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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）

　　　　６６６６月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（月月月月））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・経産省経産省経産省経産省がががが進進進進めるめるめるめる革新的革新的革新的革新的エネエネエネエネ技術開発技術開発技術開発技術開発

　東京電力福島第１原子力発電所の事故は、わが国のエネルギー政策や地球温暖化対策の根本的な
見直しを迫っている。政府のエネルギー基本計画では、２０３０年の発電電力量の約５０％を原子
力によって供給する試算して、原子力発電所１４基の新設を想定した。福島原発に続いて中部電力
浜岡原発の運転停止を契機に、定期点検終了後の既存原発を運転再開させることさえ容易でない
状況に直面している。一方、２０年までに９０年比で温室効果ガス２５％削減に向けた国際公約も
再検討が必要になろう。
　この対応策として、短期的には天然ガスなど化石燃料比率を高めることで電力供給を維持しなが
ら、太陽光や風力発電など再生可能エネルギーの導入加速とともに、石炭のクリーン化をさらに推
進することが考えられている。それでも原発頼みのエネルギー供給や温暖化対策から脱却するには
力不足だろう。経産省はよりハードルの高い革新的エネルギ―技術の開発を打ち出した。太陽光発
電では、２０年台に実用化が見込める色素増感型や薄膜型の有機系に続いて、３０年台を視野に入
れたナノレベルの構造制御技術を用いた超高効率の量子ドット型太陽電池が具体的なイメージだ。
　このほか、石炭ガス化複合発電に燃料電池を組み合わせて、ＣＯ２発生量を天然ガス並みに引き
下げる。白金に代わる触媒開発や電解質材料のブレークスルーによって、燃料電池コスト４分の１
寿命１．５倍を目指した革新的技術開発にも取り組む。
　詳細を固めて予算措置を講じ、官民が連携して事業化を見据え、人材と技術力を結集した世界最
先端の集中研究拠点を構築する。政府主導で研究開発を推進する必要性は大きいが、産官学の英知
を結集して世界をリードする成果が要求される。

2222 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工・・・・・・・・・・・・夏期夏期夏期夏期のののの節電対策節電対策節電対策節電対策
　昭和電工が夏季の節電策をまとめた。事務所で空調温度抑制や稼働時間の削減を実施。さらに
照明の消灯。削減を進め、パソコン・ＯＡ機器の省エネモード設定を徹底する。製造部門では、生
産の夜間・休日へのシフトや停止自家発電設備の再稼働、自家発電設備の導入により購入電力を削
減する。
　また、本社地区では今月１６日から４カ月間、標準労働時間を１時間早めるほか、１０～１１月
の祝日を振り替え、夏季休暇を８月６日から１０連休とするなどの対策を講じる。

2222 ５５５５月月月月エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産・・・・・・・・・・・・前年同月比前年同月比前年同月比前年同月比９９９９．．．．９９９９％％％％増増増増のののの５５５５５５５５万万万万トントントントン
　経産省がまとめた５月のエチレン生産速報は、前年同月比９．９％増の５５万３０００トンだっ
た。前月比では１．４％減。定期修理プラントは３プラントで、前年同月は３プラント、前月は１
プラントだった。

2222 経産省経産省経産省経産省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン生産能力生産能力生産能力生産能力
（単位：千トン／年）

10101010 経産省経産省経産省経産省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策見直政策見直政策見直政策見直しししし・・・・安全性確保安全性確保安全性確保安全性確保をををを万全万全万全万全にににに　　　　時間軸時間軸時間軸時間軸のののの応応応応じじじじ優先順位優先順位優先順位優先順位、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネもももも柱柱柱柱
　経産省は、エネルギー政策見直しの基本的視点を示した。海江田万里経済産業大臣が新成長戦略
実現会議、閣僚委員会で説明した。従来の３Ｅ（安定供給、経済性、環境適合性）にＳ（安全性確
保）を加えたＳ＋３Ｅを大前提とし、時間軸に沿って優先順位を決めて対応すべきとした。
供給の柱として原子力、化石燃料に再生可能エネルギーを追加。需要の柱である省エネを含め取り
組を強化する。
　わが国のエネルギー政策は、２度にわたる石油危機を背景に、資源の確保や電源の多様化、省エ
ネを推進・３Ｅのベストミックスを基本方針としてきた。しかし、震災・原発事故を踏まえた今後
のエネルギー政策では、原子力の安定確保に万全を期すことが不可欠となる。安定供給の面では、
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災害など有事に強いエネルギー供給体制を構築するとともに、分散型電源や電力以外のエネルギー
源と共生する複線・多重型システムの実現が求められる。
　今後の検討課題では、再生可能エネルギーを供給面で新たな柱と位置付ける。わが国の自然資源
のポテンシャルを最大限に活用し、大幅なコスト削減を図り実用性を飛躍的に向上させる。
　需要側では、省エネ技術の強化に加え、再生可能エネルギーとスマートグリッド技術の融合など
を検討。エネルギー需給構造の変革と経済成長を加速させる発送電の分離を含め、多様な主体の参
画と競争の促進に向け、聖域を設けずに現行体制を見直す。
　再生可能エネ、化石燃料のクリーン利用、省エネ・低炭素化などの技術を体系的にまとめ時間軸
を考慮した中長期のロードマップを示し、技術開発の重点的な強化をする。

　　　　６６６６月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（火火火火））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　福島第一原発の収束のメドが立たないなかで、日本経済は１５％の節電という未体験ゾーンに入
る。経済活動の“血液”である電力が不足する中で、大震災の復興と産業の活性化を果たさなけれ
ばならない。▼こうしたなかで、日本の今後のモノづくりについて識者の見方が溢れている。円高
定着で、楽観論は少数派だ。恒常的な電力不足はそれに追い打ちをかける▼むしろ、産業界は危機
感はいつになく強い。トヨタ自動車の首脳は先週末、円高と電力不足という局面をとらえて、日本
でのモノづくりが「限界を超えつつある」ともらしたようだ。電力不足は、日本企業が追求してき
た最高効率の生産の前に立ちはだかる解の無い難題にみえる▼菅直人首相による浜岡原発の停止
命令は、「想定以上」の波紋を広げている。関東、東北地域での電力不足は、ここにきて関西以西
にも波及、日本列島全体が“輸血”が必要な病状だ▼１１日、東京の代々木公園では「脱原発
１００万人アクション」の集会が開かれ、子ども連れの若い女性など多くの人が集まった。この間
の政府の原発事故への対応は、情報不足からくる不安感を高めたという見方もある。大震災から復
興には、電力の回復という経済インフラの再構築が含まれる。「一定のメド」より迅速な対応が
不可欠だ。

2222 日本日本日本日本ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンがががが夏季節電対策夏季節電対策夏季節電対策夏季節電対策・・・・・・・・・・・・川崎川崎川崎川崎でででで輪番操業輪番操業輪番操業輪番操業
　日本ポリエチレンは、夏季の節電対策として川崎工場で他社向上との輪番操業を実施する。鹿島
工場では定期修理を８月末に延期し、在庫を震災前のレベルまで回復させる。
　同社は、鹿島工場と川崎工場が震災で操業停止したが、川崎は４月上旬に、鹿島も５月中旬から
操業再開している。７月１日から９月２２日までの期間、電力１５％使用削減が求められるため、
自家発電能力では必要量のすべてを賄いきれない川崎工場で、川崎地区の他社工場と協力し輪番操
業することを決めた。水島、大分工場の生産拡大で補う。

3333 食品包材食品包材食品包材食品包材・・・・・・・・・・・・夏場夏場夏場夏場にににに需要息切需要息切需要息切需要息切れれれれ？？　？？　？？　？？　仮需要仮需要仮需要仮需要やややや増産反動増産反動増産反動増産反動などなどなどなど表面化表面化表面化表面化
　ポリオレフィンフィルムなど、食品包装材料の需要が夏場にも息切れするとの見方が出てきた。
　震災直後の供給不安、値上げ前の仮需要、電力制限の夏場以前での増産ニーズという３つの要因
が重なり、足元で需要が大きく拡大していることが背景。
　原反メーカーは今後、需要量の大幅変動も想定した事業運営を迫られそうだ。
　食品包装材料は、震災の影響で原反フィルムの供給不安が広がったことが背景に、需要家が玉確
保に奔走した。ポリオレフィンフィルムは実際に関東以北の生産拠点が相次いで操業停止し、供給
量が一時的に大きく制限された。ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムなどでも、「工
業用が好調で玉が足りない」などの風評で需要家が実際の需要を上回るオーダーを出す動きが相次
いだ。また、原反メーカーの価格是正の動きもあり、値上げ前に原反を確保したいとの思いが、玉
確保に拍車をかけた。
　３月から４月にかけた原反メーカーの受注は、例年の２倍規模に達したといわれる。原反メーカ
ーは供給体制の正常化と並行し、不要不急の注文を排除した実需要に基づくサプライチエーンの回
復を目指したが、実際にはどれが実需に基づく注文か判断が付かないケースも多いという。
　さらに足元ではピーク時電力の１５％削減が実施される夏場を前に、できるだけ在庫を積み上げ
たいという思惑から、サプライチェーン全体で増産モードに突入している。原反メーカーは、夏場
にこれらの反動が一気に表面化するケースも想定するなど、柔軟な事業運営が必要となりそうだ。

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弱含弱含弱含弱含みみみみ、、、、原油下落等影響原油下落等影響原油下落等影響原油下落等影響　ＰＰ　ＰＰ　ＰＰ　ＰＰはははは１６００１６００１６００１６００ドルドルドルドル割割割割れれれれ
　ポリオレフィンは、アジアで弱含んでいる。アジア市況は直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤ
ＰＥ）が１トン当たり１３００ドル前後、ポリプロピレン（ＰＰ）が１６００ドル割れとなってお
り、ＰＥ・ＰＰとも１カ月前対比で１００ドルほど下がった。原油下落のほか、中国の金融引き締
めや電力不足による需要鈍化でウオ上官も出ている。
　先週末時点で高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）が１トン当たり１３２０～１３５０ドル、ＬＤ
ＰＥ１３５０～１５７０ドル、ＬＬＤＰＥ１２８０～１３１０ドル、ＰＰホモ１５６０～１５８０
ドルを付けている。いずれも１カ月前対比でほぼ１００ドルの下げとなり、スウイング生産する
ＥＶＡの太陽電池需要でタイト感が強かったＬＤＰＥ、一時は１７００ドルに迫ったＰＰとも、
１６００ドルを割り込んだ。
　これはまず、原油・ナフサ価格に連動したエチレン・プロピレンの下げがある。現在、エチレン
は１トン１２００ドル強（極東ＣＦＲ）、プロピレン１４００ドル後半を付けており、１か月前比
１００～１５０ドル下がっているところだ。
　また中国では、インフレ抑制・今夕引き締めによる需要減速が顕著になっているが、中東品は
まだ流入している。中間・末端在庫なども積み上がっているようだ。
　原料（エチレン・プロピレン）マージンが１００ドルを切る状況で、採算が悪化してきたことを
受けて、５～１０％の減産に入る動きが出てきている。ただ現時点で、減産インパクトはまだ限ら
れている。「ポリオレフィン回復には、１～２ヵ月かかりそうだ」（商社）との見方も出ている。

12121212 中国中国中国中国、、、、日系企業誘致日系企業誘致日系企業誘致日系企業誘致をををを活発化活発化活発化活発化・・・・・・・・・・・・東日本大震災契機東日本大震災契機東日本大震災契機東日本大震災契機にににに、、、、生産移転生産移転生産移転生産移転ニーズニーズニーズニーズ焦点焦点焦点焦点　　　　



　　　　各開発区各開発区各開発区各開発区、、、、新新新新５５５５カカカカ年計画年計画年計画年計画がががが背景背景背景背景
　日本企業をターゲットとした誘致活動が中国で広がっている。東日本大震災を契機にリスク分散
も視野に入れた生産移転が進むと見込んでいる地方政府や開発区が目白押しだ。５月末に北京市内
で開かれた開発区関連のフォーラムでは、集まった各地の開発区幹部から「（企業誘致の一環で）
日本から帰ってきたばかり」「今夏、日本出張を予定している」といった話が多く聞かれた。
第１２次５カ年計画の初年に当たり、各開発区で外資導入の１つの柱としていることも背景にある。
　誘致する側にとっては日本企業の堅実さが大きな魅力の１つ。新たな５カ年計画のスタートに沿
って、各地方も２０１５年までの発展計画を策定するタイミングで発生した東日本大震災が、この
流れを加速している。ここにきて遼寧省を軸にした東北部、重慶や四川省を中心とした西部の開発
が急速に具体化してきたことも一連の動きに広がりを与えている。一方、国務院では連雲港を新た
な発展モデル地域とする江蘇省のプロジェクトを批准した。プロジェクトではこれに沿って外資
誘致を含めた開発が進められる見込み。各開発区では、市場へのアクセス、物流・交通の利便性、
進出企業への各種優遇やサポート、原材料供給基盤といった面でそれぞれの優位性をアピールしな
がら、日本企業誘致に力を注ぐ。

　　　　６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））
1111 三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル・・・・・・・・・・・・シナジーシナジーシナジーシナジー追求急追求急追求急追求急ぐぐぐぐ、、、、中計目標変更中計目標変更中計目標変更中計目標変更せずせずせずせず　　　　事業枠組事業枠組事業枠組事業枠組みみみみ変更変更変更変更へへへへ

　三菱ケミカルホールデイングスは１４日、事業説明会を行い、中期経営計画の進捗を説明した。
小林喜光社長はグループシナジーの追求を急ぐとし、「２０１３年度初めに事業枠組みの変更を行
い、１５年度にはマネジメントユニットを再構築する」ことを明らかにした。営業利益７００億円
創出につなげるＭ＆Ａはグループの弱い部分の補完と、差異化につながる事業」が選択の基準であ
るとした。東日本大震災は今期４００億円のマイナス要因になるとしながらも、「中計諸課題の取
組を加速する」とし、営業利益４０００億円などの経営目標は変えないことを強調した。
　経営課題としてグローバリゼーション、サステナビリテイー、差異化、イノベーションの４つを
挙げ、スペシャリテイーとコモデイテイーの２面作戦を展開するとしている。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・震災震災震災震災でででで迫迫迫迫られるられるられるられる事業継続計画見直事業継続計画見直事業継続計画見直事業継続計画見直しししし
　東日本大震災は日本経済に大きな打撃を与えたが、復旧・復興に向けて着実に歩み始めている。
行政や産業界は新型インフルインザや大規模地震に備えた事業継続計画（ＢＣＰ）を策定したが、
震災の経験を踏まえてＢＣＰの見直しが求められている。これまで、コンピューターの不具合発生
が懸念された「２０００年問題」、大規模地震やインフルエンザによるパンデミックへの対応が迫
られるなかで、大企業から中小企業へ広がりを見せてきた。また、英国規格協会は事業継続管理シ
ステムの標準化を行い、国際標準化機構（ＩＳＯ)は国際規格の策定作業を進めている。
　製造業のＢＣＰは事故防止対策、災害発生時の対応、復旧に向けた取り組みを基本に策定してい
る。今回の震災によるサプライチェーン問題は、一次下請け企業のみならず二次、三次など、より
多くの関連企業のＢＣＰが評価対象になるだろう。生産拠点や設備の複数化も必要になる。しかし、
これらの要求に対応できない企業は取引継続が難しくなってくることも現実である。

10101010 エネエネエネエネ研研研研がががが分析分析分析分析・・・・・・・・ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量排出量排出量排出量　　　　原発停止続原発停止続原発停止続原発停止続けばけばけばけば１９１９１９１９％％％％増増増増、、、、１２１２１２１２年度産業用電力料金年度産業用電力料金年度産業用電力料金年度産業用電力料金３６３６３６３６％％％％上昇上昇上昇上昇
　現在停止中および今後定期点検入りする原子力発電所が再稼働せず、停止し続けた場合、
２０１２年度のＣＯ２排出量は１２．６億トンと９０年比１８．７％増加するという試算を日本エ
ネルギー経済研究所がまとめた。　
　再稼働しないシナリオは、化石燃料消費量が大幅に増え、１２年度の燃料コストが３．５兆円増
加する。これにより産業用電力料金は１０年度より３６％上昇するという。１２年夏には電力の
供給不足に陥るなど、環境と経済の両面に対する悪影響が懸念されるとしている。
　現在、わが国の原発は東日本大震災の影響と１３カ月毎定期点検義務により５４基中３６基が停
止中。今後定期点検入りする設備も含め、再稼働できない状態が続けば来年夏にはすべての原発が
停止する。エネ研は、７月から順次再稼働、１２月から順次再稼働、再稼働なしの３つのシナリオ
について分析した。「再稼働なし」では、エネルギー起源ＣＯ２排出量は１０年度の、１１億２４
００万トンに対し、１２年度は１２億５７００万トンと１１．８％増加する。京都議定書の約束期
間である０８～１２年度の平均排出量は１１億５２００万トンと、９０年比８．８％増加すること
になる。
　石炭火力発電所の１２年度平均稼働率は、電力１０社全体で８５％、液化天然ガス（ＬＮＧ）
火力は６８％、石油火力は５５％となる。ただし、長期停止中の発電所を差し引くと半数以上の
電力会社で１２年夏に稼働率１００％を超える運転が必要。事実上は供給不足の可能性が高いとい
う。稼働率が高まることで１２年度の燃料消費量は、石炭、ＬＮＧ、石油とも１０年度比大幅増加
となる。この結果、調達コストは合計３兆４７００億円増加する計算。
　コストアップが電力料金に上乗せされた場合、１キロワット時当たり３．７円上昇する。産業用
では、１０年度平均値１０．２２円に対し３６％上昇。標準家庭では月１０４９円と１８．２％の
負担増になる。
　エネ研は分析結果を踏まえ、エネルギーのベストミックスの観点から省エネ・再生可能エネルギ
ーの促進を図りつつ、安全性を最大限確保したうえで原発の再稼働を検討することが喫緊の課題だ
としている。

12121212 中国中国中国中国　　　　電力不足電力不足電力不足電力不足・・・・・・・・・・・・化学業界化学業界化学業界化学業界もももも不安視不安視不安視不安視、、、、夏場夏場夏場夏場ののののピークピークピークピーク時時時時ががががカギカギカギカギ、、、、““““局地局地局地局地””””からからからから範囲拡大範囲拡大範囲拡大範囲拡大
　中国の電力供給不足を巡り化学業界にも不安が広がっている。ここ数年、中国の電力事情は安定
しつつあり、供給不足は地域的に限定されてきた。ただ今年は発電用石炭の高騰や渇水による水力
発電量の低下をはじめとする要因が拡大するとともに「例年より２カ月ほど早く」（日系商社）、
空調向け需要が落ち着く夏前から問題が顕在化している。国家エネルギー局では、最近の大雨で水
力発電量が増え、一部の需給バランスが改善されつつあるとする一方、５月は浙江省や湖南省、重
慶市、貴州省を中心に供給不足が強まったという分析。夏場の消費ピークを控え楽観視できないと
しており「計画停電が広がれば、化学メーカーの生産への影響が必至」（同）だ。



　今年は発電用石炭の高騰が電力会社の経営を圧迫している。中国電力企業連合会（中電連）など
によると発電用石炭価格は現在、昨年比２倍強の１トン当たり１２００～１３００元となっている。
国家エネルギー局では火力発電所に対し、積極的に石炭を購入し、石炭不足による設備停止や計画
外の稼働調整を極力避けるよう求めた。ただ、同局では構造調整を通じた省エネルギー及びエネル
ギー消費量のコントロールが目前の課題解決にとって最善策としており、夏場にかけて計画停電
措置が地域的に拡大する可能性もある。５月１日に施行された国家発展改革委員会による電力使用
管理に関する法令では、社会インフラや市民生活関連、病院、学校、金融機関といった分野への
電力供給を重視する一方、産業構造調整リストで制限類、淘汰類となっている設備や高エネルギー
消費、高排出型企業などを電力供給の重点制限対象とした。

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でででで新新新新たなたなたなたな動動動動きききき・・・・・・・・・・・・全国一斉全国一斉全国一斉全国一斉でででで取締取締取締取締りりりり運動運動運動運動
　レアアース（希土類）の市場秩序がいぜん、混乱しているとして、中国政府は近く全国一斉の
取り締まり運動に乗り出す方針だ。中国中央テレビによると、中国工業・情報化省の当局者が明ら
かにした。それによると、中国政府は①違法採掘が後を絶たない②製錬能力の無秩序な拡大③深刻
な環境破壊④資源利用効率の低さ⑤輸出秩序の混乱⑥新素材の開発・応用技術の発展の遅れ―とい
う６つの問題がレアアース産業の長期的な発展を妨げていると分析。
　全国一斉運動では、違法採掘や、割り当て超過生産を厳しく摘発するほか、環境汚染、密輸行為
を徹底的に取り締まる見通し。いずれも世界貿易機関（ＷＴＯ）の関連規定に合致しているという。
　昨年後半は中国政府がレアアースの採掘・輸出管理を一気に強化。日本向けを含め、通関・輸出
が滞り、国際問題化した経緯がある。今回の一斉運動がどのような影響を及ぼすか、関心を集めそ
うだ。

　　　　６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（木木木木））））
1111 化学大手化学大手化学大手化学大手のののの夏季節電夏季節電夏季節電夏季節電プログラムプログラムプログラムプログラム・・・・・・・・・・・・本社本社本社本社のののの節電対策節電対策節電対策節電対策あのあのあのあの手手手手このこのこのこの手手手手、、、、輪番輪番輪番輪番ででででフロアフロアフロアフロア閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖
　　　　ノーノーノーノー残業残業残業残業デーデーデーデーをををを拡大拡大拡大拡大、、、、祝日振祝日振祝日振祝日振りりりり替替替替ええええ１０１０１０１０連休連休連休連休

　化学大手の東京本社関連における夏季節電プログラムがまとまり始めた。三菱化学は節電目標を
政府要請よりも１０％上積みし２５％に設定。７月中旬から９月中旬まで、各フロアを輪番で閉鎖
する方式で実質半日出勤体制とする。旭化成も東京本社の節電目標を２５％とし、７月から９月ま
でノー残業デーを実施。秋の祝日の振り替えなどで８月に１０連休を実施したり、７月、８月に４
連休を予定するなどあの手この手で節電対策に取り組む。昭和電工は部分消灯やクールビズ期間の
延長に加えて、６月１６日から１０月１５日まで就業時間を１時間繰り上げる実質的なサマータイ
ムを導入。１０月、１１月の祝日を振り替えて所定の休日と合わせて８月６日から１５日まで１０
連休とする。三井化学は７月の海の日、８月の旧盆時期に合わせて、それぞれ４連休として夏季休
暇の実質拡大を行う。住友化学は千葉工場の自家発電が休止する９月に合わせて、本社で集中休暇
を実施する。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　＜えがすか、百姓にゃ、百の能力が要求されんのだぞ＞。東北地方の寒村が日本から独立する
井上ひさしの小説「吉里吉里人」で農業こそ知恵が求められると、東北弁で強調するシーンだ▼
井上さんは日本の農業に対して数多く発言してきた。いま焦点になっているＴＰＰには、多分反対
しただろうが、小説では、＜片手間仕事で成り立っているのは、政府の保護があるからっしゃ。
農協が先頭さたって圧力ばかげる＞と、兼業農家やＪＡ，そして政治家も批判した。
４０年近く前に執筆されたが、農業を取り巻く課題は変わっていないと感じる▼管内閣は“平成の
開国”と称してＴＰＰへの参加を打ち出した。当初から激しい反対はあったが、東日本大震災によ
る農業被害に配慮して結論を先送りした。それ以上に残念なことは、今回も日本の農業の将来のあ
り方も含めてＴＰＰ推進派、反対派が一方的に自説を主張するのみで、建設的な議論が少なかった
ことだ▼吉里吉里人は、日本政府に愛想をつかして独立宣言から始まる。鳩山前首相の退陣のきっ
かけになった米軍基地問題は、解決の糸口を見いだせず混迷を続けている▼原発と並ぶ「迷惑施設」
問題にどう対処するか。このまま沖縄県民のみ犠牲を強いると、沖縄独立さえも現実の問題になり
かねない。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・海外事業海外事業海外事業海外事業のののの成功成功成功成功にににに不可欠不可欠不可欠不可欠なななな付加価値付加価値付加価値付加価値
　日本企業の成長戦略は、新興国を中心としたグローバル化の推進を軸に展開するだろう。ただ、
国内生産の空洞化を防いで海外事業を強化するためには、特徴ある技術開発を進めながら、提案力
やサービスなどで付加価値を高めることが求められている。この点では、ドイツの中堅・中小製造
業は付加サービスを武器にしており、日本企業にとって参考になろう。
　リーマンショック後、ドイツ経済の順調な回復が伝えられている。ユーロ安が輸出の追い風とな
り、中小企業を含め製造業の競争力が経済を支えている。輸出依存度は２００１年の３５％程度か
ら右肩上がりで、一時は５０％近くになった。日独とも世界同時不況で輸出依存度が急激に落ち込
んだが、ドイツは再び４０％台後半に回復している。この要因は自動車など有力企業にとどまらず
中小企業のグローバル展開が寄与していると指摘する。大半の非公開同族会社で、必ずしもハイテ
ク製品ではないものの、特化した事業を顧客と協力しながら技術革新を図ってきた。この製品を、
絶えずサービスを意識しながらグローバルに展開している。ドイツ独自のイノベーション戦略が競
争力の源泉になっているという。
　日本企業は国内市場の成長が見込めないなかで、グローバル化を加速している。ただ、海外子会
社を設立している企業は２３％（０８年）にとどまる。中堅・中小企業の収益力を強化するには、
海外市場の開拓が必要とされているが、ドイツと比較すると遅れていることは間違いない。この分
析で注目したいのは、非製造子会社を保有している企業ほど輸出も含めて販売力を伸ばし、雇用の
拡大や利益率も上昇していることである。これは自らのリスクで現地企業を活用して市場開拓に取
り組み、提案やアフターサービスまで踏み込んで実行しているためとしている。顧客企業の指示に
従った生産を目的とした海外進出では、国内生産の縮小や雇用の減少を引き起こす。グローバルに
事業を展開する第一歩としては妥当としても、現地における顧客開拓やサービスを視野にいれた戦



略なしには、海外事業の成功は見込めない。

2222 シェールガスシェールガスシェールガスシェールガスのののの台頭台頭台頭台頭、、、、硫黄需給硫黄需給硫黄需給硫黄需給にににに影響影響影響影響もももも・・・・・・・・・・・・含有量含有量含有量含有量、、、、在来型在来型在来型在来型ガスガスガスガスのののの１０１０１０１０分分分分のののの１１１１
　エネルギ―・石油化学産業の“ゲームチェンジャー”として注目されているシェールガス。
その影響は、肥料や非鉄精錬に用いられる硫黄にまで及ぼうとしている。天然ガス精製は主要な発
生源の１つだが、シェールガスは在来型ガスに比べ、硫黄の含有量が大幅に少ないためだ。
　硫黄に需給は主に、精製工程で硫黄を産出する石油や液化天然ガス（ＬＮＧ）プラントの稼働と
肥料やニッケルなど精錬を主とする需要との間でバランスしてきた。２０１２年にニッケルなど非
鉄精錬プラントの相次ぐ立ち上げによりタイト化が予想されている一方、１３年以降は中東でのＬ
ＮＧプラントの新増設により調整が進むと見られている。しかし将来的に、シェールガスの台頭に
よって需給バランスの見方が大幅な変更を迫られる可能性が出てきた。
　米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が公表した評価リポートによると、シェールガスの技術的回収
可能資源量は６６２２兆立方フィート（Ｔｃｆ）で、すべてを経済的に回収できるとすると、世界
のガス需要を６０年賄えることになる。年１０００万トン以上もの硫黄を輸入する中国のほか、在
来型ガスの供給が限られていたり減退している国に多く、開発推進を予感させる。一方、回収に
大量の水が必要となることや、地下滞水層や水資源を汚染するリスクが障害として指摘されており
今後の動向が注目される。

8888 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系系系系フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・・・・・・・・・原料高原料高原料高原料高でででで強含強含強含強含みみみみ
　ポリオレフィン系コンバーテイングフィルムは、総じて強含みの展開になっている。食品包装用
を中心に東日本大震災直後から需要急増への対応を迫られるなかで、５月から原料樹脂の再値上げ
が実施され、フィルム各社の事業採算は極めて厳しい状況にある。すでに価格改定を打ち出したメ
ーカーもあり、先高の様相を強めている。
　既に、東洋紡、サン・トックス、ＤＩＣが値上げを表明し、需要家との交渉に入った。現時点で
価格改定を表明していない他メーカーも今後値上げに動くことも予想される。
　フィルムの需給はタイトバランスが続いている。東日本大震災で被災した工場が４月下旬までに
復旧し、一次の混乱状態は沈静化しつつある。ただ、おにぎり、サンドイッチ、カップ麺、スナッ
ク菓子向けを中心に在庫の積み増しに動く需要家から引き合いはいぜん旺盛で、製品によっては
オーダーから納品まで２カ月を要するケースもあり、デリバリーの正常化には、なお時間がかかる
ともられている。

8888 塗料塗料塗料塗料・・・・インキインキインキインキ溶済溶済溶済溶済・・・・・・・・・・・・２２２２次値上次値上次値上次値上げげげげ終了終了終了終了、、、、ナフサナフサナフサナフサ６６６６万円万円万円万円ベースベースベースベースがががが大勢大勢大勢大勢
　　　　酢酸酢酸酢酸酢酸エチルエチルエチルエチル・・・・ブチルブチルブチルブチルはほぼはほぼはほぼはほぼ満額満額満額満額１５１５１５１５～～～～１６１６１６１６円幅円幅円幅円幅

　塗料・インキ向け溶済は、ことし２回目の値上げが終了した。ＴＸ（トルエン・キシレン）等が
先行決着していたが、酢酸エチル・ブチル、オキソアルコール類、ＭＩＢＫ等も大口向けを含めて
決着した。ナフサ１キロリットル６万円ベースが大勢となっており、酢酸エチル・ブチルはほぼ満
額の１キログラム当たり１５～１６円幅で決まった。
　ＭＩＢＫは被災を受けた三菱化学は値上げを打ち出せなかったが、やはりナフサ６万円に相当す
る２１円前後で決まった。アセトンも同様に１６円前後で決着した。ＩＰＡ（イソプロピルアルコ
ール）は２０～２２円の打ち出しで、５月中旬からほぼ２０円で決まっている。

10101010 ＵＮＥＰ　ＵＮＥＰ　ＵＮＥＰ　ＵＮＥＰ　世界世界世界世界のののの若者対象若者対象若者対象若者対象にににに調査調査調査調査「「「「持続可能持続可能持続可能持続可能ななななライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル」」」」・・・・・・・・・・・・「「「「貧困貧困貧困貧困」「」「」「」「環境悪化環境悪化環境悪化環境悪化」」」」
　　　　““““変革変革変革変革””””にににに向向向向けけけけ高高高高いいいい意識意識意識意識　　　　　　　　ただただただただ、、、、日本日本日本日本、、、、意見意見意見意見のないのないのないのない若者若者若者若者４４４４割超割超割超割超えるえるえるえる

　国連環境計画（ＵＮＥＰ）は、持続可能なライフスタイルに関するグローバル調査の結果をまと
めた。世界２０カ国、８０００人以上の若者（１８～３５歳）を対象に行ったもの。「貧困」と
「環境の悪化」を世界の２大課題と考えており。持続可能な発展に向け、変革の力になりたいとい
う意識が日本の若者に比べて高いことなどが分った。国立環境研究所と電通がＵＮＥＰ報告書の
和訳版を１５日に発表した。
　若者は現在の生活に満足しているが、贅沢な暮らしを夢見る者は少数。日本人の生活満足度も世
界と同様だ。望ましい暮らしのあり方では、各国とも経済、社会、環境、個人への安全への欲求が
強い。混沌として汚染された都市部ではなく、きれいな環境で自然とも近い場所でくらしたいとい
う意向が強く、特にブラジル、ベトナム、レバノンなど発展途上国・新興国で、この傾向は強い。
　世界の若者は自分たちの住む世界を良くするために何かをしたいと考え、良くできるという自身
を持っており、「地域住民は集団として政策に影響を与えることが出来る」が４５％で、「影響を
与えることはできない」は２４％にとどまる。一方日本は、「自分は地域の政策に影響がある」
（２４％）が「影響がない」（３２％）を下回り、意見のない若者が４割を超えるなど消極的な
姿勢が見える。
　数種類提示したライフスタイルのなかで、世界の若者が最も支持したシナリオは、モビリテイ（
移動手段）では街中で必要な時にすぐ自転車が借りられる「自転車センター」。食では都市部の空
き地に市民が共同で農園をつくる「都市型農園」、家事では家庭の生ごみで肥料をつくり地域緑化
に役立てる「都市型コンポスト」だった。これらのシナリオは実現可能性が高く、誰でも暮らしに
取り入れることが出来る。学習効果が期待される地域レベルのシナリオの受容性が高いことが分っ
た。

10101010 首都圏首都圏首都圏首都圏９９９９都県市首脳会議都県市首脳会議都県市首脳会議都県市首脳会議・・・・再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ普及普及普及普及でででで要請要請要請要請　　　　太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電のののの全量買取等経産全量買取等経産全量買取等経産全量買取等経産・・・・環境大臣環境大臣環境大臣環境大臣にににに
　東京都、神奈川県など首都圏の４都県と政令指定都市５市の首長による９都県市首脳会議は１５
日、海江田万里経済産業大臣と松本龍環境大臣に対し、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普
及拡大に向けた要請を行った。住宅用太陽光発電を全量買取とし、買取価格は現行制度の１キロワ
ット４２円を維持し２０年間に亘り買い続けることを求める内容。
　首脳会議はエネルギー需給の安定化を図るためには、あらゆる再生可能エネルギーを大規模かつ
早期に導入することが不可欠としている。負担の大きい設置コストなどの普及阻害要因を解決する
ため、従来の制度や枠組みにとらわれない大胆な施策を求めている。
　多様な事業主体の参画促進に向け、発送電分離の早期検証も要請した。



10101010 経産省政策効果分析経産省政策効果分析経産省政策効果分析経産省政策効果分析・・・・家電家電家電家電エコポイントエコポイントエコポイントエコポイント制度制度制度制度、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ２２２２排出年排出年排出年排出年２７０２７０２７０２７０万万万万トントントントン削減削減削減削減、、、、経済効果経済効果経済効果経済効果５５５５兆円兆円兆円兆円
　経産省は、２００９年５月から実施した家電エコポイント制度により、年間約２７０万トンの
ＣＯ２排出削減効果が得られたとする分析結果をまとめた。経済波及効果は予算額の７倍となる約
５兆円と試算している。
　統一省エネラベル４☆相当以上の製品の全出荷台数に占める割合は、同制度開始以降に大きく増
加、エアコン９６％、冷蔵庫９８％、テレビ９９％に達しているという。３品目合わせたＣＯ２
排出削減量は２７３万トン、内訳はエアコン７９万トン、冷蔵庫１２９万トン、テレビ６５万トン。
　一方経済活性化の観点からは、約５兆円の経済波及効果があったと試算した。流通費用を加えた
国内販売の増加分（輸入品価格の約０．４兆円を含む）は２．６長円だが、部品・インフラ・サー
ビス産業なども合わせた関連産業全体の国内生産誘発額が直接効果として約４兆円、エコポイント
使用による生産誘発額が第１次波及効果として約１兆円。この経済効果によりのべ３２万人・年の
雇用を維持・創出できたという。

　　　　６６６６月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・リスクリスクリスクリスクをををを抱抱抱抱えながらえながらえながらえながら底入底入底入底入れするれするれするれする経済経済経済経済

　今週発表された４-６月期の法人企業景気予測調査によると、景況判断指数（ＢＳＩ）は東日本大
震災の影響を受けて悪化幅が大きく拡大したものの、７-９月期からは大企業が先導して底入れに
転じそうである。０８年以降の世界同時不況を着実に克服しつつあり、震災による影響は大きかっ
たものの、回復に向けた基調を堅持していると言えそうだ。
　日本銀行の白川方明総裁は１４日の記者会見で、リスク要因として米国のバランス調整や欧州の
ソブリン問題、新興国・資源国の減速の兆しなど海外経済とともに電力問題を指摘した。
被災した東京電力と東北電力管内では、電力の１５％削減に対し供給・需要側の努力で何とか乗り
切るめどが立ちつつあるが、中部電力浜岡原発の運転停止、関西電力の１５％削減要請など電力不
足は全国に広がっている。白川総裁は電力不足が中長期的に続くと「日本経済に対する影響が非常
に大きくなる。日本の製造コストから投資の見直しが進み、潜在的な成長率や経済活動水準を下げ
るというリスクを秘めている」と発言。この危機感は産業界と共通するものであり、今後のエネル
ギー政策におきても重要な視点である。

2222 ５５５５月主要石化製品生産月主要石化製品生産月主要石化製品生産月主要石化製品生産・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン、、、、１１１１．．．．４４４４％％％％減減減減のののの５５５５５５５５万万万万トントントントン　　　　稼働率稼働率稼働率稼働率はははは２５２５２５２５カカカカ月連続月連続月連続月連続９０９０９０９０％％％％台台台台
　石油化学工業協会がまとめた５月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、
は前年同月比1．４％減の５５万３０００トンとなった。稼働率試算は、９４．５％で、２５カ月
連続で９０％を上回った。
　エチレン以外の品目では、１７品目中１３品目が前年同月比でマイナス。とくに高密度ポリエチ
レン（ＨＤＰＥ）まどは２ケタ減少となった。

【５月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、％）

【５月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

2222 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・・・・・・・・・・・・ＨＤＰＥＨＤＰＥＨＤＰＥＨＤＰＥ減産視野減産視野減産視野減産視野にににに、、、、市況下落続市況下落続市況下落続市況下落続きききき採算悪化採算悪化採算悪化採算悪化　　　　７７７７----８８８８月月月月にににに１１１１万万万万トントントントン
　プライムポリマーは、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）減産の検討に入った。７、８月の２カ月
間で計１万トン程度を想定している。市況下落が続き厳しい採算となっていることが理由。金融引
締めの影響から中国の買いが鈍っており、とくにＨＤＰＥが不振となっている。同社のポリエチレ
ン（ＰＥ）出荷は、三菱化学鹿島事業所の停止もあって４、５月は好調で前年同月比１０％増ペー
スとなっていた。しかし５月後半には勢いを失い６月に入り戻りつつあるもののＨＤＰＥは苦戦と
なっている。
　ＨＤＰＥの汎用フィルムグレードは海外品も入り市況は下落基調。ところがアジアでもエチレン
価格１２００ドルに対し、ＨＤＰＥは１３２０ドルで、ナフサ、エチレン購入メーカーは採算割れ
に陥っている。このため海外でも減産の動きが広がっている。

3333 大成大成大成大成ラミックラミックラミックラミック・・・・・・・・・・・・液体小袋包装液体小袋包装液体小袋包装液体小袋包装、、、、高速充填高速充填高速充填高速充填　　　　新新新新モデルモデルモデルモデル開発開発開発開発へへへへ　　　　
　　　　世界標準世界標準世界標準世界標準システムシステムシステムシステム獲得目指獲得目指獲得目指獲得目指すすすす　　　　まずまずまずまず北米市場北米市場北米市場北米市場にににに的的的的

　大成ラミックは、国内トップシェアの液体粘体高速充填包装システムで、グローバルなデファク
トスタンダードの獲得を目指す。当面のターゲットを北米市場に置き、同市場で一般的な多列充填
機による包装システムからの代替戦略を進める。この一環として、包装フィルムおよび高速充填機
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「ＤＡＮＧＡＮ（ダンガン）」の双方について、現在の２～３倍の重点スピードを実現する技術革
新を図る考え。改良型のダンガンは、２０１２年秋にもプロトタイプを完成し発表する方針だ。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・革新的革新的革新的革新的エネエネエネエネ技術開発技術開発技術開発技術開発をををを加速加速加速加速、、、、電池電池電池電池・・・・損失損失損失損失ゼロゼロゼロゼロ・・・・エコエコエコエコ材料材料材料材料のののの３３３３分野分野分野分野　　　　来年度概算要求来年度概算要求来年度概算要求来年度概算要求へへへへ
　経産省は、再生可能エネルギーと省エネ・低炭素化およびこれらを支える材料など共通基盤技術
の分野で中長期の技術開発を推進する。重点は既存技術の延長線上にはない「非連続型」の研究開
発。電池、エネルギー損失ゼロ、エコ材料の３つの分野で技術革命に向けた開発を加速する。量子
ドット型太陽電池、超電導、ＣＯ２を原料に用いた化学品製造用触媒など、民間だけの取り組みで
は実用化が困難なテーマに国家プロジェクトとして取り組む。

10101010 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策賢人会議政策賢人会議政策賢人会議政策賢人会議・・・・・・・・・・・・７７７７月月月月にににに中間論点整理中間論点整理中間論点整理中間論点整理、、、、政府政府政府政府のののの見直見直見直見直しししし議論議論議論議論にににに反映反映反映反映
　経産省は、海江田万里大臣が設置した「今後のエネルギー政策に関する有識者会議」（エネルギ
ー政策賢人会議）のエネルギー政策の見直し議論の結果を７月にまとめる。これまでに４回開催し、
原子力、再生可能エネルギー、化石燃料のあり方について検討してきた。今後、政府が進める新た
なエネルギー政策の策定に向けた議論に反映される。
　賢人会議のメンバーは、有馬朗人東京大学名誉教授、大橋三夫昭和電工相談役ら７名。
　安全確保を第一とした原子力が電源全体に占める割合や、再生可能エネルギーのポテンシャルの
検討などエネルギ―のベストミックスが論点の１つ。
　「ポスト京都に向けた環境政策との整合性が重要」（寺島実朗日本総合研究所理事長）と環境の
面からの指摘や、電力需給問題への対応策として「短中期では業務と家庭の民生部門で液化天然ガ
ス（ＬＮＧ）燃料を使ったコージェネレーションを導入し分散型エネルギーの利用を拡大、中長期
的には再生可能エネルギーに重点を置くべき」（大橋委員）という具体策を提案する意見もある。


