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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）

　　　　８８８８月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（月月月月））））
1111 トップトップトップトップにににに聞聞聞聞くくくく――――ＤＩＣ　ＤＩＣ　ＤＩＣ　ＤＩＣ　杉江和男杉江和男杉江和男杉江和男　　　　社長社長社長社長・・・・・・・・・・・・モノモノモノモノづくりのづくりのづくりのづくりの条件整備条件整備条件整備条件整備をををを、、、、戦略構築戦略構築戦略構築戦略構築グローバルグローバルグローバルグローバルにににに

▼　今回の震災が日本の産業界にもたらしたものは。
「日本製品の国際社会における地位がはっきり見えた。それは良い面と悪い面がある。良い面は日
本の素材・部材がグローバルに使われていることが証明されたこと。その代わり、供給がストップ
したことによって、ユーザーは海外の二級品でも使いこなせるようになった。日本の一級品が今後
グローバルに使われるかどうか不安もあり、再び使われた際にも価格が少し下がることが懸念され
る。印刷インキ業界は、とくに日本の顧客の要求に細かく対応しているので品番が多い。多品種少
量でコスト高になっている。品番統合は震災後進んだが、効率的・継続的に製品供給を行うには、
さらに必要だ」
▼　直近の動向をどうみますか。
「自動車産業は海外生産シフトに拍車がかかるだろう。日本における生産台数は元に戻ることはな
いと思うし、さらに空洞化が進むとみている。各社の４－６月期業績は予想より良いところが多か
ったが、７－９月期は落ちるのではないか。節電対策で４－６月期に前倒しで生産量を増やした影
響が出てくると思う。その点では、一般的に言われている秋口からの回復とは言い切れない」
▼　今後の日本の化学産業の方向性は。
「資源が無い国なのでモノづくりで生きるしかなく、そのために条件整備が必要だ。今後は世界の
価値観の変化、環境変化を捉えた商品開発が一層重要になる。アッセンブリーとの縦のアライアン
スをしっかりしないといけない。再生可能エネルギーは日本の化学産業にとってチャンスだ。
　ただ、液晶パネルなど海外に主導権が移ってしまったし、例えば太陽電池を日本の主要な産業に
するには初期段階で政府の促進策をしっかりする必要がある。さらに同じ製品をつくる小規模企業
が乱立する構造は課題だし、中小企業の“匠の技”を今後生かすための支援等も必要だ」
▼　そのなかでＤＩＣは、どう取り組んでいきますか。
「当社は世界の中で存在価値を生かせる分野で事業を展開している。ＴＰＰの実現などで国境の壁
がなくなるなか、それぞれの国の特徴をいかした国際分業を行う。例えば、生産は新興国、欧米は
マーケテイング、研究開発は日本が担当し、スペシャリテイは日本で生産して世界の富裕層に売る
などだ。そのためグローバルに本社機能を強化する。これまでの各国拠点の積み上げではなく、
グローバルに戦略を練って目標を立てて行く」

10101010 再生再生再生再生エネエネエネエネ法法法法がががが成立成立成立成立・・・・・・・・・・・・買取価格決定買取価格決定買取価格決定買取価格決定のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ等等等等、、、、今後今後今後今後のののの作業作業作業作業にににに焦点焦点焦点焦点、、、、産業界等産業界等産業界等産業界等のののの理解理解理解理解　　　　重要重要重要重要
　再生可能エネルギー特別措置法案が、２６日の参院本会議で全会一致で可決し、同法は成立した。
太陽光、風力、バイオマス等で発電した電力の全量買取を電力会社に義務付け、発電設備資金を回
収しやすくして、コストの高い再生可能エネルギーの導入拡大を促す内容。２０１２年７月に施行
する予定。法案準備は震災前から進められていたが、菅直人首相が退陣条件の１つとしたことかで、
与野党が修正合意を優先させた経緯がある。内容が生煮えのまま成立を急いだことは否めず、買取
価格決定の仕組みなど今後の肉付け作業に焦点が移る。
　電力会社は、買取費用を賦課金（サーチャージ）として過程や企業の電力料金に上乗せして回収
する。電力コストの上昇を懸念する産業界に配慮して、衆院で民主、自民、公明の３等合意に基づ
く法案修正が行われた。
　製造業で、売上高１０００円当たりの電力使用量が業界平均の８倍を超える企業には、サーチャ
ージを８割以上減額する特例を設けた。主に電炉、鋳造、ソーダ工業の３業種が該当する。日本鉄
鋼連盟は「高く評価する」とコメントしたが、８倍、８割という線引き基準や減額幅の根拠は示さ
れておらず、基準に該当しない他の業種には不満も残る。
　当初案では太陽光以外の買取価格は１５～２０円だったが、修正の結果エネルギーの種類毎に決
めることになった。これにより買取費用が大きく膨らめば、電力料金への影響も懸念される一方、
買取価格を抑えれば、再生可能エネルギーの普及が進まないことになる。電気事業連合会の八木誠
会長は、「再生可能エネルギーの導入加速に有効な手段」と評価するコメントを発表。

10101010 プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックごみのごみのごみのごみの処理方法処理方法処理方法処理方法をををを考考考考えるえるえるえる研究会研究会研究会研究会・・・・・・・・・・・・廃廃廃廃プラリサイクルプラリサイクルプラリサイクルプラリサイクル、ＴＲ、ＴＲ、ＴＲ、ＴＲがががが最適最適最適最適
　　　　経済性経済性経済性経済性・・・・ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２削減削減削減削減・・・・省省省省エネエネエネエネでででで優位優位優位優位・・・・・・・・・・・・ＭＲＭＲＭＲＭＲ優先優先優先優先「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」
　「　「　「　「可燃可燃可燃可燃ごみごみごみごみ」」」」としてとしてとしてとして焼却焼却焼却焼却しししし““““ごみごみごみごみ発電発電発電発電””””をををを

　省資源をＣＯ２排出削減を実現するために最適な廃プラスチックのリサイクル手法は何か―。
「プラスチックごみの処理方法を考える研究会」（代表・稲葉敦工学院大学教授）は、ＰＥＴボト
ルと白色トレーを除く廃容器包装プラスチックを「可燃ごみ」として焼却処理し、ごみ発電による
サーマルリサイクル（ＴＲ）を増やすことを提言する。
　研究会が「中間報告」でまとめたデータは、現行の容リ法の下で優先される「その他プラ」再商
品化（材料リサイクル、ＭＲ）の社会的負担の重さ、ＣＯ２排出削減と省エネに要するコスト効率
の低さといった課題を浮き彫りにしている。
　容リ法のもと「その他プラ」のリサイクルは、環境負荷低減と、分別責任を負う市民の協力を得
る観点からＭＲが優先されている。しかし廃プラのＭＲには、「物性の劣化が避けられず、付加価
値の高い商品を再生するのが難しいという難点がある。
　研究会が化学工業統計や、「その他プラ」を焼却せず収集・リサイクルする際に自治体が負担す
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る追加費用などのデータを分析したところ、現状では１キログラム当たり５９～２５６円の追加費
用をかけて、同４～１８円の製品を作っている計算になるという。
　容リ法は、再商品化を「有償または無賞で譲渡し得る状態にすること」と定義するが、市場価値
があり、広く社会に利用されるものに生まれ変わったかどうか現状では評価されていないのも課題
と研究会は指摘する。
　ＭＲに向けられる廃プラも全てが再生材料になるわけではない。０９年に容リ協に引き取られた
「その他プラ」は６１万７０００トン。その内３４万３０００トンがＭＲされたが、ペレットなど
再生材料になるのはその半分の１７万トンだった。再生工程等で排出される残渣は、固形燃料（Ｒ
ＰＦ）化等償却エネルギー回収されており、半分が燃やされていることになるという。
　研究会は、廃プラの償却が敬遠されるのは、「再度プラスチックとして利用できるのでは」とい
う日本人の「もったいない意識」も一因と分析する。しかし、石炭や石油並みに高い熱量を持つ廃
プラ（混合プラ）を焼却し、ごみ発電に使われる化石燃料が節約でき、ＣＯ２排出量も削減できる。
研究会はＴＲ拡大が、むしろ「もったいない」という気持ちを生かす社会の実現につながると訴え
る。焼却場の大規模化やごみ発電の効率工場・拡大など、提言を実現させるために乗り越えるべき
ハードルは高いが、ＴＲの効率性は、省資源と地球温暖化対策というリサイクルの本来目的からみ
れば理に適っている。現にＭＲ優先を継続すべきとした昨年の中央環境審議会も、「環境負荷低減
と研究会は指摘する。資源有効利用の面でＣＲ、ＴＲとの差はない」としている。
　研究会は２０１３年度に予定されている容リ法改正に向け、関係省庁に提言への理解を求めると
ともに、消費者団体と勉強会を開催するなどし、最適な廃プラリサイクルのあり方を広く社会に問
い掛けて行きたい考えだ。

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価格下落局面価格下落局面価格下落局面価格下落局面、、、、日系企業日系企業日系企業日系企業もももも値下値下値下値下がりがりがりがり待待待待ちちちち
　中国政府の生産・輸出規制で高騰していたレアアース（希土類）の国内価格が下落に転じ始めた。
一段の値下りを見越し、購入を見送るケースも増え、日系メーカーなど国外企業も様子見姿勢を強
めている。
　在庫を抱えた投機筋は処分を急いでいるが買い手が見つからず、大幅な価格調整が避けられない
との見方も浮上している。先週２６日付の現地紙が伝えた。
　広東省の業界関係者は、３カ月前は「売り惜しみ」の状況だったのが、今は「値下げしても売れ
ない」状況と指摘。「注文自体が全くないので、価格が上昇するか下落するかを話しても意味がな
い」と話す。一部投機筋は資金繰りがひっ迫。投げ売りの気配も漂うが、関心を示す買い手は少な
い。
　ここ２カ月は調達に意欲的だった日本の顧客も突然購入を停止し、値下り待ちの状態に入ってい
るという。

14141414 化学産業化学産業化学産業化学産業のののの存在感存在感存在感存在感とこれからとこれからとこれからとこれから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本化学工業協会日本化学工業協会日本化学工業協会日本化学工業協会　　　　藤吉建二藤吉建二藤吉建二藤吉建二　　　　会長会長会長会長にににに聞聞聞聞くくくく
　　　　聞聞聞聞きききき手手手手＝＝＝＝化学工業日報社化学工業日報社化学工業日報社化学工業日報社　　　　田中四郎取締役編集局長田中四郎取締役編集局長田中四郎取締役編集局長田中四郎取締役編集局長

田中田中田中田中　化学産業は日本の競争力を支える重要な機関産業の１つです。この地位を獲得するまでの歴
史をどのようにとらえていますか。

藤吉藤吉藤吉藤吉　今年は世界化学年。キューリー夫人がノーベル賞を受賞してから１００年目にあたることを
記念したものですが、日本ではちょうどその頃、石炭化学がスタートし、戦後、石油化学時代
に入り急成長したことになるが、５０年の石炭化学のベースがあったことに加え、技術導入す
るだけでなく、自ら開発を行ってきたことが、大きな意味で日本の化学産業の強みになったの
だと思います。

　　　　――――開発開発開発開発ののののＤＮＡＤＮＡＤＮＡＤＮＡ連綿連綿連綿連綿とととと――――
田中田中田中田中　海外から技術導入して、量だけ作っているのとは違った訳ですね。
藤吉藤吉藤吉藤吉　日本の化学企業は今も高機能製品を次々開発していますが、これは自らＲ＆Ｄを行うＤＮＡ

を持ち続けている証でしょう。これがあるからこそ、成長軸がコモデイテイから高機能製品に
移った今もなお、化学産業が日本経済をリードする地位にあり続けているのだと思います。

田中田中田中田中　２度のオイルショックも経験しました。
藤吉藤吉藤吉藤吉　公害問題やオイルショックの後、産構審の時代には共販体制も行われましたが、エネルギー

や鉄など他の基幹産業に比べれば国の統制はあまり強くはなかった。
結果として構造転換が遅れ、バルクでは強いポジションは取れなくなり、高機能製品に集中し
ているのが今の姿でしょう。昔は護送船団方式の下で皆が同じようでしたが、今は大きな戦略
において企業ごとに特徴がでてきました。

　　　　――――成長軸成長軸成長軸成長軸はははは汎用汎用汎用汎用からからからから高機能品高機能品高機能品高機能品へへへへ――――
田中田中田中田中　大きな流れとして、汎用から高機能への流れが根付いてきたということですね。
藤吉藤吉藤吉藤吉　日本全体が成長する過程で、自動車やエレクトロニクスなど世界展開する需要家に化学産業

が牽引された面もあったでしょう。需要家が世界の最先端へと向かうなか、素材を提供する化
学産業は、ユーザーと徹底してすり合わせて製品を開発することで成長していくというビジネ
スモデルを確立しました。

田中田中田中田中　しかし最近は、日本で生産して日本のユーザーに売るというビジネスモデルは成り立たなく
なってきました。

藤吉藤吉藤吉藤吉　日本の化学産業は、ユーザーに密着して、その要求を満たす製品をきちんと開発することを
強みとしてきました。これまでは、国内ユーザーを相手にしていれば、それが世界を相手にし
ているのに等しかった。

田中田中田中田中　そして最近になって、あまり日本のユーザーに密着しすぎて、成長するアジアの新興企業に
売っていなかったことに気がついた。

藤吉藤吉藤吉藤吉　今は過渡期です。これまで国内ユーザーの合わせて製品開発していたように、これからは、
海外の有力企業を相手にビジネスをしていけばいいのです。日本の化学産業のＤＮＡからすれ
ば、間違いなくすぐにキャッチアップできますよ。それを可能にする技術の蓄積は既に持って
いますから。

田中田中田中田中　戦略の個性化も進んでいます。



藤吉藤吉藤吉藤吉　自らダウンストリームまでを手掛ける企業もあれば、中東に出て行く企業もあります。しか
しいずれも、徹底したすり合わせで需要家のニーズに合った製品を開発していくというＤＮＡ
を持ち続けています。変わったのは、顧客が海外にまで広がったことだけです。

田中田中田中田中　日本の石油化学産業は今後どうなるでしょうか。
藤吉藤吉藤吉藤吉　国内外で作り分けが進むと思います。日本の空洞化が危惧されますが、国内で石化産業は一

定規模で必ず存続します。日本企業は雇用を大事にしますから。
　プラスチック加工やゴム化工などの下流部門には、上流より１ケタ多い人数が働いて、合わ
せて７０万人の雇用があります。そのほとんどは１事業所当たり３０～４０人程の中小企業で
す。しかし、欧米企業のように、簡単に解雇することは日本の企業にはできません。

　　　　――――国内国内国内国内はははは一定規模一定規模一定規模一定規模へへへへ――――
田中田中田中田中　とはいえ、すべてが今まで通りというわけにもいかないでしょう。
藤吉藤吉藤吉藤吉　もち論です。化学産業でいえば、共同でクラッカーをいくつか動かす形で一定の規模が残る

でしょう。日本で作った方がコスト的に有利というものがある限り、動かし続けると思います。
こうして時間をかけて軟着陸させて、産業構造を変えていく必要があります。

田中田中田中田中　産構審等含め、歴史的上いろりろなことがあったものの、これまで大規模な再編が進まなか
ったのも事実です。

藤吉藤吉藤吉藤吉　企業分割などを通じ、選択と集中を強力に推し進めた欧米企業と比べ、日本には総合を維持
している化学企業が多いですね。公害対策とオイルショックに忙殺され、そのまま産構審の時
代になって、企業を大きくすることに時間を費やすことなく、ここまで来てしまったとも言え
るでしょう。

　　　　――――世界世界世界世界のののの顧客相手顧客相手顧客相手顧客相手にににに勝負勝負勝負勝負――――
田中田中田中田中　日本企業の事業展開については、イコールフッテイングを含めて、環境が整うまでの道のり

は長いという指摘もあります。
藤吉藤吉藤吉藤吉　その議論は、しずれも日本を中心とした発想です。リーマンショック、東日本大震災、原発

問題などを経て、今や製造業は海外へ出て行けと言われているに等しい状況に置かれています。
しかし、それは大きなチャンスでもあります。世界の顧客を相手に戦える製品をいくつ持って
いるかによって、５年後、日本の化学企業は様変わりしているはずです。

　　　　――――本当本当本当本当のののの意味意味意味意味でのでのでのでのグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化へへへへ――――
田中田中田中田中　それが出来ないところは。
藤吉藤吉藤吉藤吉　小さな日本市場の中に止まらざるを得ません。もっとも日本企業は雇用を犠牲にしませんか

ら、１つの企業で、海外に出る部門と日本に残る部門とに分かれることになるでしょう。
さすがにバルクは中東や中国に任せるにしても、ソーラーパネルや風力等の関連では、世界を
相手に勝負できる製品を日本の化学企業は相当数持っています。日本のユーザーだけを相手に
していては規模で負けますが、世界相手なら負けません。本当の意味でのグローバル化を否応
なしに迫られています。

田中田中田中田中　日本に本社を置きながらも、ビジネス活動自体は海外に広がらざる追えない事態になったと
いうことですね。

藤吉藤吉藤吉藤吉　場合によっては、本社を日本に置く必要もないでしょう。法人税の観点から、なぜ日本に本
社を置かなければならないのかという議論があっても不思議ではありません。

田中田中田中田中　日本では震災からの復興が何より求められていますが、世界では地球温暖化への対応が共通
の課題となっています。この領域で化学が出来る貢献は大きいのではないでしょうか。

藤吉藤吉藤吉藤吉　原発が停止し化石燃料に依存せざるを得ない現状にあって、温暖化の問題を解決できるのは
化学しかありません。白熱灯をＬＥＤに代えるといった省エネルギーを積み重ね、そこに再生
可能エネルギーを加えていく以外に答えは無いでしょう。

田中田中田中田中　エネルギー政策全体が見直されようとしています。
藤吉藤吉藤吉藤吉　個人的には、長期的に、縮原発の方向に進むと思います。しかし、１０年後となるとまだ相

当原発を動かさないと間に合わない。どのようなタイムスパンで縮小していくのかを決めるの
は政治の仕事だと思いますが、そうした議論が聞こえてきません。いきなりすべてを止めるよ
うなことをすれば、製造業は海外へ出て行くほかないし、組立産業と違って、素材産業は一度
出たら戻ってこれません。技術も移ってしまします。エネルギー政策については、冷静な議論
が必要です。

　　　　８８８８月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（火火火火））））
1111 民主新代表民主新代表民主新代表民主新代表にににに野田氏野田氏野田氏野田氏　「　「　「　「リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップのののの発揮発揮発揮発揮をををを」」」」・・・・・・・・・・・・日化協会長日化協会長日化協会長日化協会長ががががコメントコメントコメントコメント

　日本化学工業協会の藤吉建二会長（三井化学会長）は２９日、民主党代表選挙で野田佳彦財務大
臣が選出されたことについて、「新代表には強い意志と熱意を持ってリーダーシップを発揮してほ
しい」とのコメントを発表した。
　藤吉会長は「震災からの復興、エネルギー基本政策の見直し、国内雇用維持を考慮した新成長戦
略の再構築、急激な円高への対応など課題は山積し、いずれも喫緊に取り組まなければならない」
と指摘。そのうえで「わが国経済や国民生活への影響を考慮し、短・中長期的な時間軸を見据えな
がら、現実を踏まえた具体的政策の立案・実行をお願いしたい」と注文した。

2222 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まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・石化業界石化業界石化業界石化業界のののの景況感景況感景況感景況感　　　　１１１１１１１１年度年度年度年度もももも「「「「薄日薄日薄日薄日」」」」にににに
　２０１１年度も石油化学業界は薄日の日が続く―。帝国データバンクがまとめた今年度の国内業
界見通しによると、国内石油化学工業は前年同様の景況感で推移する可能性が大きそうだ。勢いの
ある海外の需要を取り込むため機能化学品の強化が更に進むと分析。その反面、基礎化学品は企業
間連携が活発化するとみている。

3333 中央化学中央化学中央化学中央化学・・・・・・・・・・・・プラプラプラプラ製製製製ワンウエイワンウエイワンウエイワンウエイ食器食器食器食器　　　　中国事業中国事業中国事業中国事業でででで拡大戦略拡大戦略拡大戦略拡大戦略、、、、裁断裁断裁断裁断やややや梱包等川下梱包等川下梱包等川下梱包等川下でででで自動化投資自動化投資自動化投資自動化投資
　中央化学は、中国でプラスチック製のワンウエイ食品容器事業の大幅な拡大戦略を推進する。
２０２０年までに中国事業を国内に匹敵する年間６００億円規模まで拡大させる構想の下、段階的
な投資を実施していく考え。その第１弾として、５工場を展開する中国で、川下工程である裁断や



梱包工程の自動化投資を実施する検討に入った。日本のプラ食品容器メーカーとして唯一、中国事
業を展開する強みを生かし、日本の３倍以上の市場規模がある同国で高い成長を実現していく。
　１０年度の中国既存５工場の売上高は約６０億円。２０１３年を最終年度とする中計では、先ず
この５工場のフル稼働体制にすることで年１２０億円規模への倍増を目指す方針だ。

12121212 中国中国中国中国のののの石化産業石化産業石化産業石化産業・・・・・・・・・・・・総生産額総生産額総生産額総生産額３５３５３５３５％％％％増増増増、　、　、　、　１１１１－－－－７７７７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　　　　高水準高水準高水準高水準
　中国の石油化学産業が拡大基調を続けている。国家発展改革委員会によると１－７月の生産額は
前年同期比３４．７％増の約５兆５３００億元となった。このうち石油精製業は同３１．１％増の
約１兆７７００億元、化学工業は同３６．６％増の約３兆６２００億元。荷動きは第２四半期以降
低迷が続いているものの、７月に入って若干上向いてきたという見方もある。年間総生産額で１０
兆元を突破するペースが、ここまで続いている。
　主要石化製品の生産量も７月まで拡大が続いている。、エチレン生産は同１６．９％増の９１６
万トンとなり８月までの累計での１０００万トン突破が確実となっている。

　　　　８８８８月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（水水水水））））
1111 活発化活発化活発化活発化するするするするエンプラエンプラエンプラエンプラ投資投資投資投資・・・・・・・・・・・・中国需要中国需要中国需要中国需要にらみにらみにらみにらみ規模拡大規模拡大規模拡大規模拡大、、、、国内国内国内国内はははは環境環境環境環境・・・・エネエネエネエネ分野分野分野分野にににに的的的的

　エンジニアリングプラスチックの設備投資が活発化している。リーマン・ショック後、大型投資
を控えていた各社が需要拡大が続くアジアや、環境・エネルギー分野といった成長市場を的にして
事業拡大に動き出している。最大需要地の中国では現地資本の投資が進む一方、欧米企業も新増設
が積極化。競合に勝ちぬくためには規模の拡大を追求することが必須で、既存用途の汎用化が進む
なかで需要構造の変化に対応することも求められている。

【アジアの主なエンプラ設備投資】

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　民主党代表選が行われた２９日、仕事帰りに自宅最寄駅で、ある若い市会議員の街頭演説を久し
ぶりに見かけた。今年４月の初当選までは毎日のように駅前に立ち、低く通る声で政治への熱い思
いを語っていた。選挙ではその人に投票した▼野田佳彦新首相は地元の千葉県船橋市などでの街頭
演説を、閣僚に就任した昨年まで約２５年ほぼ毎日続けたというから、相当粘り強く誠実な人なの
だろう。代表選演説では自身をドジョウにたとえ、貧しさや泥臭さをアピールした▼政権交代から
２年が経ち、野田氏は民主党で３人目の首相に就任した。しかし鳩山氏や菅氏の首相就任時のよう
な盛り上がりはみられない▼震災からの復興、景気・円高対策、財政再建など日本が抱える多くの
課題が世の中を暗欝にしている。野田氏に対する海外メデイアの論評は、知名度の低さもあって曖
昧だが、財政規律重視は強調されている。国家の信用が揺らぐソブリンリスクが、世界経済悪化の
新たな火種になっていることも背景にある▼国際通貨基金は今年６月、日本は消費税率を２０１７
年までに１５％に引き上げるべきとの報告書を発表した。野田氏のいう「苦しいことでも国民にし
っかり説明するのが政治の責任」は正論だが、実効性ある成長戦略で日本を明るくするのが最大の
課題と言えるだろう。

2222 東東東東レフィルムレフィルムレフィルムレフィルム加工加工加工加工・・・・・・・・・・・・台湾台湾台湾台湾でででで表面保護表面保護表面保護表面保護フィルムフィルムフィルムフィルム工場起工式工場起工式工場起工式工場起工式
　東レフィルム加工（本社・東京都中央区、玉造稔社長）は３０日、台湾・高雄市の南部サイエン
スパーク高雄園区において２９日に表面保護フィルム新工場の起工式を開催したと発表した。
今年５月に台湾・高雄市にポリエチレン系の事故粘着性表面保護フィルムの製造販売新会社を設立、
２０１３年１月から新工場の稼働を開始し、同年夏までに生産能力を年１万７０００トンに拡大す
る計画。表面保護フィルムは液晶デイスプレイ（ＬＣＤ）をはじめ、各種光学用フィルムの製造時
における工程紙やプラスチック板の表面保護用途に用いられる。

　　　　９９９９月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））
1111 ７７７７月鉱工業生産月鉱工業生産月鉱工業生産月鉱工業生産４４４４カカカカ月連続上昇月連続上昇月連続上昇月連続上昇

　経産省が３１日発表した７月の鉱工業生産指数（速報値、２００５年＝１００、季節調整済）は
９３．２、前月比０．６％の上昇となった。４カ月連続の上昇となったが、生産予測や事前の民間
予測を下回った。増産に寄与したのは輸送機械５．３％増のほか、携帯電話に支えられた情報通信
機械などで、１６業種中８業種の生産が増加した。減産になったのは電子部品・デバイス工業や
化学工業（医薬品を除く）など７業種。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・リスクリスクリスクリスク管理管理管理管理へへへへＢＣＰＢＣＰＢＣＰＢＣＰのののの充実充実充実充実をををを急急急急げげげげ
　東日本大震災はサプライチェーンの寸断を中心に日本経済の盲点を改めて突き付けることになっ
たが、企業のＢＣＰ（事業継続計画）のあり方にも多くの問題を投げかけた。
　野村総合研究所が実施した調査によると、今回の震災でＢＣＰが「十分に機能した」と答えた
企業は７％、「概ね機能したが、一部に問題がある」は７８％と大勢を占めた。重要な業務の絞り
込みなどＢＣＰを改めて見直す必要がありそうだ。同社は震災後３０００社にアンケートを実施、
４２３社から回答を得た。２００７年に同社が実施した調査ではＢＣＰ策定済企業は２９％、策定
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ＳＡＢＩＣ

中国（無錫）で３０００トン能力のＬＣＰコンパウンド設備

２０１６年までに上海でＰＣ３０万トン新増設

マレーシアでＰＯＭ９万トン増設
台湾・中国でコンパウンド新増設
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上海のコンパウンド能力を２倍強の１１万トンへ
２０１５年めどに中国（天津）にＰＣ工場



中が３６％だったが、今回震災発生時点では「策定済む」４９％、「策定中」１７％と確実に対応
が進んでいる。問題はＢＣＰが実際に機能したかどうかである。「概ね機能したが一部問題があっ
た」と回答した企業が大勢をしめ、「ほとんど機能しなかった」も１５％を占めた。
　この調査結果から、ＢＣＰの質を決める３要素である「重要な業務・サービスの目標復旧時間の
設定」「国・自治体などの想定被害を踏まえた事業停止時間の想定」をそれぞれ実質的に検討した
かどうかで評価は分かれる結果となったようだ。一方、「震災発生直後の安否確認のルール」や「
バックアップの確保」「代替調達先の確保」「継続的なＢＣＰの更新」などの各項目でも見直しの
必要や項目の追加の検討などが指摘されている。
　ＢＣＰの今後の取り組み課題では、「サプライチェーンの再構築」が４２％、「社員の安否確認
システム」３９％、「システムに関する防災対策」３８％等が指摘されている。経営課題の中心テ
ーマの１つとして、ＢＣＰ充実の優先度が高まっているのは間違いないだろう。

12121212 台湾石化台湾石化台湾石化台湾石化　　　　混乱長期化混乱長期化混乱長期化混乱長期化へへへへ・・・・・・・・・・・・麦寮麦寮麦寮麦寮のののの６６６６６６６６設備設備設備設備にににに操業停止命令操業停止命令操業停止命令操業停止命令
　　　　９９９９月分月分月分月分のののの原料外部原料外部原料外部原料外部からからからから確保確保確保確保、、、、当座当座当座当座のののの局面乗局面乗局面乗局面乗りりりり切切切切るるるる

　台湾プラスチックスグループ（ＦＰＧ）の麦寮コンプレックスで発生した一連の火災事故により
台湾石化業界の混乱が長期化しそうだ。台湾政府は安全確保のため、向こう１年内で同コンプレッ
クス内の６６プラントの停止、順次各プラントの調査・試験運転を要求している。足元では、ＦＰ
Ｇはダウンストリーム向けに９月分の原料を外部から確保済で、当座の局面を乗り切る考え。
　来年の総統選挙を控え政府の強硬な姿勢が目立つ一方で、麦寮コンプレックスを全面停止するこ
とによる台湾経済へのインパクトを鑑みると、政府は難しい政治判断を迫られそうだ。
　先頃台湾当局が今年のＧＤＰ成長率を当初の５．０１％から４．８１に引き下げた。この修正に
は麦寮コンプレックス内のプラント停止による経済損失を含めておらず、１年間全プラントを停止
した場合は、約６６００億円の損出が見込まれており、川下産業を含め台湾のＧＤＰを１～２％引
き下げる懸念がある。実際の経済へインパクトを考えると、稼働停止期間の短縮や対象範囲の縮小
など、経済成長と住民感情のバランスを考慮した適切な着地点に落ち着く可能性もある。

　　　　９９９９月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））
1111 ＰＥＰＥＰＥＰＥ輸入輸入輸入輸入いぜんいぜんいぜんいぜん高水準高水準高水準高水準・・・・・・・・・・・・円高円高円高円高がががが懸念懸念懸念懸念、、、、一部定着一部定着一部定着一部定着もももも

　ポリエチレンの輸入量が止まらない。７月の貿易統計によると、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）
が前年同月比２倍近くになり、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）も約７０％増となった。
東日本大震災直後の生産減の影響を引きずっているほか、円高や中国の買い控えなどが要因となっ
ている。震災による生産の影響はほとんどなくなっているうえ、中国での在庫調整も進捗している
ことから、高水準の輸入が持続するとは見られていないが、７０円台の円高が懸念材料で、為替次
第でかなりの輸入量が定着することもあり得る。
　７月の輸入量はＨＤＰＥは前年同月比９１．９％増の１万３６３トン、ＬＤＰＥとＬＬＤＰＥの
合計が同７１．０％増の３万６７０２トンだ
った。ＨＤＰＥは３月が約４０００トンだっ
たが、４月に７７００トンと急増、その後も
５月８８００、６月９５００トンと増え、
７月はついに１万トンの大台を超えた。
　ただ、円高が一段と進むようだと、「内外
価格差が円換算で１キログラム当たり２５円
あるとお手上げ」との声もあるように状況が
異なってくる。たとえ秋以降に輸入量が減少
し始めたとしても「以前の水準には戻らず一
定程度は定着する」と見る向きも少なくない。

2222 ７７７７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・・・・・・・・・・・・原油安原油安原油安原油安とととと円高円高円高円高によりによりによりにより全体的全体的全体的全体的にににに下落傾向下落傾向下落傾向下落傾向、、、、発電用発電用発電用発電用ＬＮＧＬＮＧＬＮＧＬＮＧ等等等等がががが上昇上昇上昇上昇
　７月の原油・石油製品ＣＩＦ単価（速報）は、発電用ＬＮＧ等を除き全体的に下落傾向。　　
原油は前月速報比１キロリットル当たり１００６円下げの５万７３７７円、
ナフサは同２８７５円下げの５万４４２３円だった。
【７月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート：８０．４２円／ドル　出所：財務省貿易統計

2222 ７７７７月月月月エチレンエチレンエチレンエチレン換算輸出入換算輸出入換算輸出入換算輸出入・・・・・・・・・・・・輸入輸入輸入輸入がががが１８１８１８１８カカカカ月連続月連続月連続月連続ででででプラスプラスプラスプラス
経産省がまとめた７月のエチレン換算輸出入によると、輸出は前年同月比１７．１％減の１６万
４１００トンで８カ月連続の前年割れ。輸入は７万４８００トンで同７０．１％増で、１８カ月
連続の増加となった。エチレンの生産と輸入の合計から輸出を引いた試算内需は４７万６８００
トンで同８．４％増。

11111111 経産省経産省経産省経産省がががが円高調査円高調査円高調査円高調査・・・・・・・・・・・・１１１１ドルドルドルドル７６７６７６７６円半年続円半年続円半年続円半年続くとくとくとくと　　　　大企業製造業大企業製造業大企業製造業大企業製造業のののの３２３２３２３２％「％「％「％「減益深刻減益深刻減益深刻減益深刻」」」」
　経産省は１日、急激に進行する円高が産業に及ぼす影響について調査結果をまとめた。１ドル
７６円の為替レートで大企業製造業の１５％が深刻な（営業利益対前年比２０％以上の）減益、
半年以上継続した場合は３２％に上昇する。現下のレートが半年以上継続した場合、５０％超の
企業が原材料・部品の海外調達を増加させると答えた。調査は８月２２～２６日に大企業製造業
８３社と中小企業９３社をヒアリングした。

円／ＫＬ ドル／バレル
原油・粗油 57,377 113.43

灯油 71,532 141.41

ガソリン(自動車用） 64,314 127.14
ナフサ（石化用） 54,423 107.59


