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　　　　７７７７月月月月０４０４０４０４日日日日（（（（月月月月））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・成長成長成長成長のののの方策方策方策方策をををを提示提示提示提示したしたしたした中小企業白書中小企業白書中小企業白書中小企業白書

　リーマンショックによって打撃を受けた中小企業は、２年半を経過して持ち直しの動きをみせて
いたが、３月の東日本大震災によって再び深刻な被害に遭遇した。中小企業はわが国の企業数の
９９．７％、雇用の約７割を占めるものの、１９９０年代半ばから廃業率が上昇しており、震災に
よって一段と深刻化することが懸念されている。
　１日に閣議決定された中小企業白書は、中小企業が抱える課題を分析するとともに、労働生産性
の向上や海外展開などを軸に成長を実現するためにお方策を示した。
　わが国の開業率は近年２～５％で推移しているが、廃業率は５～７％と開業率を上回る。バブル
崩壊後の約２０年間の開業率が廃業率を下回る傾向は日本経済の大きな課題である。
白書が強調するのは、日本の人口減少および少子高齢化によって１５～６４歳人口が２０３０年に
６７４０万人と、０９年の８１４９万人の８３％の水準に減少することへの危機感だ。わが国が持
続的に成長するためには、雇用の約７割を占める中小企業の労働生産性向上が喫緊の課題になる。
これを解決する「自動化」「省エネ」「ＩＴ化」などの取り組みは遅れており、導入に向けた支援
措置が求められそうだ。
　国内市場の成長が期待できないなかで、グローバル展開は中小企業にも迫られている。しかし、
中小企業で輸出企業の割合は、加工組立型を中心に２％台、非製造業を含めて海外に直接投資する
企業は１％に満たない。しかも市場シェアを確保できている企業は限られている。一方、輸入によ
る事業創出の取り組みも紹介している。海外展開とともに、今後の中小企業政策の重要な視点にな
ろう。

2222 ５５５５月月月月のののの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・・・・・・・・・・・・２９９７２９９７２９９７２９９７円上円上円上円上げのげのげのげの５５５５万万万万７０２４７０２４７０２４７０２４円円円円
　経産省がまとめたエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、５月の価格は１キロリットル当たり
５万７０２４円で、前月比２９９７円の値上がりとなった。ドルベースでは１トン当たり１０１５
．４ドルで同７０．１ドルの値上がり。 為替レートは１ドル８１．５円で同１．４円円高。

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・・・・・・・・液体粘体充填液体粘体充填液体粘体充填液体粘体充填　　　　超高速化超高速化超高速化超高速化へへへへ““““革新革新革新革新””””　　　　新材料開発新材料開発新材料開発新材料開発をををを推進推進推進推進　　　　次次次次のののの拠点立地拠点立地拠点立地拠点立地もももも検討検討検討検討
　大成ラミックは、液体粘体物充填システムのさらなる高度化に向けて、フィルムの原材料や生産
設備の革新に着手する。原材料メーカーと共同で、充填速度を現在の２～３倍に高めても安定した
ヒートシール性を実現する新規材料の開発を進めるほか、フィルム製造機についても独自の差別化
技術を導入する考え。この一環として、来年着工する新工場（埼玉県白岡町）に続く、新たな生産
拠点の設置についても検討していく方針だ。
　１３年度に売上高２００億円を達成すればシェア３０％に到達し、国内での成長戦略は一段落す
ると判断している。このため同社は、次の成長戦略の柱を海外市場に移す考えで、システム高度化
により北米市場を手始めに欧州、アジアへと市場を広げていく方針だ。

3333 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
　　　　橘川橘川橘川橘川　　　　　　　　部材部材部材部材がががが産業構造変産業構造変産業構造変産業構造変えるえるえるえる時代時代時代時代へへへへ
　　　　小林小林小林小林　　　　　　　　多事業多事業多事業多事業をををを束束束束ねるねるねるねる「「「「御旗御旗御旗御旗」」」」のののの役割役割役割役割

橘川　　化学が次のリーデイングインダストリーになるというのは、産業構造のあり方自体が変わ
　　　　るのでは。例えば電気自動車では、中国の電池メーカーが２０万円で作ったものが流行っ
　　　　て行く世界になるかもしれない。そうなるとサプライチェーンをひっくり返して、部材側
　　　　から事が起きてくるような。
小林　　イノベーションがテクノロジーサイドから見ると、単に組立てても大したものはでてこな
　　　　い。やはり本当に面白い材料、今まで人間が知らなかった材料を見つけない限り、新しい
　　　　コンセプトは生まれないってことじゃないですかね。
橘川　　ものづくりにもコンセプチユャルっていいますか、哲学があって、それがケミストリー、
　　　　ＫＡＩＴＥＫＩ化学につながっていくという発想ですか。
小林　　どちらかと言うと解析に近い部分より、合成あるいは新しいものを文字通り「もの」とし
　　　　て作るっていう、一番そこを必要とされるケミストリーっていう時代が来たのかなあと。
　　　　物理というのは電子が動くだけなんですよ。もはや半導体の設計は飽和したのではないで
　　　　しょうか。熱コントロールも難しいですし。やはりモレキュール（分子）そのものが、カ
　　　　－ボンのコンポーネント（炭素の配列）が変わっていかないと違うものはできないですよ。
橘川　　ＫＡＩＴＥＫＩ価値のコンセプトについて、企業の評価以外での意義はありますか。
小林　　自動車会社というのは、トヨタが自動車を作っていることは誰でも分る。化学会社という
　　　　のは、コークスやっている、薬品やっているという具合に、事業・製品が多岐にわたって
　　　　います。これをどうやって１つの御旗にまとめるか。これは大変で大いに悩みましたが、
　　　　辿りついたのが、ザ・ＫＡＩＴＥＫIカンパニーなんですよ。
橘川　　なるほど、企業の御旗でもあると。
小林　　それで最後に行き着くところは、地球の快適さの為、社会の、職場の、あるいは自分の
　　　　快適さのためにある会社と。それはケミストリーであろうが、建築であろうが、何でも
　　　　いいと思うんですよ最後は。それが３０年後、５０年後のこの会社の目標なんだと。
橘川　　化学でなくともいいのですか。
小林　　もちろん、われわれは化学に最も強いものを持っている、そういうプロレタリー（独占力
　　　　・強み）がある。これを使って、最後の目的はＫＡＩＴＥＫI。それはサービスも含めた
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　　　　かたちの人間にとって存在が長く続くようなもの。１００年でなくなるようなものは本質
　　　　ではない。そういうコンセプトなんです。

6666 経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・５５５５月月月月のののの化学工業統計速報化学工業統計速報化学工業統計速報化学工業統計速報、、、、オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン等立等立等立等立ちちちち直直直直りりりり傾向 傾向 傾向 傾向 

【化学工業統計速報】（単位：トン、％）

10101010 大日本印刷大日本印刷大日本印刷大日本印刷・・・・・・・・・・・・ＣＦＰＣＦＰＣＦＰＣＦＰマークマークマークマーク取得取得取得取得　　　　チルドチルドチルドチルド飲料用飲料用飲料用飲料用プラプラプラプラ容器容器容器容器でででで
　大日本印刷（ＤＮＰ)は１日、チルド飲料用のプラスチック製インモールド成型容器「ビューベル
カップ・エアー」でカーボンフットプリント（ＣＦＰ)マークの使用許諾を取得したと発表した。
同容器は１個当たり９．９グラム（７１ミリメートル口径、２５０ＣＣ容量）で、業界最軽量の環
境配慮製品として高い評価を得ている。ライフサイクル全体のＣＯ２排出量は、１ケース（８１６
個入り）当たり６０．３キログラム。中間財としてＣＦＰマークの使用許諾を得た。

10101010 廃家電混合廃家電混合廃家電混合廃家電混合プラプラプラプラをををを石化原料化石化原料化石化原料化石化原料化・・・・・・・・・・・・廃廃廃廃ＦＣＣＦＣＣＦＣＣＦＣＣ触媒使触媒使触媒使触媒使いいいい分解油分解油分解油分解油へへへへ、、、、プラプラプラプラ処理協処理協処理協処理協　　　　技術開発技術開発技術開発技術開発にににに着手着手着手着手
　プラスチック処理促進協会は、マテリアルリサイクルが困難な廃家電の混合プラスチックを、ナ
フサリッチな石化原料に再資源化する技術の開発に着手した。廃ＦＣＣ（流動接触分解）触媒を使
って混合プラを分解油にし、収率８０％以上、ナフサ得率５０％以上を目指す。分解油を受け入れ
て石化原料に精製するリファイナリーが求める高い油質条件と、プロセスコストの低減を両立させ、
再利用率の低い廃家電混合プラの高度リサイクル拡大を促す。
　プラ処理協はこれまで、使用済み容器包装プラを廃ＦＣＣ触媒によって油化する技術の開発を支
援してきた。北九州市立大学の藤元薫教授（当時）が提案した技術で、経産省の０９年度研究開発
委託事業にも採択され、北九州市エコタウン内で実証プラントが稼働している。廃家電混合プラの
石化原料化はこの技術を応用したもの。
　技術開発の背景には、廃家電プラのうち高度リサイクルされているものが全体の２０％程度に
とどまっている現状がある。混合プラは分別処理が困難で、焼却や埋め立て処理するか、コストを
かけて高度選別処理を行なわなければならない。新技術が実用化されれば、リサイクルコスト低減
やＣＯ２排出量削減が可能になる。
　ただ、廃家電プラにはポリウレタンやＡＢＳ樹脂など、容器包装プラには含まれないものがある。
油化にあたっては、こうしたプラスチックを発生源とする不純物をいかに除去するかや、赤外線選
別で付加価値の高いＡＢＳを効率よく選別できるかなど課題になりそうだ。

　　　　７７７７月月月月０５０５０５０５日日日日（（（（火火火火））））
1111 アンモニアアンモニアアンモニアアンモニア、、、、尿素急騰尿素急騰尿素急騰尿素急騰・・・・・・・・・・・・国際市況国際市況国際市況国際市況１１１１カカカカ月月月月でででで１００１００１００１００ドルドルドルドル　　　　中国輸出中国輸出中国輸出中国輸出がががが激減激減激減激減

　アンモニア、尿素の国際市況が急上昇している。最近１カ月で１トン当たり約１００ドル値上が
りした。背景には世界的な食糧需要増加にともなう肥料の高騰という背景に加え、世界最大の尿素
輸出国である中国からシーズンに入っても海外市場に製品が出てこないという事情がある。
　中国では今年、石炭の電力向け需要が伸びている為に、アンモニア、尿素製造用に回らなくなっ
ている。今年の中国の尿素輸出量は２０１０年の７００万トンから２００万トンと約７割も減少す
るとの予測も出ており、市場に深刻な影響を及ぼしそうだ。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン換算換算換算換算５５５５月実績月実績月実績月実績・・・・・・・・・・・・輸出減輸出減輸出減輸出減もももも輸入増輸入増輸入増輸入増
　経産省がまとめた５月のエチレン換算輸出入実績によると、輸出が前年同月比、前月比とも減少
した一方、輸入は揃って増加した。前年同月比での輸出のマイナスは６ヵ月連続、輸入のプラスは
１６ヵ月連続となった。
　輸出は、前年同月比１３．１％減、前月比６．８％減の１４万２１００トン。低密度ポリエチレ
ン（ＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）などが前年同月比、前月比共、量を減らした。
　輸入は前年同月比６８．０％増、前月比３１．０％増の９万６１００トン。ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ
など増加した。
　輸出量から輸入量を差し引いた出超バランスは４万６０００トンで、７万９０００トンだった前
月に続き２カ月連続で１０万トンを下回った。東日本大震災の影響で国内供給力の低下が原因とみ
られる。国内エチレン生産量と輸入量の和から輸出分を差し引いた内需試算量は５０万７０００ト
ンと、前年同月比１１．５％増だった。

3333 サンエーサンエーサンエーサンエー化研化研化研化研・・・・・・・・・・・・超高防湿超高防湿超高防湿超高防湿フィルムフィルムフィルムフィルム　　　　有機有機有機有機ＥＬＥＬＥＬＥＬ向向向向けなどけなどけなどけなど展開展開展開展開
　ＰＣＴＦＥ　ＰＣＴＦＥ　ＰＣＴＦＥ　ＰＣＴＦＥをををを基材基材基材基材にににに差別化差別化差別化差別化、、、、今期今期今期今期３３３３億円目指億円目指億円目指億円目指すすすす

　サンエー化研は、超高防湿フィルム「テクニフィルム」で注力のメデイカル向けほか、新規用途
として有機ＥＬの保護フィルム、太陽電池バックシートなどへの展開を強化する。防湿性だけでな
く、求められる性能に対し組み合わせる素材の選定を柔軟に進めることで、他素材を凌駕する材料
として提案していく。同社はテクニフィルムで２０１１年度３億円の売り上げを目指す。
　テクニフィルムは、ダイキン工業が素材のポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）フィ
ルムを生産し、サンエー化研が米国の包装材メーカー・テクニプレックスとライセンス契約を結び、
ＰＣＴＦＥフィルムと塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）、ポリプロピレン（ＰＰ）などのラミネート加工
を施し、製品化する。双日プラネットが販売を担当している。
　テクニフィルムの最大の特徴は高防湿性。塩化ビニリデン樹脂（ＰＶＤＣ）と比較して５～５０
倍の水蒸気バリア性がある。ＰＣＴＦＥは、世界でダイキン工業と米ハネウエルのみが生産。サン
エー化研はダイキン工業から国内で唯一ＰＣＴＦＥの供給契約を結んでおり、国内で材料調達から
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生産までを一貫して対応できる。医薬品のＰＴＰ包装や医療器具の滅菌用包装材として使用され、
イーライリリーなど外資系企業に多く採用されている。

3333 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
　　　　橘川橘川橘川橘川　　「　　「　　「　　「地球地球地球地球」」」」問題問題問題問題をををを抜抜抜抜きにきにきにきに語語語語れないれないれないれない
　　　　小林小林小林小林　　　　　　　　化学化学化学化学はははは人類救人類救人類救人類救うううう最強最強最強最強ののののツールツールツールツール

橘川　　今年は世界化学年ということで、この状況のなかで小林社長がとくに訴えたいことは何で
　　　　ですか。
小林　　今、何が化学会社の最大の課題かと言えば、やはりグローバリゼーションなんです。デイ　
　　　　カップルした世界のなかでどう対応するのか。
橘川　　２次元的に両方やっていかないといけない。
小林　　そうです。しかし、一方でＩＴ技術によりコンマ何秒で情報が飛び交うなかで、日本の
　　　　特異性、差異化をどうデイフェンスするのか。グローバリゼーションとデイフェンシエー
　　　　ションと、それをやるためのイノベーションですね。それで、そのベースになるのはあく
　　　　まで社会の、地球のサステイナビリテイーです。
橘川　　社会や地球の問題なしには語れないと。
小林　　国家資本主義と従来の市場資本主義とのはざまで、水問題、食糧問題、人口問題、資源問
　　　　題と、地球はもうどん詰まりにきている。この１０月で世界の人口は７０億人になるわけ
　　　　ですよね。２０３０年で９０億人、５０年に１００億人です。資源もインジウムはあと
　　　　１０年もつかどうか。原油はあと４０年、天然ガスもシェールガスが出たからといって
　　　　１００年、ウランも何百年しかない。１００年後には核融合でも出てこないと人類は生き　　　
　　　　ていけない。
橘川　　まさにどん詰まりですね。
小林　　そうしたなかで、われわれが四半期ごとの決算で儲かった、儲からないなんて一喜一憂し
　　　　ていて本当にいいのか。そういうことを僕は３．１１が明らかにしたと思うんですよ。
　　　　偶然ですが、今年は世界化学年。地球、人類を救えるものは何か。一番パワフルなツール
　　　　なのは僕は化学だと思うんですよね。
橘川　　なるほど。分りやすいお話ですが、残念ながら３．１１後の日本の社会、経済をみている
　　　　と・・・・・。
小林　　変に情緒的になっているでしょ。ＴＰＰも進めない、法人税も戻してもいいという訳のわ
　　　　からん社会になっちゃった。
橘川　　価値観がなくなっちゃったような感じですね。
小林　　グローバル化がいや応なく進んでいるのに、戦いは外となんだというセンスを全く失った。
　　　　絆とか連帯も大事だけど、それだけじゃいけないというのを皆が忘れちゃってるんですよ。
　　　　今度、世界化学年のイベントで野依さんと僕とが対談するはずだったのに、それも中止に
　　　　なりました。
橘川　　それこそ、まさに今一番必要なことだったんじゃないですか。

10101010 生活者生活者生活者生活者のののの節電意識調査節電意識調査節電意識調査節電意識調査・・・・・・・・・・・・９９９９割以上割以上割以上割以上がががが「「「「取取取取りりりり組組組組むむむむ」　」　」　」　みずほみずほみずほみずほ情報総研情報総研情報総研情報総研
　　　　若年層若年層若年層若年層にはにはにはには負担感負担感負担感負担感じるじるじるじる声声声声もももも

　みずほ情報総研は、生活者の節電意識の調査結果をまとめた。東日本大震災を機に意識が高まり、
９割以上が節電を肯定的に捉え評価している。一方で若年層を中心に「手間がかかり面倒」、「生
活の快適さが損なわれる」などの受け止めがあることも分った。節電は６月初旬に東京電力管内に
１年以上居住する成人男女８９７人を対象におこなった。
　節電については、「電気代が安く済み経済的」、「電力不足解消に有効」として、９割以上が「
取り組む」と回答。具体的な取り組みは、「使っていない照明をこまめに消す」（９８％）、「日
中はなるべく照明を消す」（９７％）などは回答者のほとんどが実行する。エアコンについては、
「使用を控え、別の方法で涼む」は昨年調査より２９ポイント増加し８２％。「使う場合は温度を
高めに設定する」も２３ポイント増の８４％に増えた。

　　　　７７７７月月月月０６０６０６０６日日日日（（（（水水水水））））
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設備設備設備設備のののの高経年化高経年化高経年化高経年化へのへのへのへの対応対応対応対応

　先月、複数のエチレンプラントが不具合により運転を停止した。いずれも１９７０年前後に稼働
を始めた設備で、高経年化が進んでいる。石油化学製品の内需の伸びが期待できず、スクラップ＆
ビルドによる大型投資が難しいだけに、高経年化問題への対応が急がれている。
　設備老朽化対応は従業員、顧客、株主などステークホルダーの利益を最大化する経営的な重要課
題と、日本プラントメンテナンス協会は協調している。石化メーカーなどが設備老朽化対策、現場
力を支える人材育成という課題に追われるなかで発生したのが東日本大震災。被災によってサプラ
イチェーンが寸断したことで、プラントトラブルへの対応を含めた事業継続性（ＢＣＰ）の再構築
が求められている。その際、主要生産設備にとどまらず、周辺設備や物流設備のメンテナンス状況、
故障の原因として増加傾向にある配管の腐食など幅広い問題をきめ細かく調査、対応することが迫
られている。これらの山積する課題へ適格に対応するためには、メーカー単位の取り組みでは限界
も出ている。このため、設備保全サービスを得意とするベンダーとの連携を強化して、メーカーの
技術と融合させることで、より質の高いメンテナンスが可能になる。
　中国など新興国でも新増設設備が立ち上がっており、近い将来、高経年化問題に直面する。国内
メーカーの海外生産の拡大に加え、現地メーカーにとっても安全・安定操業を高める保全技術の重
要性が増す。国内で蓄積した安全技術は、日本の化学および関連産業の競争力向上の大きな武器に
なるだろう。

2222 三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学　　　　国内事業所国内事業所国内事業所国内事業所のののの再編推進再編推進再編推進再編推進・・・・・・・・機能商品機能商品機能商品機能商品・・・・加工系拡大加工系拡大加工系拡大加工系拡大でででで、、、、黒崎黒崎黒崎黒崎・・・・四日市四日市四日市四日市　　　　外部企業誘致外部企業誘致外部企業誘致外部企業誘致もももも
　三菱化学は国内事業所の再構築を推進する。同社は国内では汎用石化事業の縮小、機能商品・加
工系商品の拡大を進めており、事業所の性格の再定義、グループ企業とも連携した事業所間の事業
再配置を進める必要が生まれている。



　水島、鹿島両事業所は石化事業の主力拠点との位置付けに変わりはないが、黒崎、四日市事業所
は外部企業の誘致も含め機能商品群を増やしていく方向で、そのためのインフラ整備も必要になる。
筑波事業所は運営は三菱樹脂との協議を拡大する。２０１５年度を最終とする中期経営計画期間に
完成させる方針で、年内に方向性を固める。
　鹿島、水島は引き続き石化拠点と位置付け、コンビナート連携の強化、原単位向上など競争力強
化に取り組む。ただ、水島はかつてのハードデイスク工場の土地、建屋が残っており、加工系事業
の再配置や外部企業の誘致を検討する。一方、黒崎、四日市は撤退事業の跡地利用が課題。黒崎の
敷地のうち三菱化学が利用しているのは約半分で、残る敷地には大日本印刷のカラーフィルター工
場を誘致しているものの、まだ空きがある。かつてアルミナ工場だった直江津事業所では、すでに
三菱電機など多様な事業を誘致している、工業団地としての性格を強めている。

3333 藤森工業藤森工業藤森工業藤森工業・・・・・・・・・・・・メデイカルメデイカルメデイカルメデイカル分野強化分野強化分野強化分野強化
　　　　薬液薬液薬液薬液バッグバッグバッグバッグ・・・・ガラスガラスガラスガラス代替品代替品代替品代替品をををを投入投入投入投入　　　　　　　　剥離剥離剥離剥離フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・経皮吸収薬向経皮吸収薬向経皮吸収薬向経皮吸収薬向けけけけ拡大拡大拡大拡大
　　　　三重三重三重三重のののの最新設備最新設備最新設備最新設備　　　　来年初稼働来年初稼働来年初稼働来年初稼働

　藤森工業は、医薬・医療分野で薬液バッグと剥離フィルムを強化する。薬液バッグ「Ｎ１－Σ」
シリーズで、新たにガラス代替のプレミックス用薬液バッグを開発・販売を開始した。剥離フィル
ム「フィルムバイナ」は経皮吸収薬用で機能性とクリーン性を合わせもち、安定した品質と、医科
向け経皮吸収薬用剥離フィルムで５０％以上のシェアと実績を強みに、さらなる拡販を行う。
　経皮吸収薬は、皮膚に貼り付け皮膚を通して薬剤を吸収させるもの。消炎鎮痛剤が最も多い用途
だが、近年、心臓病治療薬のニトログリセリンや、気管支拡張剤、禁煙補助薬のニコチンパッチ等
種類が拡大している。

3333 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てけてけてけて　　　　世界化学年世界化学年世界化学年世界化学年をををを迎迎迎迎えてえてえてえて
　　　　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・・・・・・・・・・・・「「「「日本日本日本日本のののの力力力力」」」」結集結集結集結集するするするする仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを
　　　　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・・・・・・・・・・・・化学化学化学化学がががが新新新新しいしいしいしい再生再生再生再生エネエネエネエネ支支支支えるえるえるえる

小林　　バーチャルなクライシスが必要だといっていたのですが、リアルなクライシスが来てしま
　　　　った今、グローバル化の動きは加速すると思います。そういう思いでやらないと。
　　　　若者は海外に行かないとか、いわれていましたが、これだけの危機に直面して、もうそれ
　　　　はないだろうと思いますよ。だから若い人は外に出て頑張って、年寄りが日本国を復興す
　　　　るっていうのも１つの案かもしれませんね。
橘川　　私、４年前まで東大におりまして、当時、「総合」が付くやつはみんな駄目だって。
小林　　総合化学、総合商社、総合電機・・・。
橘川　　総合大学。
小林　　今は逆ですよ。複合とか総合っていうのは、やっぱり全体を持たないとね、そんな単品の
　　　　単純な世界じゃないですよ。システム作り、仕掛け作りが大切です。インテグレートする
　　　　ことがイノベーションに通じる。
橘川　　まさにホールデイングス的なものが必要だということですね。
小林　　ものすごく複雑な社会になった今、これまで揶揄されてきたものが、むしろ最も必要とさ
　　　　れている。それをコントロールできるマネジメントというのが最も重要でしょう。難しい
　　　　がそれをやらないと明日は無いですよ、日本は。
橘川　　新しい再生エネルギーを支えるのは多分、化学だと思うんですよね。そういうことも考え
　　　　ますと、非常に大きな世界化学年になるんじゃないかと思います。
小林　　われわれ化学企業は、まさに環境と新エネルギーをやってきたわけですから。ただ、企業
　　　　だけで本当にいいのかと。産官学が連携し、日本の力を結集する仕組みが必要でしょうね。
　　　　よりベーシックだけど、役に立つところは学と一緒にやる。それで、最後のデイベロップ
　　　　商品化はわれわれがメインでやるとかですね。そういう仕掛けも作っていかないと、日本
　　　　全体として効率が悪いんですよね。
　　　　野依先生もサイエンテイストとして大反省だとおっしゃっていました。出口を知っている
　　　　企業ともしょっちゅう会って、あるいは官とも協力して一緒に出口を考えながら本当にサ
　　　　イエンスを生かす方向に行きたいといわれてるんで。
橘川　　この危機を乗り切る経験はものすごく貴重ですよね。学者もそうですけど、どうやって貢
　　　　献できるか自分で拓かなきゃいけない。それを若い人と一緒に体験できるかどうか。勝負
　　　　どころだと思うんです。
小林　　今、海外の日本を見る目は相当厳しいですよ。政治が悪いとか、誰が悪いとか言っている　
　　　　場合じゃない。自分が悪いんだという認識をもって切り拓いていくしかないでしょう。

10101010 東商調査東商調査東商調査東商調査、、、、東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの影響影響影響影響・・・・・・・・・・・・中小企業中小企業中小企業中小企業のののの２２２２割以上割以上割以上割以上「「「「ありありありあり」、」、」、」、風評被害風評被害風評被害風評被害はははは４４４４割割割割にににに
　東京商工会議所は、東日本大震災の影響に関する調査結果をまとめた。回答企業の２割以上が６
月１日時点で影響が出ていると回答。４０％近い企業が、福島第一原発事故による風評被害があっ
たと答えた。調査は、５月２５日～６月１日に東京２３区内の中小企業を対象に実施。１０４１社
の回答を得た。
　震災の影響があると答えた２３７社ぼうち７５社は建築関連資材に、３４社は印刷関連原材料に
影響が出たと回答。プラスチック、ゴム、自動車部品などその他原材料・部品が４４社。
復旧時期の見通しは３カ月以内が３８％、６ヵ月以内が２７％、６ヵ月以上が２０％だった。
　震災被害からの復旧に向けた対応では、営業強化が３８％でトップ。経費・業務体制の見直しと
人件費削減を合わせ５０％以上の企業がコスト削減に取り組む。資金繰りの手当ても２５％あり、
厳しい状況が続いている。

10101010 廃掃法施行令廃掃法施行令廃掃法施行令廃掃法施行令をををを改正改正改正改正・・・・・・・・・・・・災害廃棄物処理災害廃棄物処理災害廃棄物処理災害廃棄物処理のののの再委託認再委託認再委託認再委託認めるめるめるめる
　東日本大震災で発生した災害廃棄物処理の再委託を認める廃棄物処理法の改正政令が５日、閣議
決定された。自治体の負担を軽くし、処理の迅速化を図ることが目的。８日に公布・施行する。
　廃棄物処理法では、市町村と廃棄物処理の契約を結んだ処理業者が他社に再委託することは禁止
されている。責任の所在が曖昧になり、不法投機につながる恐れがあるためだ。
　再委託は２０１４年３月３１日までの時限措置とする。再委託者の適格要件や再委託は災害廃棄



物に限る（生活ごみやし尿などは対象にしない）ことなどを規定する環境省省令も、合わせて８日
に公布・施行される。

12121212 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減産相次減産相次減産相次減産相次ぐぐぐぐ・・・・・・・・・・・・台湾台湾台湾台湾２２２２基基基基８８８８割稼働割稼働割稼働割稼働、ＰＣＳ、ＰＣＳ、ＰＣＳ、ＰＣＳなどなどなどなど定期修理定期修理定期修理定期修理もももも
　アジアでナフサクラッカーの定期修理や減産が相次いでいる。台湾では台湾プラスチックグルー
プのフォルモサ・ペトロケミカルが第２期および第３期のクラッカーの減産を強化、稼働率を８割
程度まで落としている。シンガポールのシェルケミカルズのクラッカーはフォースマジュール宣言
から復活し稼働を再開させたものの、稼働率は６～７割程度の状況が続いている。オレフィン需給
はタイト化する方向にある。ただ、中国の電力不足や金融引き締めなどを背景に、末端の需要が盛
り上がりを欠いており、市況は反応していない。今秋には好転すると見られるが、先行きはいぜん
不透明だ。

12121212 オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン・・・・・・・・アジアアジアアジアアジア市況市況市況市況でででで““““明暗明暗明暗明暗””””　　　　ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン４０００４０００４０００４０００ドルドルドルドルのののの大台大台大台大台へへへへ　　　　エチレンエチレンエチレンエチレン下落下落下落下落のののの一途一途一途一途
　オレフィンのアジア市況で明暗が鮮明になっている。ブタジエンはライトフィードが進む米国か
ら旺盛な引き合いがあり、さらに電力不足や定期修理前倒しなどにより稼働率が上がらないアジア
のナフサクラッカーからは供給が減少し、需給バランスが極めてタイト化している。一方、エチレ
ンは主力誘導品のポリエチレンの需要が中国の金融引き締めなどもあって精細をかいており、市況
は下落の一途をたどっている。
　天然ガスの競争力が回復し、米国のエタンクラッカーが近年復活を遂げつつある。一方、ナフサ
クラッカーは相対的に競争力が低下し、自動車産業などに多く使われるブタジエンはアジアからの
輸入依存度を高めつつある。一方、アジアでは電力不足が深刻化し、かつ金融引き締めもあってナ
フサクラッカーは実質減産を続けている。そのほかのアジアのナフサクラッカーも定修前倒し・延
長やトラブルなどで、ブタジエンの供給量は大きく減少しているのが実情。
　ナフサクラッカーは稼働率が下がれば、エチレン市況は上昇するか、少なくとも値下がりが一段
落するのが通例。ただ、需要減が供給減を上回っており、値下がりに歯止がかかっていない。足元
のスポット市況は１１００ドル前後まで下がっているが、１０００ドル前後まで値下がりする可能
性がある。

　　　　７７７７月月月月０７０７０７０７日日日日（（（（木木木木））））
1111 明暗分明暗分明暗分明暗分かれるかれるかれるかれるポリエスポリエスポリエスポリエス原料原料原料原料
　ＰＴＡ　ＰＴＡ　ＰＴＡ　ＰＴＡ過剰必至過剰必至過剰必至過剰必至・・・・・・・・・・・・中国中国中国中国６００６００６００６００万万万万トントントントン超超超超のののの新増設新増設新増設新増設
　ＰＸ　ＰＸ　ＰＸ　ＰＸ・・・・ＥＧＥＧＥＧＥＧ不足不足不足不足・・・・・・・・・・・・需給締需給締需給締需給締まりまりまりまり高値推移高値推移高値推移高値推移

　中国で２０１２年から１３年にかけて、高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）の生産能力が新たに年
６００万トン以上追加される見通しだ。世界の綿花生産が食糧高騰を背景に減速しており、ポリエ
ステルの生産は年率２ケタ成長を続ける見込み。ただ、中国の年間需要の３割に相当する新増設は
供給過剰を招くことが確実で、中国は輸出国に転じる可能性がある。一方、原料パラキシレン（Ｐ
Ｘ）の能力はＰＴＡ増強に追い付かず、争奪戦が繰り広げられるのは必至。ＰＴＡが過剰となる
一方、新増設が少ないＰＸやエチレングリコール（ＥＧ）は需給引き締まりを背景に市況が高水準
で推移する可能性が大きく、ポリエステル原料は明暗がはっきり分かれそうだ。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　東日本大震災に匹敵する規模だったといわれる貞観１１年（８６９年）の陸奥国の大地震。「人
びとは泣き叫び立っていられず、建物が倒壊して圧死、地が裂けて生き埋めになった。海は雷のよ
うな轟音を立てて沸き上がる」と記録に残る▼平安京に都を定めて７５年後のことだが、改めて年
表をひも解くと、この時代の自然災害や疫病の多さに驚く。地震の５年前に富士山、５年後に開聞
岳が噴火する。貞観後の時期も地殻変動が激しかったようで８８７年には東南海（もしくは南海）
地震が起こった▼政治的にも転換期で、貞観期に即位した清和天皇はわずか９歳、その後しばしば
登場する幼帝の先駆けになる。幼帝誕生後に発生したのが応天門の変。真相は不明だが、大化前代
からの名門の大伴氏が没落、結果的に摂政政治に向かって動き出す▼疫病は平安京の地形や気候に
も起因するが、大流行しておびただしい死者がでた。朝廷は神泉苑で御霊会（ごりょうえ）を行う。
当時は、疫病は政治的恨みを抱えた人物の怨霊の崇りが原因で、手厚く祀れば防げると考えた▼続
発する災害や疫病のなかで生まれたのが祇園祭だ。今月１７日に最大のハイライトの山鉾巡行が行
われる。「コンチキチン」の祇園囃子に、数多くの悲惨な歴史を乗り越えた日本人の強さ、明るさ
を思い知る。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・安定安定安定安定したしたしたした社会保障社会保障社会保障社会保障にににに必要必要必要必要なななな経済成長経済成長経済成長経済成長
　これ以上、経済成長と持続可能な社会保障の循環を形成するための改革は先送りできない。経済
産業省の産業構造審議会基本政策部会は、少子高齢化社会における活力ある社会実現のための課題
、具体的施策をとりまとめた。
　１９９０年代以降、高齢化によって社会保障費が増大するなかで安定財源の確保が遅れ、財政赤
字が拡大している。今後、社会保障の給付・負担はさらに増大して、２５年度には約１５０兆円、
対ＧＤＰでは２５％程度にまで上昇するとされる。しかし、給付と負担は均衡しておらず、赤字国
債で穴埋めし、将来世代の負担が拡大する。世代間格差は国債的にも突出している。
　産構審は、社会保障の持続可能性を確保する為、厳しい財政の中では本当に必要なサービスを精
査して給付の重点化が必要とした。一方、必要な社会保障給付を支える財源は、あらゆる世代が公
平に負担すべきという原則に基づき安定性、公平・公正な負担という点や経済への影響、企業の競
争環境を総合的に判断、消費税の引き上げ以外ないとした。
　同時に、少子高齢化を新たな需要や雇用創出につなげることが出来る成長戦略の推進を重視する。
　先に政府・与党の社会保障改革検討本部は、社会保障と税の一体改革案として、消費税を「１０
年代半ばまでに段階的に１０％まで引き上げる」ことを明記した。現在の政治情勢から実現は容易
出はなさそうだが、今回産構審が示した給付の重点化と長寿社会の成長戦略を併せて検討すること
が必要になろう。将来の危機が明確になっている以上、解決の先送りでは経済の活力を損なうこと
になる。



2222 ５５５５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・・・・・・・・・・・・原油高受原油高受原油高受原油高受けけけけ上昇上昇上昇上昇
　５月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、原油市況の上昇を受け、Ａ重油を除く全油種が　　
プラスで推移した。原油は前月速報比１キロリットル当たり２４３６円上げの６万７９４円、
ナフサは同２９８５円上げの５万８４６８円だった。
【５月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート：８１．４７円／ドル　出所：財務省貿易統計

10101010 プラプラプラプラ処理協処理協処理協処理協・・・・・・・・・・・・樹脂加工製品樹脂加工製品樹脂加工製品樹脂加工製品　ＬＣＩ　ＬＣＩ　ＬＣＩ　ＬＣＩデータデータデータデータ更新更新更新更新、、、、３９３９３９３９製品製品製品製品にににに対象拡大対象拡大対象拡大対象拡大、ＣＦＰ、ＣＦＰ、ＣＦＰ、ＣＦＰ対応対応対応対応にににに活用活用活用活用
　プラスチック処理促進協会は６日、ごみ袋やラミネート製品など樹脂加工製品のＬＣＩ（ライフ
サイクルインベントリー）データを更新した。前回２０００年に発表したデータの更新とともに、
対象製品を従来の２８製品から３９製品(成形方法は５種類）に拡充。生産工程におけるＣＯ２排出
量に加え、各種エネルギー投入に伴うＧＨＧ（温室効果ガス)排出係数も算出するなど、データ制度
の向上を図った。ＣＦＰ(カーボンフットプリント）制度の本格導入もにらみ、関連業界の企業に
データ活用を促す。
　ＬＣＩデータは、ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）を実施するうえで基礎となるデータ。
例えば製品１キログラム製造する場合、エネルギーやＣＯ２をどの程度消費または排出するのかを
算定した数値などが含まれる。
　データ更新に当たっては、対象製品として新たにインフレーションフィルムのチューブ原反（
ＬＬ／ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ）、ラミネートフィルム、包装資材向けの原反シートおよびシート成形
品などを追加。
　透明ごみ袋（ＬＤＰＥ・ＬＬＤＰＥ製）の製造工程におけるＬＣＩ分析では、製造量１トン当た
りのエネルギ―・資源消費量が７万８６６６メガジュール、ＣＯ２排出量が約１．８トンとなった。
　データ更新にともない、ＬＣＩデータ調査報告書の改定版を５００部発行。一般向けには１部
１０００円で販売する。

　　　　７７７７月月月月０８０８０８０８日日日日（（（（金金金金））））
1111 三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学・・・・・・・・・・・・石化石化石化石化、、、、原料原料原料原料もももも競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化
　　　　鹿島鹿島鹿島鹿島・・・・・・・・第第第第２２２２ベンゼンベンゼンベンゼンベンゼン装置停止装置停止装置停止装置停止、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ７７７７～Ｃ～Ｃ～Ｃ～Ｃ９９９９留分留分留分留分はははは外販外販外販外販にににに
　　　　水島水島水島水島・・・・・・・・旭化成旭化成旭化成旭化成ににににベンゼンベンゼンベンゼンベンゼン融通融通融通融通、、、、エチレンエチレンエチレンエチレン３０３０３０３０％％％％削減削減削減削減メドメドメドメド

　三菱化学は鹿島事業所（茨城県）、水島事業所（岡山県）で石油化学原料事業の競争力強化に取
組む。鹿島では３月末にスチレンモノマー（ＳＭ）生産を停止したのにともない原料ベンゼンが余
剰となるため、第２ベンゼン装置も停止した。エチレンは長期契約を締結し、年間１０万トンベー
スの輸出を行う。水島では１２年にベンゼン生産停止を計画している旭化成ケミカルズに供給する
方向。ナフサクラッカーの３０％ダウンサイジングは今年の定修で実施済みで、さらにエチレン液
化装置を整備し、将来の輸出にも対応できるようにした。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・中長期中長期中長期中長期ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー戦略構築急戦略構築急戦略構築急戦略構築急げげげげ
　日本の中長期的なエネルギー戦略はどう描かれるのか、そして、その具体的な方向性はいつ示さ
れるのか。産業界はもとより、すべての国民が注視している。
　菅直人首相は６日に突然、原発再稼働の前提としてストレステストでの安全性確認を言いだし、
事態の混乱を招き、これでは原発を再稼働させる意思がないと言っているのと同じだ。
首相が湖出し続ける再生可能エネの全量買取制度にしても、その是非はともかく、まずは中長期的
なエネルギー需給のあるべき姿から議論を開始すべき性格の話だ。
　日本経済はいま、かつてないほどの危機的状況にある。とりわけ製造業にとっては、これまで以
上に強まる空洞化圧力のなかで、持続可能な成長の条件をどう創り出すかが厳しく問われている。
国際的なイコールフッテイングが確保されていないことが日本企業の海外移転につながることへの
懸念は、３・１１いぜんから指摘され、この問題解決が急務であることは政府も認識していたはず
だが、震災後は対策の具体化が棚上げ状態になっている。仮に今夏のような電力需給構造が中期的
に続くような事態になれば、企業の海外移転は一気に加速する。それは、日本の産業構造を根本か
ら揺るがすことになり、被災地の復旧・復興はもとより、日本経済の成長戦略にも重大な齟齬をき
たすことを意味する。一刻の猶予も許されない。

3333 プラプラプラプラ製品製品製品製品・・・・・・・・・・・・震災震災震災震災でででで輸入品急拡大輸入品急拡大輸入品急拡大輸入品急拡大、、、、国産国産国産国産からからからから切切切切りりりり替替替替えのえのえのえの動動動動きもきもきもきも
　プラスチック製品の輸入が増加している。財務省輸入統計をもとに日本プラスチック工業連盟が
まとめたプラスチック製品の輸入実績によると、１－５月の累計輸入量は７６万８４７５トンと前
年同期比１３．５％増加した。３、４、５月と３カ月連続で１６万トン台で推移しており、前年度
比で月間約２万トン多いペースで推移している。国内の生
産設備は５月には概ね復旧を果たしており、輸入量は今後、
全体としては減少に向かう見通し。ただ、食品向けを中心
とした包装材料については、コスト削減の高まりから輸入
原材料を積極的に採用する動きが出ている。
これまで、安全重視の観点から国産品を使用することが
一般的だったが、今年に入り原料プラスチックの値上がり
が続いていることから、コスト面で輸入品の魅力が高まっ
ている。大震災による一時的な輸入増は、需要家が輸入品
を使いこなせるか見極める試用期間ともいえ、各需要家が
今後、輸入品にどのような評価を与えるか注目される。

原油・粗油 60,794 118.63

灯油 784,345 153.06

ガソリン(自動車用） 65,510 127.84
ナフサ（石化用） 58,468 114.10

円／ＫＬ ドル／バレル


