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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）

　　　　７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（月月月月））））
2222 ＪＸＪＸＪＸＪＸエネエネエネエネ・・・・・・・・・・・・旧旧旧旧ＪＪＪＪエナエナエナエナ拠点拠点拠点拠点からからからからＣＣＣＣ４４４４留分留分留分留分　　　　川崎川崎川崎川崎ののののＯＣＴＯＣＴＯＣＴＯＣＴ設備向設備向設備向設備向けけけけ
　　　　プロピレンプロピレンプロピレンプロピレン、、、、フルフルフルフル生産復帰生産復帰生産復帰生産復帰

　ＪＸ日鉱日赤エネルギーは、川崎製造所のＯＣＴ（オレフィン・コンバージョン・テクノロジー）
設備向けに、新たに旧ジャパンエナジーの生産拠点からＣ４留分を調達する。このほど原料の利用
可能性を確認、今月、同設備の定期修理完了後にも開始する。従来、旧新日本石油グループの製油
所から調達していたが、東日本大震災の発生により供給元の１つである仙台製油所が稼働停止し原
料不足の状態にあり、供給先の拡大によりフル生産体制に復帰する。

※ＯＣＴ設備；Ｃ２とＣ４留分からＣ３を得る装置

2222 ２２２２年連続運転認定年連続運転認定年連続運転認定年連続運転認定をををを申請申請申請申請・・・・・・・・・・・・三菱化学三菱化学三菱化学三菱化学・・・・鹿島鹿島鹿島鹿島　　　　エチレンエチレンエチレンエチレン２２２２基基基基などなどなどなど
　三菱化学は、鹿島事業所の２年連続運転の認定申請を行う。２０１２年の認定取得を目指してお
り、認められれば１３年の定修を行わず、１４年に実施する。対象装置は２基のエチレン装置の他
同社グループの誘導品各装置。将来は４年連続運転の認定取得も視野に入れている。
　３月の東日本大震災では、地震と津波により一部配管やバースが損傷したが、プラントそのもの
はほとんど無傷。サプライチェーンへの影響を最小限に抑えたまま、エチレンプラント２基とも再
稼働させることができた。８月末に予定している第２エチレンプラントの定修後に、高圧ガス保安
法、労働安全衛生法に基づいて、２年連続運転の認定取得の準備に入る。対象プラントは２基のエ
チレンプラントをはじめ、フェノール、ビスフェーノールＡ（ＢＰＡ）、酸化エチレン（ＥＯ）、
日本ポリケムのポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）などの各装置。

3333 三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂・・・・・・・・・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴボトルボトルボトルボトル　　　　清酒用清酒用清酒用清酒用でででで初初初初のののの商品化商品化商品化商品化　　　　ガラスガラスガラスガラス瓶並瓶並瓶並瓶並みのみのみのみの品質保持性品質保持性品質保持性品質保持性
　三菱樹脂は８日、業界初となる清酒用ハイバリアーＰＥＴボトルの商品化に成功したと発表した。
ダイアモンドライクカーボン（ＤＬＣ）と呼ぶバリアー技術をベースに、ガラス瓶と同等の品質保
持性を実現。業界最大手の清酒メーカーである白鶴酒造と共同開発したもので、９月２０日に同社
から全国発売される３製品（いずれも１５００ミリリットル）への採用が決定している。
　ＤＬＣは、真空状態にしたＰＥＴボトルにアセチレンガスを充填し、プラズマを発生させること
で薄い炭素膜を内面に蒸着させ、酸素バリア性を大幅に向上させる技術。キリンビールが特許を保
有している。一般的なＰＥＴボトルと比べ、酸素で約１０倍、炭酸ガスで約７倍、水蒸気で約５倍
のバリア性を持たせることが出来る。

11111111 １１１１１１１１年版通商白書年版通商白書年版通商白書年版通商白書・・・・・・・・・・・・震災復興震災復興震災復興震災復興にににに海外海外海外海外とのとのとのとの経済連携経済連携経済連携経済連携をををを
　経産省は８日の閣議に、２０１１年版の通商白書を報告した。日本の生産や雇用を維持するには、
輸出をより積極的に進めることが重要と強調。東日本大震災の影響で、企業が国内に製造拠点を構
える魅力も薄れる中、震災からの復興と同時に、海外との経済連携に改めて注目する必要性を指摘
した。
　震災を受け、政府が交渉参加の是非をめぐる判断時期を６月から先送りしたＴＰＰについては、
引き続き交渉参加を促す内容。その上で、ＴＰＰや日本と欧州連合（ＥＵ）の経済連携協定などに
ついて「日本の産業集積を維持発展させていく上での前提条件」と位置付け、「（交渉）進めるこ
とが望ましい」と訴えた。

12121212 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　　　　中国中国中国中国のののの輸入減少続輸入減少続輸入減少続輸入減少続くくくく・・・・・・・・・・・・１１１１－－－－５５５５月月月月　　　　自給率拡大自給率拡大自給率拡大自給率拡大がががが背景背景背景背景
　中国のポリオレフィン輸入が年初来、減少基調が継いでいる。１月から５月までの月別数量をみ
ると、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）および高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）が各月とも前年実
績を割り込んでおり、わずかに直鎖状低密度ポリエレン（ＬＬＤＰＥ）が５月、ポリプロピレン（
ＰＰ）が１月にそれぞれ前年を上回ったのにとどまっている。前年割れの背景としては「前５カ年
計画末の２０１０年にかけて相次ぎ立ち上が
った中国国内設備による自給率の拡大が主
要因」（日系商社）と指摘されている。
　ただ、今後については市場拡大にともない
再び輸入量が増加に転じるという見方が強い。
現在建設中の武漢（湖北省）や四川省でのプ
ロジェクトを含め、今後の新規エチレン設備
の立ち上がりが早くとも１２年となっている
ためで、ポリオレフィン輸入量は「もう少し
減少する可能性はあるものの、その後の中国
国内能力増強までは、タイムラグがある」
（同）状況となっている。

10101010 帝国帝国帝国帝国データバンクデータバンクデータバンクデータバンク・・・・・・・・今夏今夏今夏今夏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　　　　企業企業企業企業のののの７７７７割超割超割超割超がががが実施実施実施実施　　　　３６３６３６３６％％％％はははは政府目標以上政府目標以上政府目標以上政府目標以上めざすめざすめざすめざす
　帝国データバンクは、こんかの節電に対する意識調査を行った。回答企業の７割が節電を実施す
る。政府が目標に掲げる１５％以上の節電を目指す企業は３６％を占めた。今夏の節電対策として
８割近い企業が節電意識の向上を挙げている。調査は全国２万２７７３社を対象に６月２０日～
３０日に実施。１万１０３２社の回答を得た。

平成23年7月15日



　自社で実行可能な取り組みは、エアコンは必要な場所で必要な時だけつけるが６９％、自宅とオ
フィスの室温２８度Ｃ徹底が５８％と５割を超えた。

11111111 日欧日欧日欧日欧ＥＰＡ、ＥＰＡ、ＥＰＡ、ＥＰＡ、英国英国英国英国がががが主導主導主導主導・・・・・・・・・・・・米倉経団連会長米倉経団連会長米倉経団連会長米倉経団連会長とのとのとのとの会談会談会談会談ででででキャメロンキャメロンキャメロンキャメロン英首相英首相英首相英首相
　欧州歴訪中の経団連代表団（団長・米倉弘昌会長）は７日、ロンドン市内の英首相官邸内でキャ
メロン首相と会談した。この中で同首相は日本と欧州連合（ＥＵ）が事前協議開始で合意した経済
連携協議（ＥＰＡ）について、英国が主導的役割を果たしていく考えを強調。日本に対しては、欧
州側の批判が強い非関税障壁の撤廃に向け「日本も踏み出してほしい」と要請した。
　これに対し米倉会長は日欧ＥＰＡの推進に向けキャメロン首相のリーダーシップに謝辞を述べる
一方、「日欧ＥＰＡが締結されれば対英投資は一段と増える」と強調した。非関税障壁の撤廃につ
いては、反発の強い自動車業界同士での協議が重要との認識を改めて示した。

　　　　７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（火火火火））））
1111 硫酸硫酸硫酸硫酸・・・・カカカカ性性性性・・・・アアアア系製品系製品系製品系製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伝統的化学品存在感再伝統的化学品存在感再伝統的化学品存在感再伝統的化学品存在感再びびびび、、、、需給需給需給需給ひっひっひっひっ迫価格上昇迫価格上昇迫価格上昇迫価格上昇
　　　　新興市場新興市場新興市場新興市場でででで需要増需要増需要増需要増、、、、震災震災震災震災でででで生産減生産減生産減生産減、、、、輸出余力少輸出余力少輸出余力少輸出余力少なくなくなくなく

　硫酸、カ性ソーダ、アンモニア・尿素、硝酸、リン酸といった無機系の伝統的な化学製品の需給
が引き締まり、軒並み価格上昇局面に入ってきた。これらはいずれも生産・需要量こそ大きいもの
の、石油化学産業の隆盛にともなって近年は脇役的な役割に甘んじてきた側面が強い。しかし、需
給ひっ迫によってその存在感がクローズアップされつつある。その背景には、東日本大震災による
生産減といった一時的な要因のほかに、新興国市場の急成長による世界的な需要の拡大がある。
化学産業のグローバル化が進行するなか、成熟製品の需給動向にも注意を払う必要が出てきた。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・変化変化変化変化にににに対応対応対応対応するするするする中国中国中国中国のののの企業誘致戦略企業誘致戦略企業誘致戦略企業誘致戦略
　中国経済の持つスピードやダイナミズムはあらゆる角度から語られてきたが、ここにきて輸出中
心に世界の工場といった経済構造から、内需に軸足をおいた経済成長へ急速にシフトしている。こ
うした動きは、中央政府から権限を譲渡されている地方の省や市政府の様々な動きからも、明確に
読み取れる。
　とりわけ注目したいのは、東日本大震災で明らかになった日本の製造業のサプライチェーン寸断
に対処するため、リスク分散の重要性を強調することだ。電子部品や自動車部品など東北地方が重
要な供給拠点だったことが図らずも世界的に知れ渡った。震災直後の４月から５月ごろから中国で
は、日本企業を中心に外資系企業の誘致を重点政策に掲げる省や市政府が相次いだ。震災による日
本の製造業への影響、産業活動に関して独自に調査して日本企業の海外、主にアジアへの生産拠点
分散や進出機運が一段と高まると判断した。震災の影響が落ち着き始めた６月半ば以降には、中国
の有力各省や市政府は相次ぎ日本への投資誘致説明会やセミナーなどの企画を始めている。
　また、それぞれの地域が持っている既存産業との有機的なリンケージ、また供給可能な原料動向
を見定めて上で「こうした業種の日本企業に進出してもらいたい」という明確な産業誘致ターゲッ
トを明らかにする。一昔前の中国の総花的な誘致政策からは想像もつかないほどの具体性や戦略性
を提示していることも大きな変化だ。
　「十年一昔」とも言われるが、中国では「一年一昔」とさえ言われるほど変化のスピードが速い。
地方政府の誘致局等の変化は、かつて欧米へ留学していた３０歳代、４０歳代の２世、３世が相次
ぎ帰国して、故郷の企業や政府機関へ就職し始めているという動きとも無縁ではなかろう。
　中国進出を検討している中堅日系企業が華東地区の地方政府を訪れた際、その洗練された対応に
驚いたという声も聞く。常に変貌する中国、この国の変化は地方政府の誘致局の動きからも強く
感じる。

10101010 経産省小委経産省小委経産省小委経産省小委がががが報告書報告書報告書報告書、、、、工場立地法工場立地法工場立地法工場立地法・・・・・・・・緑地規制見直緑地規制見直緑地規制見直緑地規制見直しへしへしへしへ、、、、地域準則地域準則地域準則地域準則をををを活用活用活用活用　　　　自治体自治体自治体自治体がががが面積率設定面積率設定面積率設定面積率設定
　経産省は、工場立地法における緑地に関する規制を見直す。同省の小委員会が制度改正の方向性
を示す報告書をまとめた。緑地面積率などが工場の建て替えなどの設備投資の阻害要因になってい
る現状を踏まえ、地方自治体が独自に基準を定めることのできる地域準則の活用や植栽規定の見直
しなどの対応策を示した。政府が４月に閣議決定した規制・制度改革方針で、緑地面積率規定のあ
り方を見直すことが盛り込まれていた。

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でででで講演講演講演講演・・・・・・・・・・・・化学化学化学化学ははははリーデイングリーデイングリーデイングリーデイング産業産業産業産業　　　　経産省経産省経産省経産省　　　　坂口利彦坂口利彦坂口利彦坂口利彦　　　　化学課長化学課長化学課長化学課長　　　　
　経産省の坂口利彦化学課長はこのほどシンガポールで、日本化学工業協会およびシンガポール・
ケミカル協会の共催により「最近の化学産業を取り巻く情勢」と題する講演を行った。このなかで
坂口課長は、東日本大震災でサプライチェーンが寸断されるなか、グローバル市場における日本の
化学産業が果たす役割が改めて見直される一方、「世界的に高いシェアを占める製品でも収益力は
必ずしも高くない」と述べ、国際競争力と収益力の強化へ官民挙げて取り組む姿勢を示した。
　そして震災から復興加速や国内空洞化の改善に繋げるためにも「次代を担う技術革新を生み出す
研究開発を日本に残し、活力あるリーデイング産業として化学産業が更に発展する仕組みを企業と
ともに構築していきたい」と述べた。

12121212 フェノールフェノールフェノールフェノール　　　　アジアアジアアジアアジア・・・・中東中東中東中東でででで相次相次相次相次ぎぎぎぎ新増設新増設新増設新増設・・・・・・・・・・・・電材電材電材電材・・・・ＣＰＬＣＰＬＣＰＬＣＰＬ原料向原料向原料向原料向けけけけ　　　　需要伸長見込需要伸長見込需要伸長見込需要伸長見込むむむむ
　フェノールの新増設がアジア・中東地域で相次ぐ見通しだ。フェノールはポリカーボネート（
ＰＣ）樹脂の塑原料向けが主力だが、スマートフォンの普及などを背景に電子材料向けの伸びが見
込まれるほか、カプロラクタム（ＣＰＬ）原料向けが急拡大する可能性があるためだ。香港に本拠
を置くキングボードが、リーマンショック後に白紙化していた新設計画を再開させたほか、住友化
学はサウジアラビアのラービグ２期計画でフェノールからＣＰＬまで一貫計画を検討中。また三井
化学でもＣＰＬのフェノール法拡大などを睨んで、中国またはシンガポールでの次期計画を検討し
ている。



　　　　７７７７月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（水水水水））））
1111 ＪＸＪＸＪＸＪＸエネエネエネエネ、、、、千代化千代化千代化千代化とととと共同共同共同共同　　　　ベンチプラントベンチプラントベンチプラントベンチプラント製作製作製作製作・・・・・・・・・・・・分解軽油利用分解軽油利用分解軽油利用分解軽油利用ののののＰＸＰＸＰＸＰＸ原料技術原料技術原料技術原料技術

　ＪＸ日鉱日石エネルギーは、基礎石油化学事業の中核商品であるパラキシレン（ＰＸ）の原料と
なる芳香族の増産へ向けた新規プロセス開発を推進する。製油所の連産品のなかで余剰拡大が懸念
される分離軽油（ＬＣＯ)からＢＴＸ（ベンゼン・トルエン・キシレン）を効率的に得る技術で、
今年度に千代田化工建設と共同で神奈川県の中央研究所にベンチプラントを完成させる。
　ＪＸ日鉱日石エネルギーは、ＰＸで年２６０万トンの供給能力を持ち、アジア需要を取込む重点
事業と位置付けている。ただ、国内の石油製品需要が漸減するなか、原油処理量減少に伴う供給減
が避けられない。当面の需要に対しては接触改質装置を不均化装置に改良し、トルエンから原料キ
シレンを生産する能力を高めることで賄うものの、市場で存在感を維持していくためには増産へ向
けた新たな施策が必要になる。
　ＬＣＯは、重質油を原料にガソリン基材やプロピレンを生産する流動接触分解（ＦＣＣ）装置か
ら得られる。Ａ重油基材や軽油原料として使用されてきたが、Ａ重油は都市ガスなど他エネルギー
への燃料転換で国内需要が激減。セタン価が低く軽油基材としての利用にも限界があるため、高付
加価値化が求められている。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・政局政局政局政局とととと切切切切りりりり離離離離してしてしてして再生再生再生再生エネエネエネエネ法審議法審議法審議法審議をををを
　再生可能エネルギー特別措置法案の国会審議が１４日から始まる。太陽光や風力など再生可能エ
ネルギーで発電された電気を固定価格で買い取る制度で、東日本大震災の発生した３月１１日の閣
議で決定した。ただ、この法案の裏付けになるエネルギー基本計画は、原発事故を契機に抜本見直
しが迫られていること、買取量の増大で需要サイドの経済負担など、前提条件が変わった。国会で
は、これらの課題を十分審議してもらいたい。
　同法案は、２０３０年に総電力に占める原子力の割合を５０％、再生可能エネルギー２０％を明
記したエネルギ―基本計画を実行するために立法化された。温室効果ガス（ＧＨＧ)削減に寄与す
る太陽光や風力のほか、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気全量の買い取りを電力会
社に義務付けている。これまで太陽光発電の余剰買取制度は施行されているが、購入を自然エネル
ギー全般に広げるとともに、販売を目的にした大型発電設備も対象にした。
　閣議決定以前の議論では、買取制度によってカ性ソーダや電炉など買電に依存している特定産業
の負担が懸念され、慎重な対応が要求されたが、さらに原発事故によって、前提条件が崩れた。
　原発発電比率５０％の目標達成のみならず、３０％維持すら困難になりつつある。まず、原発依
存を見込んだエネルギ―基本計画の可否から議論を始めるべきだ。その際に再生可能エネルギーへ
の期待が膨らむが、現在の技術水準では発電コストの上昇に加えて、原発事故の補償関連費用の確
保という二重の負担によって、これまで想定していた以上の電力価格の上昇になろう。
　国会審議では、原発依存のエネルギー製作見直しを可能にする代替電源を示す必要がある。その
場合の電力コスト、ＧＨＧ排出量の見直しを国民に示し、経済負担増の理解を得る努力が不可欠だ。

10101010 ノニルフェノールノニルフェノールノニルフェノールノニルフェノール・・・・・・・・・・・・環境基準設定環境基準設定環境基準設定環境基準設定をををを審議審議審議審議、、、、水生生物保全水質水生生物保全水質水生生物保全水質水生生物保全水質　　　　中環審中環審中環審中環審がががが目標値提示目標値提示目標値提示目標値提示
　環境省はノニルフェノールについて、水生生物の保全に関する環境基準値設定の審議を開始した。
中央環境審議会の専門委員会で環境基準値のベースになる水質目標値とその根拠が示された。今秋
に再度審議し、基準設定の是非を決定する。
　水質目標値は、水生生物への毒性試験や環境中濃度など国内外の調査・研究データをもとに設定
した。淡水域（河川・湖沼）は、水生生物が比較的低温域を好む水域「生物Ａ」が１リットル当た
り１マイクログラム。比較的高温域の「生物Ｂ」が同２マイクログラム。水生災物の産卵場所など
特に保全が必要な「生物特Ａ」が同０．６マイクログラム。「生物特Ｂ」が同２マイクログラム。
海域は生物Ａが同１マイクログラム、生物特Ｂが同０．７マイクログラム。
　米国の最大許容濃度(淡水同２８マイクログラム、海水同７マイクログラム）などに比べて厳しい
数値となっている。
　水生生物保全に関する環境基準は２００３年１１月に設定され、現在は１物質(亜鉛）についての
み基準値が設定されている。９物質が検討候補。このうちまずノニルフェノールについて検討を開
始した。ノニルフェノールは工業用界面活性剤の原料のほか、印刷インキ原料、フェノール樹脂用
積層板の原料やエポキシ樹脂の安定剤などに使われる。０９年の国内生産量・輸入量は約７７００
トン。ＰＲＴＲデータによると０９年の環境排出量は約３．６トンですべて大気への放出。排出源
は化学工業など１００事業所だった。

10101010 ＲＥＡＣＨＲＥＡＣＨＲＥＡＣＨＲＥＡＣＨ対応対応対応対応のののの化学物質有害性評価化学物質有害性評価化学物質有害性評価化学物質有害性評価、ＥＡＣＨ、ＥＡＣＨ、ＥＡＣＨ、ＥＡＣＨががががレポートレポートレポートレポート・・・・・・・・・・・・動物実験動物実験動物実験動物実験のののの代替進代替進代替進代替進むむむむ
　　　　主主主主ににににインビトロインビトロインビトロインビトロ試験試験試験試験、、、、多多多多くはくはくはくは要求水準満要求水準満要求水準満要求水準満たさずたさずたさずたさず、、、、新新新新たなたなたなたな動物実験要求可能性動物実験要求可能性動物実験要求可能性動物実験要求可能性もももも

　欧州化学品庁（ＥＡＣＨ）はこのほど、ＲＥＡＣＨ規則が要求する、動物実験に代わる化学物質
有害性評価手法の利用・開発促進の取り組みについてレポートを公表した。事業者の多くが動物実
験の代わりに、細胞片などを使うインビトロ試験を実施したことが分った。ＥＡＣＨは、代替手法
の導入が一定程度進みＲＥＡＣＨ対応のため新たに必要となる動物実験は極めて少ないとする一方、
代替手法には有害性を評価するうえでなお不十分な点が残ると指摘。事業者に新たな動物実験を要
求することもあるとしている。

11111111 今年度成長率今年度成長率今年度成長率今年度成長率、、、、００００．．．．４４４４％％％％にににに下方修正下方修正下方修正下方修正・・・・・・・・・・・・現状現状現状現状のののの景気判断景気判断景気判断景気判断はははは引引引引きききき上上上上げげげげ
　日銀は１２日の金融政策決定会合で、４月にまとめた中長期的な日本経済の見通しを示す「経済・
物価情勢の展望」(展望リポート）を改定した。
　東日本大震災の発生に伴い、春先以降の国内景気が想定以上に落ち込んだことえを踏まえ、２０
１１年度の経済成長率予想を従来の０．６％から０．４％に下方修正した。１２年度の成長率予想
は、２．９％、１１年度の消費者物価指数（生鮮食品除く）予想はプラス０．７％とし、ともに
変更しなかった。

12121212 中国中国中国中国、、、、６６６６月月月月ののののＣＰＩ　ＣＰＩ　ＣＰＩ　ＣＰＩ　６６６６．．．．４４４４％％％％上昇上昇上昇上昇・・・・・・・・・・・・一般一般一般一般のののの金融政策観測金融政策観測金融政策観測金融政策観測もももも　　　　貸出枠減少貸出枠減少貸出枠減少貸出枠減少がががが企業企業企業企業にににに影響影響影響影響もももも
　中国の６月の消費者物価指数（ＣＰＩ)は大方の予想通り６％を突破した。織り込み済みの結果で



もあり、中国国内では比較的冷静に受け止められている。ただ、７月はさらに上昇するとの予測も
あり、勢いが収まるのは第４四半期とも言われており、市場では７月以降再び基準金利引き上げ等
の措置が取られるとの見方が出ている。
　既に相次ぐ預金準備率引き上げで外資系銀行では貸出枠がなくなり「新規貸出を受け付けてもら
えない」(日系企業）といった状況もでており、緊縮的金融政策がさらに強まれば企業活動への影響
が広がりそうだ。
　インフレ圧力に対抗するため中国では今年に入り預金準備率が６月まで毎月引き上げられている
ほか、基準金利も７月７日に３回目の引き上げが行われた。各企業にとっては資金調達コストが上
昇しており、それ以上に預金準備率が引き上げられる中で銀行が貸し出しに回せる資金自体も減少
し、コスト以前に借りられない場面も出ている。
　温家宝首相は先月下旬以降「インフレ抑制を主眼としたマクロコントロールは継続していく」「
対策は奏功しつつあり今後、物価は緩やかな下降が見込まれる」と語っている。ただ、７月のＣＰ
Ｉは、更に上昇するとも言われており、中国国内では一段の金融政策が実施されるという見方が
少なくない。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・１８１８１８１８業種業種業種業種でででで設備淘汰設備淘汰設備淘汰設備淘汰リストリストリストリスト、、、、対象企業数対象企業数対象企業数対象企業数１１１１割増割増割増割増にににに
　中国政府は環境対応や省エネルギーの取り組みの一環として、旧式設備の廃棄を促進する。工業
情報化部は１１日、鉄鋼、コークス、セメントをはじめ１８業種・２２５５社を対象とした２０
１１年の設備淘汰リストを公表した。５月に打ち出された数値目標に沿って個別企業を指定した。
対象企業数は昨年比１割程度増加しているほか、多くの業種で５月に比べ目標周知が引き上げられ
た。化学関連では製紙５９９社・８２０万トン分、カーバイド４８社・１５３万トン分、合成繊維
１３社・３５万トン分、など。昨年に続き個別企業・個別設備を指定して廃棄を徹底させる。

　　　　７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題とととと認識認識認識認識すべきすべきすべきすべき空洞化対策空洞化対策空洞化対策空洞化対策

　日本経済にとって、産業空洞化問題が大きなリスクとして浮上してきた。東日本大震災で露呈し
たサプライチェーンの寸断は、供給側の懸命な努力で修復されつつあるが、中期的なチェーンの
“強靭化”の手立ては見えないままだ。この中で、復旧・復興と並行して進められるべき規制改革
や法人税引き下げ、成長分野の国内投資支援などの経済対策は手がつけられていない。
　今回の大震災ではこれまで精緻に組みたてられてきた日本型の素材・部材供給網のリスクが明ら
かになった。中核部材の供給にまで効率化の仕組みが広がっていたことは意外性をもって受け止め
られた。今後、競争力を維持しながらサプライチェーンの分散化、複線化、災害時の代替供給、そ
して柔軟性を有した材料仕様が進むかが焦点となるが、その実現は容易ではない。
　これまで日本の組み立て産業はアジア勢を中心とした海外企業に激しく追い上げられ、一部は既
に先行されているのは周知の事実だ。素材・部材側は事業継続計画（ＢＣＰ）の練り直しも含めた
戦略的な対応を急ぐ必要があろう。しかし、法人税率引き下げやＴＰＰなど経済連携、各種規制改
革など国際的な競争条件のイコールフッテイングを目指す施策は、大震災の混乱に巻き込まれたま
まに放置されている。また、原発事故収束の長期化が避けられないなかで、定期検査を終えた原発
の再稼働に赤信号が灯った。全電力供給の３０％を占める原発の稼働停止は、日本経済に直接的な
打撃を与えるのは必至だ。これ以上“危険なシナリオ”に付き合うことはできない。

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反発反発反発反発・・・・・・・・・・・・ＨＤＰＥＨＤＰＥＨＤＰＥＨＤＰＥ１３５０１３５０１３５０１３５０ドルドルドルドル超超超超・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰ１５００１５００１５００１５００ドルドルドルドル前後前後前後前後
　　　　原料上昇原料上昇原料上昇原料上昇、、、、中国定修中国定修中国定修中国定修などなどなどなど

　ポリオレフィンは、アジアで反発している。アジア市況は１～２週間前から上昇に転じ、高密度
ポリエチレン（ＨＤＰＥ）は６月下旬の１トン当たり１３００ドル（極東ＣＦＲ）が１３５０ドル
超、ポリプロピレン（ＰＰ）が１４００ドル半ばから１５００ドル前後に上がった。原料価格の上
昇や中国メーカーの定期修理集中などが材料になっている。
　ここにきて中国の末端在庫も減少してきた。更に市況軟化による原料マージン悪化から中国・東
南アジアメーカーなどは５～６月と減産体制を強めた。また中国のポリオレフィンメーカーは、６
月中旬から定期修理に入るメーカーが増えており、８月には燕山石化や独山子会社なども定修を予
定している。８月に入れば農ポリなど秋需も立ちあがってくる。これらから市場反発につながった
ようだ。

11111111 ７７７７月月月月のののの月例経済報告月例経済報告月例経済報告月例経済報告・・・・・・・・・・・・消費消費消費消費・・・・設備投資設備投資設備投資設備投資をををを上方修正上方修正上方修正上方修正、、、、景気判断景気判断景気判断景気判断はははは据据据据ええええ置置置置きききき
　与謝野馨経済財政担当相は１３日、７月の月例経済報告を関係閣僚会議に提出した。景気の基調
判断は「東日本大震災の影響により以前として厳しい状況にあるなかで、このところ上向きの動き
がみられる」とし、前月の表現を据え置いた。個人消費と設備投資は震災後の落ち込みから改善が
みられ、上方修正した。ただ、電子部品など一部業種で生産の回復が鈍いことや海外経済の減速が
懸念され、政府は今後の動向を注視する。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ９９９９．．．．５５５５％％％％成長成長成長成長にににに、、、、化学業界総化学業界総化学業界総化学業界総じてじてじてじて堅調堅調堅調堅調　　　　閑散期閑散期閑散期閑散期もももも秋以降秋以降秋以降秋以降のののの回復見込回復見込回復見込回復見込むむむむ
　１３日発表された中国の第２四半期のＧＤＰは、前期比でわずかに伸び率が鈍化した。一部で景
気の先行きに不透明感が増しているとの指摘があるものの、中国の化学業界は総じて堅調に推移し
ている。化学原料及び化学製品の鉱工業生産は１－５月まで全体を上回る水準で推移しているほか、
自動車では日系完成車メーカーが下期のＶ字回復を狙う等今後、荷動きの復調も見込まれる。
　中国国家統計局は１３日、２０１１年第２四半期(４－６月期）の国内総生産（ＧＤＰ）が実質で
前年同期比９．５％増加したと発表。伸び率は前期の９．７％から小幅鈍化した。いぜん高い成長
率をたもっているものの、インフレ圧力が高まる一方、金融引き締めや国内外の需要鈍化にともな
い景気の先行き不透明感も増しており、中国政府は難しい経済運営を迫られている。
　第２四半期のＧＤＰ成長率が鈍化することは、早い段階から予測されていた。今春以降指摘され
ているのが数年ぶりの大規模な電力不足懸念。これまでのところ大きな問題にはなっていないが、
上海でも今月初めに今年初の供給制限が実施された。今後、気温上昇に伴い需要のピークを迎える



なか「０２年頃の状況にはならないだろうが、相当な影響が見込まれる」(日系商社）という見方が
多い。

12121212 ＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣＯＰＥＣ月報月報月報月報・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２年年年年のののの原油需要前年下回原油需要前年下回原油需要前年下回原油需要前年下回るるるる伸伸伸伸びびびび
　石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）は１２日発表の月報で、２０１２年の原油需要の伸びが日量１３２
万バレルと、１１年の１３６万バレルから若干減速するとの見通しを発表した。ＯＰＥＣはこの
需要見通しが、不確定要素の影響を受けやすいとに見解うぃ示したうえで、津波や原発事故に見舞
われた日本の復興ペースに加え、原油相場が先進国に与える影響といった要因次第では、一段の需
要縮小もあり得ると指摘した。
　ＯＰＥＣは「国際原油相場の高騰が持続するか、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）各国の景気が更
に悪化した場合、原油需要へのマイナスの影響が強まるだろう」と予想した。

　　　　７７７７月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（金金金金））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　熱中症や節電対策グッズが売れている。パソコンにＵＳＢでつないで稼働するパーソナル扇風機
首に巻いて冷やすバンド状の布製品や、寝苦しい夜の安眠用シーツなどなど▼「必要は発明の母」
とはよく言ったものだ。原発事故が起きなければ世に出なかった製品もあろう。もう１つ指摘した
いのは、こうした製品を支えているのは“化学”であることだ。小型扇風機には羽根の部分に発泡
樹脂が使われ、触れても痛くないようになっている。「クールバンド」などの商品名で売れている
首に巻くバンドには、水に反応する保冷剤が不可欠である。安眠用シーツも保冷効果を発揮する化
学品の存在なくしては開発出来なかった▼私たちの生活のあらゆるところに化学品が使われている。
大震災後、いくつかの消費財がスーパーマーケットの棚から姿を消したが、その背景には化学品・
樹脂の調達難があったことは知られている。化学品の安定したサプライチェーンの重要性が大震災
で浮き彫りになっている。あって当たり前の存在だった製品もあろう▼すべての化学品は原料が必
要で、その輸送、小分け運搬、生産、保管を経て出荷される。製品によっては原料確保から何日も
要して製品化され、世に出るものも少なくない。生活必需品である化学品、もっと見直されていい。

3333 経産省経産省経産省経産省　　　　５５５５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・・・・・・・・・・・・2222カカカカ月連続月連続月連続月連続でででで生産生産生産生産・・・・出荷増出荷増出荷増出荷増　　　　
【５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＞

品目 前年同期比区分 ５月

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 209,208209,208209,208209,208 105.9105.9105.9105.9
出荷出荷出荷出荷 211,423211,423211,423211,423 107.0107.0107.0107.0
在庫 212,012 103.2

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 24,34224,34224,34224,342 118.4118.4118.4118.4
出荷出荷出荷出荷 26,17826,17826,17826,178 120.4120.4120.4120.4
在庫 19,415 104.4

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 60,38060,38060,38060,380 111.9111.9111.9111.9
出荷出荷出荷出荷 60,04660,04660,04660,046 115.3115.3115.3115.3
在庫 32,185 100.5


