求めることも
選択肢に入ってくる。」
■・・日本の農業にあり方と肥料の役割について。
「　ＴＰＰが検討されているが、国民に対し、まず国内農業の中長期ビジョンとそのスキームを同
時に示すべきだ。確固とした農業基盤を構築したうえで判断する必要がある。
　世界人口が増加し、食料需要が増大するなかで農業のグローバル化はますます進展するだろう。
日本の農家１戸当たりの農地面積は拡大しているが欧米などに比べれば圧倒的に小さい。日本の
農業が世界に太刀打ちしていくためには、作物の単収や品質に対応するしかない。日本の農産物は
品質や食味の良さが海外で高く評価されている。緩効性肥料、有機質肥料、機械施肥用肥料など
機能生の高い製品をニーズに応じて供給し、農産物の品質向上に貢献していくことが肥料の役割で
あり、それが日本の農業の魅力を高めて行くと確信している。

11111111 １１１１----３３３３月期月期月期月期ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ改定値改定値改定値改定値・・・・・・・・・・・・年率年率年率年率３３３３．．．．５５５５％％％％減減減減にににに小幅上方修正小幅上方修正小幅上方修正小幅上方修正
　内閣府が９日発表した１-３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０．９％減、年率換算では３．５％減となった。
　速報値（前期比０．９％減、年率３．７％減）に比べ、年率は上方修正された。企業の在庫取り
崩しが速報値段階での推計ほど進んでおらず、民間在庫が四半期ＧＤＰの減少に与えた寄与度が
マイナス０．４％（速報値マイナス０．５％）に上振れしたことが主因。

11111111 京葉京葉京葉京葉ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン・・・・・・・・・・・・社長社長社長社長にににに渡部氏渡部氏渡部氏渡部氏
　京葉ポリエチレンは９日、８日に開催した取締役会で渡部喜美男代表取締役副社長が社長に昇格
する人事を内定したと発表した。畑中信社長は退任する。６月３０日に開催する株主総会および
取締役会で正式決定する。


