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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２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月））））
1111 車向車向車向車向けけけけＰＰＰＰＰＰＰＰ材料材料材料材料、、、、タルクタルクタルクタルク使使使使わずわずわずわず高機械物性高機械物性高機械物性高機械物性・・・・・・・・・・・・スズキスズキスズキスズキ　　　　低比重低比重低比重低比重でででで透明性透明性透明性透明性もももも

　スズキは自動車部品向け高機能ポリプロピレン
（ＰＰ）材料を開発した。新材料はホモポリプロ
ピレン（ｈ－ＰＰ）をベースに水添スチレン系エ
ラストマーを添加した２次元材料で、タルクなど
無機充填材を使用せずに従来材料と同等の機械物
性を実現したことが特徴。タルク添加量に相当す
る軽量化と透明性付与により無塗装化も実現して
いる。従来材に対して「部品レベルの低コスト化
が可能」なことから同社は実部品への適用を推進
する。
　既存のＰＰ材は、ＰＰ中にエチレン・プロピレン
ゴム（ＥＰＲ）を混合したベース材に、エラストマ
ーや無機充填材を添加することで、剛性や耐衝撃性
などの機械物性を両立させた３元系が主流。

3333 衛材用包装衛材用包装衛材用包装衛材用包装フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・福助工業福助工業福助工業福助工業ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタでででで本格生産本格生産本格生産本格生産、、、、新工場操業開始新工場操業開始新工場操業開始新工場操業開始　　　　数年内数年内数年内数年内にににに月千月千月千月千トントントントン超超超超へへへへ
　福助工業はインドネシア・ジャカルタに第２工場を建設し、商業運転を開始した。現地に進出す
る日系ユーザーに紙おむつ、生理用品向けの高機能フィルムを供給する。生産能力は月１２０～
１３０トン。インドネシアでは生活水準の向上に伴い衛生用品の需要は拡大している。同社では
市場環境を見極めながら生産能力を順次引き上げ、数年内に同１０００トン超の規模とする計画。
　操業を開始したのは「ＰＴ．ＦＵＫＵＳＵＫＥ　ＫＯＧＹＯ」。福助工業の全額出資により既存
のジャカルタ工場（ＰＴ．ＦＵＫＵＳＵＫＥ　ＫＯＧＹＯ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ）と同じ工業団地
内に設立した。工場の敷地面積は３万３０００平方メートル、建屋面積は約１万６５００平方メー
トルで、２０１０年４月着工し、今年５月に完成した。総投資額は２３億円。生産するのは紙おむ
つ、生理用品などを包装する高機能フィルム。現在の陣容は６０～７０名。日本から３名のスタッ
フを長期派遣し技術支援に当たる。製品は主に日系の衛生製品メーカーに供給する。
　日本国内市場が成熟化傾向を強めるなか、アジアの成長市場を開拓する体制を構築し業容拡大に
つなげていく。

10101010 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・・・・・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をををを「「「「柱柱柱柱」」」」にににに、、、、持続可能社会持続可能社会持続可能社会持続可能社会でででで方策方策方策方策　　　　未活用資源未活用資源未活用資源未活用資源　　　　地産地産地産地産・・・・地消地消地消地消
　環境省は「大量流通の見直しを通じた持続可能社会づくり」の方策をまとめた。大量に存在しな
がらも十分に活用されていない太陽光・風力・バイオマスなどの再生可能エネルギー、廃棄物など
未活用資源を地域で徹底的に利用することを提案。再生可能エネルギーについては供給量を飛躍的
に拡大させ、わが国のエネルギーの柱とするべく強い決意をもって取り組むとしている。今後、
具体的な施策や取り組みに反映させる。

11111111 大日精化社長大日精化社長大日精化社長大日精化社長にににに高橋弘二氏昇格高橋弘二氏昇格高橋弘二氏昇格高橋弘二氏昇格
　大日精化工業は１７日、高橋弘二副社長が社長に昇格する人事を内定した。高橋靖社長は代表権
を持つ会長に就任する。６月２９日開催予定の株主総会および取締役会で正式決定する。
　業容の多様化に対応して経営体制を刷新し、今後の成長戦力を推進するとともに企業価値の更な
る向上を図ることとした。同社の社長交代は３５年ぶり。

12121212 三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・高機能高機能高機能高機能エラストマーエラストマーエラストマーエラストマー事業強化事業強化事業強化事業強化、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールをををを有力候補有力候補有力候補有力候補　　　　年年年年１０１０１０１０万万万万トントントントン増産視野増産視野増産視野増産視野
　三井化学はエラストマー事業を強化する。同社は今年４月から、高機能エラストマー「タフマー」
事業の本社機能をシンガポールに移管、マーケテイングやマネージング機能を強化した。新興国を
中心に需要が２ケタ成長を見込まれていることから、生産面も強化する。２０１３年頃の稼働入り
をめどに、シンガポールを有力候補地として、タフマー年１０万トンの増強を視野に入れる。
　また、高機能エラストマーの差別化製品の一部の生産を日本からシンガポールに移管、今秋から
生産を開始するほか、物流設備などの拡充も進める方針で、同国を生産・供給ハブとして機能を
強化する。

12121212 中国石化市場中国石化市場中国石化市場中国石化市場がががが減退減退減退減退・・・・・・・・・・・・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在庫最高水準在庫最高水準在庫最高水準在庫最高水準　ＰＥ、　ＰＥ、　ＰＥ、　ＰＥ、今年今年今年今年マイナスマイナスマイナスマイナス成長成長成長成長もももも
　アジアの石油化学製品の需要が減退している。最大の市場である中国で購買意欲が減退している
ためで、インフレ抑制への中国政府が金融引き締め政策を強化していることが背景にある。
ポリオレフィンは「ここ２カ月強で在庫が過去最高水準に達している」（日系商社）状況。この
ため、昨年に前年比１３％増の１７００万トン強の市場に成長したポリエチレン（ＰＥ）は今年、
マイナス成長に転じる可能性も出てきた。石化製品のアジア市況はブタジエンを除き総じて下落基
調にあり、原油・ナフサ価格の下落水準を大きく上回っている。このためアジアのナフサクラッカ
ーや主要な誘導品設備はスプレッドが大きく悪化しており今後、減産幅を拡大する可能性がある。
　原油・ナフサのスポット価格は軟調だが、これを上回って石化製品のスポット市況は一部製品を
除き大きく値下がりしている。エチレンは１トン当たり１１６０ドル（極東アジア、ＣＦＲ）、
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プロピレンは１４２０ドル（同）。石化製品の値下がりは、とくにポリオレフィンが顕著。
今年１-３月に原油・ナフサの高騰を見込んで、トレーダーや中国のフィルムメーカー・コンバータ
がポリオレフィンの実需を上回って購入。その後、インフレ抑制を目指す中国政府の金融引き締め
によって、買い意欲が減退し現在、在庫が過去最高水準に達しているとの指摘もある。
　中国のポリオレフィンのスポット価格は、昨年後半から今年１-３月まで１４００ドル前後を維持
していた直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）フィルムグレードが現在、１２７０ドルまで
下落している。年後半、中国政府はインフレ抑制のため金融引き締め政策を緩めることなく維持し
続ける可能性が高く、この場合、今年１-３月まで世界市場を牽引してきた中国の石化市場が大きく
減退する新たな局面に突入することが予想される。これまで年率２ケタ成長を見せてきたＰＥ市場
は今年、マイナス成長に転じる可能性も出ている。

12121212 日系化学関連各社日系化学関連各社日系化学関連各社日系化学関連各社・・・・・・・・・・・・中国内陸部中国内陸部中国内陸部中国内陸部へへへへ進出加速進出加速進出加速進出加速、、、、重慶重慶重慶重慶、、、、成都成都成都成都、、、、武漢武漢武漢武漢がががが主主主主　　　　ファインファインファインファイン等集積等集積等集積等集積
　中国内陸部への日系化学関連企業の進出が加速している。重慶、成都、武漢に代表される内陸各
都市は、今後の中国経済を牽引する地域として交通、住宅など社会インフラ整備が本格化している
ことや、自動車や二輪車など内陸地域に展開する大手日系企業の事業が急速に拡大していることも
背景にある。各社は技術サービス拠点、分公司、駐在事務所設立などの取り組みを活発化している。
　中国では今後の経済発展の軸足が、上海など沿岸部地帯から東北地域や環渤海経済圏、さらに、
内陸部へと移り始めている。中央政府の政策、社会インフラ投資も東北地域、内陸部を重点志向す
る方針が打ち出されている。

東京商会 エンジニアリング樹脂シート、フィルム供給強化、成都拠点設置へ
岩谷産業 需要家への対応、武漢へガスサービス拠点確保
伯東 電子機器向け需要増から武漢へ伯東香港を通じ事務所開設
森六 自動車部品需要増を受け、武漢の生産拠点規模倍増へ
東邦ホールデイングス 中国系企業と合弁で医薬機器、医薬品販売拠点を武漢へ設立
ダイキン工業 フッ素系製品全般の需要増から武漢、成都など年内にも拠点設置
日精樹脂工業 射出成形機受容増で武漢サービス拠点設置へ
上村工業 メッキ用表面処理薬品需要増で、成都へ事務所開設へ
三菱ガス化学 過酸化水素の中国展開強化から重慶または成都を候補に進出検討

12121212 ダウダウダウダウ・・・・ケミカルケミカルケミカルケミカル・・・・インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア社長社長社長社長　　　　堀戸英樹氏堀戸英樹氏堀戸英樹氏堀戸英樹氏・・・・・・・・・・・・複数複数複数複数のののの事業分野事業分野事業分野事業分野でででで投資機会探投資機会探投資機会探投資機会探るるるる
　　　　東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア第第第第２２２２のののの主力拠点主力拠点主力拠点主力拠点へへへへ

　ダウ・ケミカル・インドネシアの堀戸英樹社長は、「インドネシアは高い成長の可能性を秘めて
いる」と目を輝かせる。ダウ・ケミカル日本からグループの海外現地法人の代表に初めて就いた。
　経済成長の進むインドネシアで「インフラ拡充の過程で必要となる建築材料や、増え続ける中流
層向けのホーム・パーソナルケア商品など複数の事業分野で投資機会をうかがう」考えだ。
　内需を軸に、市場が拡大している中間製品からダウンストリームにかけた事業分野の生産と流通
の拠点構築を目指す。タイ・マプタプットに続くインドネシアがダウ・ケミカルにとって東南アジ
ア第２の主力拠点となる可能性を見据える。インドネシアは現在、着実な経済成長を続けている。
１０年のＧＤＰは３０００ドルを突破した。これは２００８年の中国のレベルであり、加えて「石
油や天然ガス等豊富な資源、増える中流層と強固な内需、通貨の安定、世界第４位の人口等を考慮
すると今後も成長の継続が予測される」という。

　　　　６６６６月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（火火火火））））
1111 経産省経産省経産省経産省　　　　化学化学化学化学ビジョンビジョンビジョンビジョン研研研研がががが緊急提言緊急提言緊急提言緊急提言・・・・・・・・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強化強化強化強化へへへへ　　　　政策資源政策資源政策資源政策資源のののの充填投入充填投入充填投入充填投入をををを

　経産省は、化学ビジョン研究会（座長・橋本和仁東大大学院教授）の緊急提言をまとめた。エネ
ルギー制約や空洞化の危機など東日本大震災発生による変化に焦点を当て、早期対応が必要な課題
や新たに生じた課題を４つに整理、11項目の対策を示す。ユーザー企業との連携による競争力強化
緊急時代替生産のための環境整備のほか、ライフサイクル評価（ＬＣＡ）による化学産業の社会貢
献の分析手法確立、企業の枠を超えた自家発電設備活用の環境整備、研究開発の規制緩和などを盛
込んだ。きょう２１日に公表する。今回の震災でサプライチェーン（ＳＣ）の各段階に素材や部材
を提供する化学産業の重要性が再認識された点を踏まえ、提言内容はあす２２日開催の産構審・産
業競争力部会でも議論される。

1111 明日明日明日明日へのへのへのへの対話対話対話対話　　　　――――持続社会持続社会持続社会持続社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ――――　　　　　　　　　　　　震災震災震災震災とととと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
　　　　三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル　　　　小林喜光社長小林喜光社長小林喜光社長小林喜光社長　　　　　　　　ニッチニッチニッチニッチ製品製品製品製品、、、、高高高高シェアシェアシェアシェア明明明明らかにらかにらかにらかに　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　一橋大学一橋大学一橋大学一橋大学　　　　橘川武郎教授橘川武郎教授橘川武郎教授橘川武郎教授　　　　　　　　　　　　　　　　復興復興復興復興、、、、空白作空白作空白作空白作らずらずらずらずスピードスピードスピードスピード感感感感をををを

橘川　　今度の震災で、日本の化学の強さといいますか、日本の化学系部材の試算が止まったこと
　　　　で、国内だけでなく世界中のセットメーカーに影響が出ました。
小林　　ええ、ニッチなケミカル製品のシェアが極めて高いということが分かりましたよね。でも
　　　　重要な素材なのに儲からない。化学産業だけでなく、半導体のマイコンなども儲からない
　　　　産業になっている割には、そこが命綱だった。やはり日本の産業構造と言うか、最終加工
　　　　産業がヘゲモニーを握っているということでしょう。
橘川　　バリューチェーンの中で、素材サイドは付加価値は生み出しているものの、利益ではセッ
　　　　トメーカーが主導権を持っているような感じがします。
小林　　そうですね。
橘川　　もう１つ心配なのは、震災の影響があまりに長引くと、グローバルなセットメーカーの部
　　　　材調達が日本以外にシフトするのでは。
小林　　すでにそういう流れがありますし、国策としてやっている国もありますよね。そういった
　　　　ところと、どのように日本として共同戦線を張りつつブロックしていくかというには大き　

中国内陸部への日系化学関連企業の導行



　　　　な課題です。
橘川　　日本の化学産業がサプライチェーンの空白を作ってしまうと非常にまずい。スピード感を
　　　　もって復興することが大事だと思います。
小林　　そうですね。とにかく復旧して、次に復興を考えるという順番だと思います。ただ、日本
　　　　は立ち止まったら終わりでしょうね。
橘川　　なるほどね。
小林　　ですから日本では常に付加価値の高い方向、できれば新エネルギー、環境系、あるいはラ
　　　　イフサイエンス。こういうところで常に先頭を走る以外は生き延びることができないと思
　　　　います。何年かしたら必ず追いつかれる。
橘川　　もう１つ停電の問題が気になります。どうも政府の対応を見ていると、サプライチェーン
　　　　全体を考慮していないような気がします。
小林　　化学産業は自家発電設備を持っている企業が多いので、電力供給に関して言えば比較的問
　　　　題は少ないと考えています。復旧に関して言えば、やはり現場が一番良く分かっているの
　　　　で、現場に任せます。一方、復興は本社がコストの最適化、成長性、あるいは競争力ベー
　　　　スで徹底議論します。同じように、東北の復旧に関してはかなり現場的なことが必要でし
　　　　ょうし、全体の構造改革というのは政治の指導力が要るでしょうね。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　東日本大震災を引き起こしたマグニチュード（Ｍ）９．０の大地震、いまだ東北地方などでの余
震が散発しており、「大規模余震」への懸念をぬぐえない状況が続く▼国土地理院の研究チームは、
この地震が過去数百年にわたってプレート境界に蓄積されたひずみエネルギーが放出されたことを
ＧＰＳ（衛星利用測位システム）による地殻変動の解析によって示し、１６日付の「ネイチャー」
誌に発表した。プレート境界のすべりの範囲は日本海溝近くの南北４００キロ、すべり量は２７メ
ートルとかつてない規模だが、“ひずみの蓄積”という大地震の顔が浮かび上がった▼２００２年
政府の地震調査研究推進本部は東北地方で沈み込み地震が発生する可能性について「３０年以内に
Ｍ７．７～８．２の地震の確率を８０～９０％」と推定していた。これは、過去４００年の統計解
析をベースにしたものらしい。今回の大津波に匹敵するとされる貞観１１年（８６９年）の大津波
の研究はまだ日が浅く、地震対策に生かせる状況ではなかったようだ▼一方、過去１０年のＧＰＳ
調査では、累積的なすべり量の割合が約３０％で、プレート運動の残りの７０％は説明がつかない
ままだったとする関係者の指摘があった。今回、すべりとひずみの微妙な相関関係が示唆されたこ
とで、地震研究の新たな地平が開かれる。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・化学化学化学化学のののの供給網安定化供給網安定化供給網安定化供給網安定化でででで浮上浮上浮上浮上したしたしたした課題課題課題課題
　東日本大震災によるサプライチェーンの寸断は、日本企業の高い技術開発力を背景にした部品や
部材が世界に供給されており、これらの生産を支えているのが特殊な材料やプロセス用薬剤である
ことを浮き彫りにした。このため国内外から関心をあつめ、一部海外企業からは部材の現地生産を
取引条件にするケースも出ている。
　国内市場の成長が期待できない以上、化学産業のグローバルな事業展開は避けられないが、リス
クへの対応も迫られる。日本の化学企業は選択と集中に取り組み収益力を高めたものの、ＢＡＳＦ
やダウ・ケミカルなど世界の化学メジャーに比較すると利益率は劣る。最近では新興国や産油国の
化学企業も巨大化しており、対応するには企業合併や事業提携による規模拡大が必要なことが改め
て指摘されている。この変化に応じた競争政策が求められ、公正取引委員会は事前相談の廃止など
で迅速性や透明性の改善に踏み切る。
　公取委は震災直後の供給混乱に対処して独禁法の柔軟運用を打ち出したが、産業界からは災害等
の発生を想定した生産受委託、需要が縮小傾向にある製品の合理化策などで独禁法の制約が予想さ
れるとしてガイドラインの明記を求め、公取委も改善の方向を示した。
　今後、化学産業に影響を与えそうなのは、自動車産業が検討を始めた部品共通化がある。川上・
川中・川下企業の「摺り合わせ」がわが国の自動車産業の国際競争力に貢献したが、樹脂のグレー
ド共通化なども含めてリスクとコスト低減の動きは避けられないだろう。ユーザー企業と相互理解
を深めながら方向性を探ることを望みたい。

2222 国内国内国内国内エチレンセンターエチレンセンターエチレンセンターエチレンセンター、、、、減産機運高減産機運高減産機運高減産機運高まるまるまるまる・・・・・・・・・・・・中国中国中国中国のののの金融引金融引金融引金融引きききき締締締締めめめめ影響影響影響影響　　　　いぜんいぜんいぜんいぜん市況低迷市況低迷市況低迷市況低迷
　国内エチレンセンターの減産が広がりそうだ。中国の金融引き締めの影響により市況低迷が春以
降、継続しておりオレフィン、ポリオレフィンは厳しい採算を余儀なくされている。エチレンの輸
出は各社とも絞る傾向にあり、ポリエチレン（ＰＥ）の競争力ある製品でさえも苦戦気味となって
いる。アジアでは一部企業が減産を実施しており、定期修理前倒しの観測も出ている。
　日本でも東燃化学がトラブルにより停止し、三井化学、丸善石油化学もやや稼働を下げるなど、
実質的な減産は既に始まっている。今後、さらに他のセンターに波及する可能性がある。

3333 ジェイフィルムジェイフィルムジェイフィルムジェイフィルム・・・・・・・・・・・・原料原料原料原料ににににリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル茶殻茶殻茶殻茶殻、、、、機能性機能性機能性機能性フィルムフィルムフィルムフィルム　　　　用途開拓用途開拓用途開拓用途開拓をををを加速加速加速加速
　　　　伊藤園伊藤園伊藤園伊藤園とととと共同開発共同開発共同開発共同開発、、、、年年年年５０５０５０５０トントントントン拡販拡販拡販拡販へへへへ

　ジェイフィルムは、伊藤園と共同開発したリサイクル茶殻入り機能性ポリオレフィンフィルム「
お茶入りフィルム」の用途開発を加速する。抗菌・消臭機能に加え、プラスチック原材料の使用量
を削減できる環境に優しい特性などを訴求するこで、年間５０トン規模への拡大を狙う。
　お茶入りフィルムでは、一般的なフィルム１枚（３００＊４５０ミリメートル、厚さ５０マイク
ロメートル）につき、伊藤園の「お～いお茶」の５００ミリリットルＰＥＴボトル約１本分の茶殻
を使用している。その分だけ原料プラスチックの使用量が削減でき、地球資源の節約に貢献する。
また、二酸化炭素を吸収した茶葉をリサイクルしてフィルムに固定することで、ＣＯ２削減にも貢
献する環境特性も訴求していく方針だ。

11111111 復興基本法復興基本法復興基本法復興基本法がががが成立成立成立成立・・・・・・・・復興庁復興庁復興庁復興庁、、、、特区特区特区特区をををを創設創設創設創設
　東日本大震災からの復興の基本理念や枠組みを定めた復興基本法が２０日午後の参院本会議で、



民主、自民、公明各党など賛成多数で可決、成立した。首相を本部長とする復興対策本部を置き、
新設される「復興担当相」を副本部長に充てることが柱。復興計画の実施に当たる「復興庁」の早
期設置も明記した。復興対策本部は全閣僚で構成し、復興の企画・立案、総合調整を担う。

12121212 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・ＥＶＡ　ＥＶＡ　ＥＶＡ　ＥＶＡ　シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールでででで１５１５１５１５万万万万トントントントン増強増強増強増強へへへへ　　　　
　　　　太陽電池封止材向太陽電池封止材向太陽電池封止材向太陽電池封止材向けけけけ拡大拡大拡大拡大、、、、実質専用実質専用実質専用実質専用ラインラインラインラインにににに

　住友化学はポリオレフィン事業の高付加価値化戦略の一環として、シンガポールの生産拠点、ザ
・ポリオレフィン・カンパニー（ＴＰＣ）で、エチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）の増設計
画を具体化する。低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）との併産プラントとなる計画だが、太陽電池向
け封止材用途でＥＶＡの需給が非常にタイトなことから、新プラントは実質ＥＶＡ専用ラインとし
て、年十五万トン規模の生産を行う見込みだ。稼働時期等含め、年内に最終的な意思決定を行う。

　　　　６６６６月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（水水水水））））
1111 東東東東アジアアジアアジアアジア　　　　クラッカークラッカークラッカークラッカー停止相次停止相次停止相次停止相次ぐぐぐぐ・・・・・・・・・・・・丸善石化丸善石化丸善石化丸善石化などなどなどなど定修重定修重定修重定修重なりなりなりなり供給減少供給減少供給減少供給減少

　クラッカーマージンの悪化に見舞われている東アジア石油化学市場にトラブル、定期修理要因が
顕在化してきた。丸善石油化学の３号エチレン設備（３ＥＰ）に不具合がみつかり、２０日に緊急
停止していたことが分った。東燃化学・川崎がトラブルで停止しているうえ、ＪＸ日鉱日石エネル
ギー・川崎も近く不具合により停止する見通し。海外では台湾プラスチック（ＦＰＣ）の１号機の
停止が長期化。８月に入ると中国、タイ、台湾で定期修理が相次ぐ。経済引き締めの影響で買控え
に入っている中国市場では、在庫水準が低下しているとの情報もあり、８月を境に石化市況が反転
する見方も出てきた。

1111 明日明日明日明日へのへのへのへの対話対話対話対話　　　　――――持続社会持続社会持続社会持続社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ――――　　　　　　　　　　　　持続的持続的持続的持続的ものづくりとものづくりとものづくりとものづくりと化学産業化学産業化学産業化学産業
　　　　三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル　　　　小林喜光社長小林喜光社長小林喜光社長小林喜光社長　　　　・・・・・・・・・・・・「「「「複雑系複雑系複雑系複雑系」」」」社会社会社会社会のののの要請要請要請要請にににに応応応応えるえるえるえる　　　　　　　　　　　　
　　　　一橋大学一橋大学一橋大学一橋大学　　　　橘川武郎教授橘川武郎教授橘川武郎教授橘川武郎教授・・・・・・・・・・・・高機能部材高機能部材高機能部材高機能部材がががが成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略のののの要要要要にににに

橘川　　戦後の日本がここまで来たのは電機、機械、自動車などの組立産業が頑張ったからだと思
　　　　います。ただ、そろそろ伸びしろがなくなり、海外勢との逆転も始まっています。
小林　　自動車もエレクトロニクスのもう日本の一人勝ちはできない。むしろやるなら徹底したソ
　　　　フト化です。自動車であればロボテイックスを含めたモビリテイーというコンセプトで、
　　　　どう今までの技術を生かしていくのか。エレクトリニクスは、ｉＰａｄとは言いませんが、
　　　　もう少しモデイファイしたＩＴあるいは通信と絡めたものでなければ、韓国、台湾、中国
　　　　に完全にやられてしまうでしょう。
橘川　　一方、化学が作り出している高機能部材は、ボリュームは大きくないけれど世界シェアは
　　　　非常に高い。ここが日本の今後の成長戦略の一番のよりどころになるんじゃないかと思う
　　　　のですが。
小林　　学問でいえば、数学があり、物理学があり、化学があり、生物学がありますよね。２１世
　　　　紀の今どこにいるかというと、数学はどうあれ、物理学の時代はもう終わっている、かな
　　　　りやり尽くされちゃったのかなと。きれいなデイスクリートの（分離した・抽象的な）系
　　　　なので、整理して理論化できた。量子論をベースにした古典力学でない部分も半導体がこ
　　　　こまできたなかでほぼ行き着くところまで行っている。古典力学はまさに機械産業、組立

産業だと思うんですと。
橘川　　なるほど。
小林　　それで２１世紀に人間は何を欲するのか。資源が枯渇し、化石燃料は１００年しか続かな
　　　　いだろうとなると、よりコンプレキシテイー（複雑）の時代になる。複雑な系をどう処理
　　　　するのかとなったら、これはやはりケミストリーです。またライフサイエンスは、より複
　　　　雑な生物エンテイテイをどう料理するかという世界です。そうなるとモレキュラー（分子）
　　　　ベースなりカーボンベースなり、そういう複雑系の社会になる。時代そのものが日本に限
　　　　らず先進国はほとんど環境・新エネルギーとヘルスケアにシフトせざるを得ない。
橘川　　いよいよ化学の時代ということですか。
小林　　化学産業の世界はこれまでダウ・ケミカル、デユポン、バイエル、ＢＡＳＦといった欧米
　　　　勢が中心でした。ライフサイエンス、医薬の分野もファイザーであり、イバルテイスであ
　　　　り・・・。
橘川　　これまでは欧米に負けてきた。
小林　　ところが時代の要請はバイオロジーとかケミストリーとかヘルスケアになってきた。この
　　　　なかで、日本人が本当に勝てるのか。今まさに試される時期に入ってきたと思います。

11111111 ６６６６月月例報告月月例報告月月例報告月月例報告・・・・・・・・・・・・景気判断景気判断景気判断景気判断、、、、震災後初震災後初震災後初震災後初のののの引引引引きききき上上上上げげげげ
　与謝野馨経済財政担当相は２０日、６月の月例経済報告を関係閣僚会議に提出した。国内経済は
寸断した部品供給網の急回復を背景に生産と輸出が上向き、東日本大震災後初めて景気判断を引き
上げた。一方、海外経済は、原油高による米国経済の減速などで前月までの「回復している」から
「回復が緩やかになっている」とし、リーマン・ショックによる悪化の最終局面だった２００９年
２月以来、２年４カ月ぶりに判断を引き上げた。

12121212 台湾台湾台湾台湾ＦＰＣＦＰＣＦＰＣＦＰＣ石化停止続石化停止続石化停止続石化停止続くくくく・・・・・・・・・・・・ＭＥＧ、ＭＥＧ、ＭＥＧ、ＭＥＧ、当局当局当局当局がががが無期限命令無期限命令無期限命令無期限命令
　台湾プラスチックグループ（ＦＰＣ）の設備再開のねどがいぜん立っていない。政府からの命令
を受け、このほど南亜プラスチックのモノエチレングリコール（ＭＥＧ）設備が完全停止した。再
開時期は明示されておらず事実上、無期限の停止となっている。５月の相次ぐ火災やその後の停止
命令で、同グループが生産を停止している製品は１０以上に及んでおり、このなかには需給がいぜ
んタイトなブタジエンやメチルメタクリレート（ＭＭＡ）モノマーなども含まれており、域内の需
給バランスに少なからず影響が出始めている。



　　　　６６６６月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（木木木木））））
1111 明日明日明日明日へのへのへのへの対話対話対話対話　　　　――――持続社会持続社会持続社会持続社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ――――　　　　　　　　　　　　持続的持続的持続的持続的ものづくりとものづくりとものづくりとものづくりと化学産業化学産業化学産業化学産業
　　　　三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル　　　　小林喜光社長小林喜光社長小林喜光社長小林喜光社長　　　　・・・・・・・・・・・・方向方向方向方向はははは環境関連環境関連環境関連環境関連、、、、ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア　　　　　　　　　　　　
　　　　一橋大学一橋大学一橋大学一橋大学　　　　橘川武郎教授橘川武郎教授橘川武郎教授橘川武郎教授・・・・・・・・・・・・労力労力労力労力をををを厭厭厭厭わないわないわないわない文化文化文化文化がががが強強強強みみみみ

橘川　　これからの時代の日本の化学産業の攻めどころは。
小林　　結果としては、どうやら秘伝のたれ、マイクロファブリケーション的なケミストリーとい
　　　　うか、そういうものは日本が強いなと。今後向かう方向は環境、ヘルスケアです。民主党
　　　　が２００９年１２月３０日にいった、いわゆるグリーンイノベーションという言葉には同
　　　　意しますね。もう、このフィールドで勝っていかないと日本の明日は全くないに等しい。
橘川　　汎用ケミカルの分野は。
小林　　これほどのハンデイキャップレースはない。中東の天然ガス、北米のシェールガスなどま
　　　　ともに国内で戦うほうがおかしいと見ています。市場のあるところか、資源のあるところ
　　　　での展開以外考えられなくなっています。国内では川上に遡る思考よりは、いかに川下で
　　　　勝負するか。ファインケミカル、スペシャリテイーケミカル、スペシャリテイープロダク
　　　　ト、ヘルスケア、環境ですよね。
橘川　　近年、日本はノーベル化学賞の受賞が多いですよね。日本人の思考能力や文化とケミカル
　　　　とは、どこか合うところがあるのでしょうか。
小林　　最近受賞したのは１９７０年代から８０年代の研究が多い。その当時はそうなんですが、
　　　　今はちょっと違うかなと。サイエンスとしてロジカルに考えるんじゃなくて、スクリーニ
　　　　ングして一意専心、錐でもむように合成するメチルエチルケミストリーというか、銅鉄主
　　　　義というか。
橘川　　労力を厭わない文化がある。
小林　　優秀なシェフに似ています。混ぜご飯のようにあれこれをちょっと入れて秘伝のたれも入
　　　　れると、これ美味しいんじゃないかと。シンセシス（合成）であってアナリシスではない　　　
　　　　んです。
橘川　　すでにあるものを総合して面白いものを作るということですね。実験能力が高いってこと
　　　　もありますか。
小林　　器用なんでしょうね。ただ、抽象化したり、ある仕掛けを作ったりということになると、
　　　　ユダヤやアングロサクソンに勝てない。金融光学なんていうのはそういうレベルに人がや
　　　　るんでしょうね。日本人はモノにソフトウエアをくっつけるあたりが１番強い。そうする
　　　　とケミカルというのは１つの解かなと。
　　　

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・急急急急がれるがれるがれるがれるタンクタンクタンクタンク基地基地基地基地のののの地震津波対策地震津波対策地震津波対策地震津波対策
　液体化学品の保管基地であるタンクターミナルは通常、湾岸部にある。石油化学コンビナートで
使用する原料を保管するタンクなどさまざまだが、こうした屋外タンク貯蔵設備同様に地震や津波
の影響を無視できず、安全確保に向けた対策が必要だ。
　屋外貯蔵タンクは、消防法による地震基準が１９７７年に強化された。その後も０３年の十勝沖
地震では、長周期の地震動とタンクが共振（スロッシング）、浮屋根式貯蔵タンクの浮蓋が破損し
引火、火災発生した。この被害をもとに耐震機能を確保する為の基準が整理された。すでに１万キ
ロリットル以上の特定タンクは適合完了、その他も１７年３月までに新基準に適合させることにな
っている。
　消防庁は今回の震災で東北地区を中心に広範な被害を確認している。酒田、新発電や新潟でも長
周期地震動の影響はでている。東京湾岸では市原子以外にも地震被害や液状化現象が見られた。タ
ンクターミナルでは地震発生の数十秒前にバブル閉め作業作業など安全対策を講じたことで、固定
タンクにはほとんど支障はなかったようだ。関係者は揺れに加えて津波対策の必要性を強調する。
消防法や石油コンビナート等災害防止法では出火に対する消火を最優先してきたが、今回の震災で
改めて津波防災の重要性を教えられたという。
　しかし、防災堤防を全国に張り巡らすことは困難で、自然破壊にもつながりかねない。使用負担
にも限界がある。現実的には予知システム導入や避難所確保など地震を含めた防災対策が必要とな
る。消防庁は危険物施設など地震・津波被害を実態調査、対策の検討を始めた。総合的な対応策を
求めたい。

2222 ＰＥＰＥＰＥＰＥ需要回復需要回復需要回復需要回復にににに遅遅遅遅れれれれ・・・・・・・・・・・・用途用途用途用途、、、、ユーザーユーザーユーザーユーザーでまだらでまだらでまだらでまだら模様模様模様模様、、、、流通在庫正常化流通在庫正常化流通在庫正常化流通在庫正常化はははは秋口秋口秋口秋口
　ポリエチレン（ＰＥ）需要が盛り上がらない。日本ポリエチレン鹿島工場が操業を再開したこと
で国内各社の供給能力は定期修理設備を除きほぼ回復した。Ｃ４系直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ
－ＬＤＰＥ）は５月には不足気味となったものの、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）は需給が緩ん
でおり、全体的に力強さが戻ってこない。用途、ユーザーによっても流通在庫の状況はまだら模様
で、復興需要が本格化するまでは、はっきりしない状況が続きそうだ。
　プライムポリマーは７，８月の２カ月間、計１万トン程度の減産の検討に入った。今後の需要も
読みにくい状況だ。自動車向け需要が大きいポリプロピレン（ＰＰ）とは違い、幅広い用途をもつ
ＰＥは食品包装材、トイレタリーなど堅調な分野もあるが、全体を牽引するほどではない。ユーザ
ーの間でも在庫を十分に抱えている企業もあれば、品薄状況になっている企業もあり、流通在庫が
正常化するには秋口までかかると見られている。本格的な復興予算が組まれるのは第３次補正予算
とされており、復興需要が立ち上がるのは年末近くまで遅れそうだ。

3333 ５５５５月月月月ののののＰＰＰＰＰＰＰＰフィルムフィルムフィルムフィルム出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績・・・・・・・・・・・・ＯＰＰＯＰＰＯＰＰＯＰＰはははは８８８８．．．．００００％％％％増増増増、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰはははは９９９９．．．．４４４４％％％％増増増増
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた出荷実績によると、５月の合計出荷は、２軸延伸
ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムが前年同月比８．０％増の２万２１４トン、
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムは、同９．４％増の１万４０７５トンだった。
　生産は、東日本大震災の影響で停止した工場が相次ぎ復旧したことから、両製品とも大きく増加
した。



【５月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

3333 日本日本日本日本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工業連盟工業連盟工業連盟がががが事務所移転事務所移転事務所移転事務所移転
　東京都中央区日本橋茅場町３－５－２アロマビル５階
　電話０３－６６６１－６８１１
に移転し、２７日から業務を開始する。

10101010 経産省経産省経産省経産省、、、、短期短期短期短期のののの電力需給対策電力需給対策電力需給対策電力需給対策・・・・・・・・・・・・自家発活用自家発活用自家発活用自家発活用・・・・需要抑制需要抑制需要抑制需要抑制などなどなどなど
　経産省は２２日、短期（今後１～２年）の電力需給対策案を示した。安全が確認された原子力発
電所を再起動することとし、産業界が①自家発電設備・分散型電源の活用②需要抑制③需給安定化
に資する設備の導入促進―などの対策を打ち、電力需給を安定化させることが必要としている。
同日の産業構造審議会・産業競争力部会で対策案をまとめた。
　同省の試算では、国内全原発が停止し、すべてを火力発電で代替すると仮定した場合、直接コス
トで３兆円超、産業連関を通じた全産業への影響は年間７．６兆円のコスト増になる。電力コスト
の増大は国内企業の競争力を削ぎ、生産拠点の海外移転を加速させかねない。このため安全が確認
された原発の再起動について国民の理解をえる努力を続ける。そのうえで産業界のポテンシャルを
最大限活用しつつ電力需給を安定化させることが必要としている。
　自家発・分散型電源の活用については、卸電力取引所を通じた電気調達拡大のための仕組み作り
や、自家発電補給契約の見直し、広域的な電力融通や分散型電源の活用を促すための託送ルールの
見直し等を進める必要があるとしている。
　需要抑制としては、大口需要家のピークカット効果を電力会社が買い取る仕組みの導入（需給調
整型契約メニューの拡充など）を対策として挙げている。需給安定化に資する設備については、自
家発やＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメントシステム）、住宅用太陽光発電などの導入促進、
白熱電球のＬＥＤへの切り替え加速が有効としている。

10101010 廃家電廃家電廃家電廃家電のののの混合混合混合混合プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック、、、、ナフサリッチナフサリッチナフサリッチナフサリッチのののの石化原料石化原料石化原料石化原料にににに・・・・・・・・プラプラプラプラ処理協処理協処理協処理協のののの１１１１１１１１年度技術開発事業年度技術開発事業年度技術開発事業年度技術開発事業
　プラスチック処理促進協会は今年度、廃家電の混合プラスチックをナフサリッチの石化原料にリ
サイクルする技術の開発に取り組む。異なる種類のプラスチックが使用された家電部品は再利用が
難しく、取引先確保に苦慮しているのが実情。廃ＦＣＣ（流動接触分解）触媒を用いることなどで
経済性に優れた技術を確立し、混合プラのリサイクル促進につなげたい考えだ。
　廃家電から取り出すプラスチックは、汚れが少なく本来はリサイクルに適している。しかし現状
では、マテリアルリサイクルに使われるのは最大４割程度で、残る混合プラのリサイクルは進んで
いない。
　今回の技術開発事業では、家電リサイクルプラントで得られる混合プラを出発原料として使う。
まず、風力選別でウレタン、金属、塩化ビニル樹脂の大部分を分離する。次に光学選別機でＡＢＳ
樹脂を分離する。残った混合プラを廃ＦＣＣ触媒で分解し、ナフサリッチの接触分解油を得る。
混入したファーネス由来の銅など、金属についても残渣から分離して回収するシステムを構築する。
　接触分解油の受け入れ先となる石油元売りが求める油質条件と、リサイクルコストの低減を両立
できるプロセスの確立を目指す。

12121212 アジアアジアアジアアジア・・・・中東石化設備中東石化設備中東石化設備中東石化設備、、、、建設遅建設遅建設遅建設遅れれれれ・・・・操業操業操業操業トラブルトラブルトラブルトラブル頻発頻発頻発頻発・・・・・・・・・・・・専業専業専業専業エンジエンジエンジエンジにににに設計設計設計設計、、、、建設建設建設建設などなどなどなど丸投丸投丸投丸投げげげげ
　　　　技術技術技術技術・・・・ノウハウノウハウノウハウノウハウ蓄積不可欠蓄積不可欠蓄積不可欠蓄積不可欠

　アジア・中東の新しい石油化学設備で、建設の遅れや稼働後の操業に支障がでるケースが相次い
でいる。シンガポールでは昨春に稼働したシェル・ケミカルのスチームクラッカーの稼働率が上が
らず、今年３月にフォスマジュールを宣言し操業を停止し、総点検を実施した。同クラッカーは、
操業を再開したが稼働率は６～７割。エクソンモービルケミカルの第２期クラッカーおよび石化コ
ンプレックスは今年初頭の完成見込みだったが、来年後半にずれ込む見通し。インドや中東でも建
設の遅れや稼働率が上がらないケースが増えている。メーカーの設計、建設、プロジェクト管理、
運営・操業のノウハウが欠如しつつあり、エンジニアリングメーカーにこれらを「丸投げ」するケ
ースが多く、問題の根は深そうだ。

　　　　６６６６月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（金金金金））））
1111 明日明日明日明日へのへのへのへの対話対話対話対話　　　　――――持続社会持続社会持続社会持続社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ――――　　　　　　　　　　　　持続的持続的持続的持続的ものづくりとものづくりとものづくりとものづくりと化学産業化学産業化学産業化学産業
　　　　一橋大学一橋大学一橋大学一橋大学　　　　橘川武郎教授橘川武郎教授橘川武郎教授橘川武郎教授・・・・・・・・・・・・どうみるどうみるどうみるどうみる強強強強さとさとさとさと大大大大きさのきさのきさのきさの関係関係関係関係
　　　　三菱三菱三菱三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル　　　　小林喜光社長小林喜光社長小林喜光社長小林喜光社長　　　　・・・・・・・・・・・・世界世界世界世界でででで勝勝勝勝つにはつにはつにはつには「「「「規模規模規模規模」」」」必要必要必要必要　　　　　　　　

橘川　　自動車はトヨタが世界一に、家電だったらパナソニックが世界一だったことがある。で、
　　　　どうも化学は企業の規模が小さいのではないかと。産業や企業の強さと大きさとの関係は
　　　　どのようにお考えでしょうか。
小林　　やはり一定の規模は必要でしょうね。日本の場合は３００年企業、２００年企業というの
　　　　が結構多くて、単品の会社が多い。今回もシェア７０％だけで売上高１００億円とか
　　　　１０００億円くらいの会社の強さがいわれている。しかし、今後の強さというのは災害に
　　　　強いとか、サステイナブリテイの側面を考えると、一定程度の規模が必要ではないかと。
　　　　個人的には、ＢＡＳＦやダウやバイエルに勝っていくためには、２倍くらいの会社には、　　　

５月 前年同月比 ５月 前年同月比
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　　　　当然ならないとと思っています。そのくらいでないと、本当に大きな研究開発もソフト開　
　　　　発もそう簡単にいかないんじゃないか。
橘川　　そこをお聞きしたいのですが、高付加価値にいかなきゃいけないと。ハイエンドを攻める
　　　　ということですよね。
小林　　やっぱりね、２極化なんですよね。
橘川　　両方やらなきゃいけないということですか。
小林　　強いもの、世界シェアで１番から３番ぐらいのもの、当社でいえばＭＭＡ、ＰＴＡ、ＰＣ
　　　　樹脂、ＰＰコンパウンドとかですね。こういうのはグローバルに勝負をする。それで、日
　　　　本や欧米ではもう付加価値の高いものでないと生きていけないだろうと。グローバル化と
　　　　はまさにデイカップリングで、そのデイカップルした２つの核に合わせることだと思うん
　　　　ですよ。
橘川　　ということは、戦略は２つあるわけですよね。
小林　　ええ、デユアルでやるしかない。
橘川　　経営書「イノベーションのジレンマ」の著者で有名なクリステンセンは・・・
小林　　ハードデイスクを例に挙げたあれですね。
橘川　　ええ、同じ会社でこの２つをやるのは無理とはいわないが、相当難しいぞと。組織を２つ
　　　　に、所在地を２つに分けるぐらいしないとできない。
小林　　当社はそのうえ薬もあるんです。だからホールデイングス制なんです。それぞれのポート
　　　　フォリオをどうマネージし、どれだけ資本効率が良いかというのを一方でみながら、ヘル　　　
　　　　スケア、コモデイテイ、加工、情報電子、のアプリケーションという程度に事業をまとめ
　　　　る。そういう枠でもって化学を基本に据えてトータルにやって、はじめてグローバルのケ
　　　　キカルカンパニーとして存在意義が出てくる。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・新合併指針新合併指針新合併指針新合併指針でででで機動的機動的機動的機動的なななな企業再編企業再編企業再編企業再編をををを
　企業合併の審査手続きおよび基準に関するパブリックコメントを募集していた公正取引委員会が、
最終案を公表した。最大の焦点だった事前相談制の廃止や、審査の目安となるシェアについて「国　
内だけでなく、世界的な競争状況を勘案」としたほか、市場規模が縮小している場合は合併を認め
やすくすることも盛り込んだ。この見直しが機動的な企業再編を促し、競争力強化につながること
を期待したい。新たな審査指針は７月１日から適用される。
　まず、企業合併についての事前相談を排し、迅速性を高めることにした。審査期間中、企業から
説明を求められた場合、公取委が論点を説明するほか、企業はいつでも意見書や必要資料を提出す
ることが出来る。
　また「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」を見直し、審査の目安であるシェアについ
て、国内だけでなく世界的な競争状況も審査の対象とすることにした。公取委は現在、新日本製鉄
と住友金属工業が提出した合併計画を審査中だ。６月末までに一次審査を終える予定だが、ここに
新しい審査指針を前倒しで適用する。　
　２０１２年合併を目指す両社の粗鋼生産量は約４７８０万トン（１０年実績）で、アルセロール・
ミタルに次ぐ世界２位に浮上する。国内のシェアは４０％程度に上昇するものの、中国勢の拡大戦
略が活発化するなかで、世界シェアは３％前後にとどまる。“世界的な競争状況”は、この合併審
査の大きな焦点となる。
　一方、市場規模が継続的、あるいは構造的に縮小するなかで、供給者の供給余力が十分である場
合、需要家はいつでも調達先を変更できることから、合併が競争を制限するとは考えにくいと判断
して合併を認めやすくする方針だ。このほか輸入圧力が十分働いているケース、隣接市場において
活発な競争が行われている場合なども競争を促進する要素として、前向きな合併審査の要因になる。

10101010 廃廃廃廃プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックのののの環境効果環境効果環境効果環境効果、ＬＣＡ、ＬＣＡ、ＬＣＡ、ＬＣＡ用用用用いいいい評価手法評価手法評価手法評価手法・・・・・・・・・・・・プラプラプラプラ処理協処理協処理協処理協、、、、２２２２年計画年計画年計画年計画でででで開発開発開発開発
　プラスチック処理促進協会は今年度、廃プラスチックリサイクルにともなう環境負荷低減効果の
評価手法確立に取り組む。ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）により、ＣＯ２削減効果などを
定量化する。２年計画で推進し、毎年発表しているプラスチックのマテリアルフロー図でその結果
を示す。
　廃プラの有効利用状況を説明するマテリアルフロー図については、リサイクルに伴う環境負荷低
減効果も分り易く説明してほしいという要望が多いという。
　プラ処理協はこれまでにも、自動車用プラなどを対象に、ＬＣＡ手法を用いた環境負荷低減効果
の定量解析等を実施。廃プラについては、処理システムの分析等を通じたＬＣＩ（ライフサイクル
インベントリー）データの収集・解析を行っている。

10101010 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、、、、７７７７月中月中月中月中にににに論点整理論点整理論点整理論点整理・・・・・・・・エネエネエネエネ・・・・環境会議環境会議環境会議環境会議、、、、需給安定策具体化需給安定策具体化需給安定策具体化需給安定策具体化もももも
　政府は２２日、「エネルギ―・環境会議」の初会合を開催し、エネルギー政策見直しの議論を開
始した。電力供給の５割を原子力発電に依存するとしていた戦略を大きく見直すとともに、短期的
なエネルギー需給安定策の早期具体化を目指す。来年には革新的なエネルギー・環境戦略を策定、
エネルギー基本計画の見直し等に反映させる。
　議長の玄葉光一郎国家戦略担当大臣は初会合で、「原発の依存度を徐々に減らし、省エネや再生
可能エネで世界に先駆けフロンテイアを開拓していきたい」と述べた。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・外国企業外国企業外国企業外国企業のののの元建元建元建元建てててて直接投資直接投資直接投資直接投資　　　　試験認可試験認可試験認可試験認可、、、、人民銀人民銀人民銀人民銀がががが個別審査個別審査個別審査個別審査　　　　年内年内年内年内にもにもにもにも本格解禁本格解禁本格解禁本格解禁
　中国人民銀行（中央銀行）が外国企業による人民元建て対中直接投資（ＦＤＩ）案件の個別審査
を昨年１０月から試験的に始め、既に複数認可したことが分った。同行金融政策第２局クロスボー
ダー人民元業務処の唐欣語副処長が２２日、上海市で開催されたみずほコーポレート銀行のセミナ
ーで明らかにした。
　中国当局が２００９年に解禁した元建て貿易決済の拡大にともない外国企業が保有する元は増加
しており、元建て対中ＦＤＩが認められれば、元の使い道は大幅に拡大。資本取引を規制してきた
人民元の国際化にもつながる。唐氏はこの中で、同国商務省と調整中の管理規則を年内に公表する



方針も表明。管理規則公表に合わせて正式に解禁される見通しだ。

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「「「「囲囲囲囲いいいい込込込込みみみみ」」」」のののの動動動動きききき拡大拡大拡大拡大・・・・・・・・・・・・価格急騰価格急騰価格急騰価格急騰、、、、バブルバブルバブルバブル崩壊危崩壊危崩壊危崩壊危ぶむぶむぶむぶむ声声声声
　中国では、最近のレアアース（希土類）価格急騰で、鉱山など上流企業や仲買商社だけでなく、
磁石メーカーなど下流企業でも操業を停止し、原材料を囲い込む動きが広がっている。材料を加工
して販売するよりも、販売する方がもうかるためで、価格が急落すれば国内レアアース産業が深刻
な打撃を被りかねないとして、中国政府も対策に乗り出した。国内外から投機資金が大量に流入。
価格を押し上げている。一部ではバブル崩壊を見越し、空売りの動きもあり、当局は神経をとがら
せている。


