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　日本ポリエチレン製品工業連合会
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）

　　　　１１１１１１１１月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（月月月月））））
3333 プラプラプラプラ加工加工加工加工メーカーメーカーメーカーメーカー交易条件大交易条件大交易条件大交易条件大きくきくきくきく悪化悪化悪化悪化・・・・・・・・原燃料原燃料原燃料原燃料のののの高騰高騰高騰高騰、、、、工業用工業用工業用工業用のののの価格低下価格低下価格低下価格低下　　　　下期業績下期業績下期業績下期業績もももも苦戦苦戦苦戦苦戦かかかか

　ナフサや重油など、原燃料の高騰によるコストアップで、プラスチック加工メーカーの業績が圧
迫されている。日本銀行による国内企業物価指数を日本プラスチック工業連盟がまとめた資料によ
れば、足元のプラスチック製品の価格指標が２００９年、１０年の平均値とほとんど変わらない
一方で、ナフサ、Ｃ重油の価格指標は０９年比で５割以上、１０年比でも２～３割程度上昇してい
るため。とくに、工業用プラスチックは価格が低下しており、各社の第２四半期決算にも大きな影
響を与えている。
　２００５年の平均を１００とした価格指標では、０９年以降のプラスチック製品の指標は管・
板などを除きほぼ横ばいで推移している。これに対し、ナフサ、Ｃ重油の価格指標は、今年７月以
降やや水準を落としているものの、０９年の水準に対し５割以上上昇している。
　直接の原料である合成樹脂についても、原燃料価格の上昇にともない樹脂の種類による上昇率に
バラツキはあるが、上昇している。
　プラスチック加工メーカーの４～９月の決算においても、こうした原燃料価格と製品価格との
交易条件（スプレッド）の悪化により、減収減益を余儀なくされたケースが目立っている。
　利益変動要因の７割が交易条件で説明できると言われるプラ加工業界だけに、このままの交易条
件が続いた場合、下期も苦戦が予想される。コストダウンや新製品の投入、海外事業の拡大などに
よりどこまで挽回できるかが、下期業績の分かれ目となりそうだ。

15151515 プラプラプラプラ工連工連工連工連がががが資料資料資料資料まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・容器包装容器包装容器包装容器包装にににに内容物含内容物含内容物含内容物含めためためためた総合的視点必要総合的視点必要総合的視点必要総合的視点必要、、、、本来本来本来本来のののの役割役割役割役割にににに理解理解理解理解をををを
　プラスチック容器包装の環境配慮は容器包装だけを考えるのではなく、内容物を含めた環境負荷
低減など総合的な視点が必要―。日本プラスチック工業連盟は、「プラスチック容器包装の機能と
環境配慮」と題する資料をまとめた。廃棄・リサイクルなど使用後がクローズアップされる現状に
警鐘をならすもので、消費者の安全や利便性の向上に寄与するプラ容器包装本来の機能と環境配慮
設計を具体的な商品や取り組み事例をあげて紹介している。近くホームページに資料を公開し、正
しい理解を促していく。
　食品包装は食品の常温保存や賞味期限延長などに寄与し、軽量で丈夫という特性を生かした輸送
包装は物流エネルギーの削減に貢献している。用途や取扱い方法など商品情報の伝達の媒体として
の機能を持ち、美麗な印刷はデイスプレイ効果も発揮する。
　一方で、商品の一部として重要な役割をはたしているにもかかわらず単なる入れ物と捉えられが
ち。廃棄後の処理・リサイクル、過剰包装、プラ容器包装ごみの発生抑制など、主として使用後の
取り扱いに係る問題に焦点が当たることが多く、機能や特性、環境配慮設計が語られることは少な
い。プラ容器包装本体の役割に対し十分な理解が得られているとは言い難い状況だ。
　今回の資料では、複合素材を用いて室温貯蔵や賞味期限延長を可能にした練りわさびやマユネー
ズの容器、軽量でリサイクル適性を備えたＰＥＴボトル、医薬品の有効性を保持し利便性も高い
錠剤パッケージなど具体例をあげてプラ容器の機能と環境配慮性を説明。３Ｒに対する取り組みに
関しては、容器の薄肉化など、使用後に着目した環境配慮設計は重要で、マテリアルリサイクルを
推進するために素材の単一化などを求める動きもあるが、廃棄・リサイクルだけを考慮した過度な
薄肉化や単一素材化は、容器包装本来の役目である内容物の保護機能に悪影響を及ぼすと説明。
　消費者の安全や利便性の向上を基軸に主体間連携を図るため、プラ工連は資料をホームページで
公開する予定。

16161616 中国中国中国中国のののの１０１０１０１０月輸出伸月輸出伸月輸出伸月輸出伸びびびび率率率率がががが鈍化鈍化鈍化鈍化・・・・・・・・・・・・１１１１年年年年１１１１１１１１カカカカ月月月月ぶりぶりぶりぶり、、、、対日対日対日対日はははは２０２０２０２０％％％％増増増増
　中国税関総署が１０日発表した１０月の貿易統計によると、輸出は前年同月比１５．９％増の１
５７４億９１００万ドルとなった。伸び率は９月の１７．１％を下回り、旧正月連休の時期がずれ
た影響で大きく鈍化した今年２月を除き１年１１カ月ぶりの低水準。
　最大の貿易パートナーである欧州の信用不安などを背景に欧州連合（ＥＵ）向け輸出が７．５％
増と急激に鈍化。対米輸出も１３．９％に止まった。東日大震災からの復興需要などを背景に対日
輸出は１９．６％増と高い伸びを示した。

平成23年11月18日



　　　　１１１１１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火））））
1111 エチレンエチレンエチレンエチレン換算換算換算換算７７７７－－－－９９９９月月月月３９３９３９３９％％％％増増増増・・・・・・・・・・・・石化石化石化石化　　　　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、、、、アジアアジアアジアアジア需給緩和需給緩和需給緩和需給緩和でででで
　　　　震災契機震災契機震災契機震災契機にににに一部定着一部定着一部定着一部定着もももも

　汎用樹脂を中心に石油化学製品の高水準の輸入が止まらない。経産省がまとめた９月のエチレン
換算輸入統計によると、７－９月は１８万７９６２トンと前年同期比３９．４％増となり、過去最
高となった４－６月よりは減少しているものの、いぜんとして例年を大きく上回る。
　東日本大震災による国内供給力の低下を機に春先から急増した輸入品は、設備復旧が進んだ後も
円高やアジア市場の需給緩和を背景に、国内で一定の足場を築きつつある。
　７－９月輸入は、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）が前年同期比７３．９％増、低密度ポリエチ
レンが同４１．３％増、塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）が同７３．６％増、エチレングリコールが同
２２１．３％増、ポリプロピレン（ＰＰ）が同３９．６％増となっている。いずれも震災で設備稼
動に影響が出た品目で、当初は供給不安からメーカー、需要家がともに海外品手当てに動いて輸入
が増加した。ただ、被害が出た設備はほとんど復旧している。震災から半年以上が経過しているこ
とから、他の要因が輸入を後押ししているとみられる。
　その１つは円高。「震災を機に海外品を手当てしてみたら意外に使いこなせることが分った」と
いう需要家（加工メーカー）が増えており、内外価格差を理由に一定の輸入品市場が形成されつつ
ある。また、アジア市場では、中国を中心に在庫調整が進んでいる。中東玉の流入が続くなか需給
は緩和傾向にあり、これまで中への販売で手いっぱいだった域内サプライヤーが日本市場へのアプ
ローチを強めている。もともとＨＤＰＥ等は国際競争力に課題があるとされてきた。汎用樹脂を軸
に輸入品は日本市場での一定のシェアを今後も確保していくことになりそうだ。

2222 東東東東ソーソーソーソー・・・・南陽事業所南陽事業所南陽事業所南陽事業所でででで火災発生火災発生火災発生火災発生
　東ソーの南陽事業所で１３日午後、火災事故が発生した。火災は鎮火の方向にあるものの、１４
日午前１１時現在で消火作業はつづけられている。作業員１名が死亡、他に負傷者はいない。
　同事業所第２塩化ビニルモノマー（ＶＣＭ）製造設備で爆発、火災が発生。一時は、塩化水素ガ
ス放出の可能性があったことから屋内待機するよう要請したが、その後放出はないことを確認し、
要請を解除した。爆発原因、火災個所、被害状況については警察、消防が入り調査中。
　現在、同事業所西側地区の第１、第２、第３ＶＣＭ製造設備、合成ゴム製造設備、日本ポリウレ
タン工業のウレタン原料設備が停止中。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン生産速報生産速報生産速報生産速報・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０月月月月はははは１３１３１３１３．．．．２２２２％％％％減減減減のののの５５５５５５５５万万万万７２００７２００７２００７２００トントントントン
　経産省がまとめた１０月のエチレン生産速報によると、生産量は前年同月比１３．２％減の５５
万７２００トンとなった。定修は前年はなかったのに対し今年は２プラント。前月比では４．３％
増。

2222 エネエネエネエネ研見通研見通研見通研見通しししし・・・・・・・・・・・・勢勢勢勢いいいい衰衰衰衰えぬえぬえぬえぬ石油需要石油需要石油需要石油需要　　　　５０５０５０５０年先年先年先年先もももも減速減速減速減速せずせずせずせず
　　　　原発停止原発停止原発停止原発停止でででで遠遠遠遠のくのくのくのくピークアウトピークアウトピークアウトピークアウト、ＯＰＥＣ、ＯＰＥＣ、ＯＰＥＣ、ＯＰＥＣ増産増産増産増産もももも内需拡大内需拡大内需拡大内需拡大でででで相殺相殺相殺相殺？？？？

　石油需要のピークがみえてこない。日本エネルギー経済研究所（エネ研）の見通しでは、現時点
で導入の角度が高い政策や技術展開を盛り込んでも、石油需要は今後３０年間、過去３０年間を上
回る勢いで拡大し、５０年に至っても減速の兆しは見えてこない。
　エネ研がこのほどまとめた「アジア／世界エネルギーアウトルック２０１１」によると、世界の
一次エネルギー消費における石油の需要は２０３５年には現状の約４０億トンから５５億トン弱ま
で増加する。０９年から３５年までの年平均伸び率は１．２％で、８０～０９年の０．９％を上回
る。その後は０．８％程度に鈍化するものの、５０年には６０億トンを上回る。
　一方、技術開発の加速と革新的技術の世界的な普及を想定した「技術進展ケース」では、３０年
に４５億トンほどでピークを迎える。しかし、ここから今後の原子力発電の拡大を現時点で確実視
されるものに限定した「原子力停滞ケース」では、代替として３５年に７０００万トンの石油需要
が発生し、３０年以降も需要増が続くことになる。
　石油の追加需要の担い手として存在感を高めてくるのは石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）だ、０９年
から３５年にかけて世界で増産される日量２４００万バレルの６５％に当たる同１５００万バレル
をＯＰＥＣが担うとエネ研では見ている。
　ＯＰＥＣの余剰生産能力は日量６００万バレルほどで、今後の需要増に対応するには増産投資が
必要。ＯＰＥＣでは今後５年間で同１２００万バレルを追加出来るとしている。しかし、生産能力
の拡大は容易ではない。さらにＯＰＥＣの中心であるサウジアラビアでは、国内需要の拡大が輸出
余力を押し下げる。内需は０９年の日量１９０万バレルから３５年には現在の生産能力の４割に
相当する４３０万バレルにまで増大するとみられる。
　このためエネ研でも、「将来の増産が期待される中東ＯＰＥＣなどで、国内需要と輸出需要の
双方の増加に見合う生産能力の増強投資が円滑に実行されなければ、国際石油需給がタイト化する
可能性がある」と指摘する。



　米国海軍は今年、国防を目的にエネルギー省や農務省とともに、セルロース系バイオ燃料産業支
援に３年間で５億１０００万ドルを投資する計画を明らかにした。ただ、再生可能エネルギーが世
界の一次エネルギー消費に占める割合は、エネ研の技術進展ケースにおいてでさえ３５年の時点で
１割弱にとどまり、３割を超える石油が最大のシェアを持つ構造にかわりはない。
　石油の安定調達は国家の安全保障にとっても重要な課題であり、経産省では来年度予算の概算要
求で、石油・天然ガス開発に前年度比２割増の５１５億円、要望額を加えると２．３倍の９６１億
円を盛り込んでいる。

3333 ９９９９月中間決算月中間決算月中間決算月中間決算
昭和昭和昭和昭和パックスパックスパックスパックス・・・・・・・・・・・・震災震災震災震災のののの影響響影響響影響響影響響くくくく
　同社の２０１１年９月中間決算は、震災後の需要家の稼働低下などの影響を受け、主力のクラフ
ト紙袋需要が減少したことから、売上高が前年同期比０．６％減の９８億９７００万円、営業利益
が同９．６％減の４億７８００万円、経常利益が同５．６％減の５億４４００万円、純利益は特別
損失が前同期に比べ減少したことから３億４７００万円と同１．４％増加した。
　主なセグメントの売上高をみると、重包装袋はクラフト紙袋需要が震災の影響と輸出減で落込み
、前年同期比５．５％減の６２億７６００万円、フィルム製品は産業用、農業用とも伸び、同１１．
８％増の２０億７４００万円。
　通期予想は売上高２００億円、営業利益９億４０００万円、経常利益１０億１０００万円、純利
益６億４０００万円を据え置いた。

12121212 １０１０１０１０月月月月のののの原発利用率原発利用率原発利用率原発利用率・・・・・・・・・・・・初初初初のののの２０２０２０２０％％％％割割割割れれれれ
　１０月の原子力発電設備利用率が１８．５％と月別の記録が残る１９７７年４月以降で初めて
２０％を割り込んだ。電気事業連合会が１４日発表した。
国内原発設備利用率は、東京電力・福島第１原発事故が発生した今年３月から８カ月連続で低下し
ている。１０月は九州電力玄海４号機がトラブルで自動停止したことなどから前月比２．１ポイン
ト低下。３カ月連続で過去最低を更新した。

12121212 内閣府内閣府内閣府内閣府　　　　７７７７－－－－９９９９月期月期月期月期ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ・・・・・・・・・・・・実質年実質年実質年実質年６６６６．．．．００００％％％％増増増増、、、、４４４４期期期期ぶりぶりぶりぶりプラスプラスプラスプラス成長成長成長成長
　内格府が１４日発表した２０１１年７－９月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整済）速報値は、
物価変動の影響を除いた実質で前期比１．５％増、年率換算６．０％増となった。プラス成長は４
四半期ぶり。物価変動を反映した名目ＧＤＰは１．４％増、年率換算で５．６％増だった。
　実質ＧＤＰを需要項目別にみると、個人消費は前期比１．０％増、住宅投資は５．０％増、設備
投資は１．１％増、輸出は６．２％増、輸入は３．４％増となった。実質ＧＤＰの増減にどれだけ
影響したかを示す寄与度は、内需はプラス１．０％、輸出から輸入を差し引いた外需はプラス０．
４％だった。

12121212 マツボーマツボーマツボーマツボー・・・・・・・・・・・・樹脂樹脂樹脂樹脂ブローブローブローブロー・・・・薬液充填薬液充填薬液充填薬液充填・・・・容器容器容器容器のののの封止封止封止封止　　　　１１１１台台台台でででで　　　　　　　　独製独製独製独製のののの無菌充填機無菌充填機無菌充填機無菌充填機でででで攻勢攻勢攻勢攻勢　　　　
　　　　医薬品市場医薬品市場医薬品市場医薬品市場をををを深耕深耕深耕深耕、ＥＶＯＨ、ＥＶＯＨ、ＥＶＯＨ、ＥＶＯＨなどなどなどなどバリアバリアバリアバリア材材材材でででで多層構造対応多層構造対応多層構造対応多層構造対応もももも

　機械商社のマツボーは、「ＢＦＳ無菌成形充填機」で医薬品メーカーに攻勢をかける。無菌雰囲
気下、樹脂のブロー成形・薬液の重点（フィル）・容器の封止（シール）の「ＢＦＳ工程」を１台
で行える独ロメラグ社製の装置で、生産ラインの簡素化が可能。同社では薬液の調剤装置や完成し
た容器を包装する機器なども取り扱っており、医薬品生産システムの一式提案を進めていく。

１１１１１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（水水水水））））
1111 エチレンエチレンエチレンエチレン減産減産減産減産　　　　アジアアジアアジアアジア全域全域全域全域にににに・・・・・・・・石化製品石化製品石化製品石化製品　　　　中国低迷中国低迷中国低迷中国低迷、、、、市況悪化招市況悪化招市況悪化招市況悪化招くくくく　　　　反転反転反転反転はははは中国旧正月明中国旧正月明中国旧正月明中国旧正月明けかけかけかけか

　エチレン減産の動きがアジア全域に広がっている。中国・韓国・台湾の石油化学メーカーが１０
％程度の減産や定修の前倒しを予定していることに加えて、シンガポールなどでも設備の稼働率を
落としていると見られる。
　日本は１０月に入り８０％台後半に稼働率を下げており、１１月もこの基調を継いでいる。需要
低迷の要因は中国ユーザーの買い控え。市況反転の兆しが見えれば一気に需要が立ち上がるとされ
るが、その時期の予測は難しい。在庫調整が終わった年明けあるいは中国の旧正月明けの本格回復
が期待されている。

1111 ナフサナフサナフサナフサ免税恒久化免税恒久化免税恒久化免税恒久化をををを・・・・・・・・・・・・石化協石化協石化協石化協などなどなどなど決起集会決起集会決起集会決起集会
　石油化学工業協会、日本化学工業協会、全日本プラスチック製品工業連合会、日本化学エネルギ
ー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合の５団体は１５日、東京都千代田区の衆員議員第
２議員会館で原料用ナフサの免税本則恒久化を目指す決起集会を開催した。
　国会議員や化学業界関係者、コンビナート立地自治体関係者などで、原料用ナフサ非課税実現へ
の強い意志を示した。
　昨年に引き続き２回目となる今回は約１５０名が参加。直嶋正行元経済産業大臣をはじめ多くの
民主党議員が駆け付けた。

2222 東東東東ソーソーソーソー、、、、第第第第２２２２ＶＣＭＶＣＭＶＣＭＶＣＭ装置再建装置再建装置再建装置再建へへへへ・・・・・・・・・・・・宇田川憲一社長宇田川憲一社長宇田川憲一社長宇田川憲一社長がががが南陽事業所南陽事業所南陽事業所南陽事業所でででで会見会見会見会見
　東ソーの宇田川憲一社長は１５日、南陽事業所で記者会見し、火災事故を起こした第２塩化ビニ
ルモノマー（ＶＣＭ）製造装置を再建する方針を明らかにした。火災は１４日午後３時半に鎮火し
ている。宇田川社長は、業界全体の需給に大きな影響はないとしたうえで、業績の下方修正の可能
性を認め、「ＶＣＭ１５５万トンの能力中、５５万トンが止まるため影響がある」とした。
　尚、同社は１５日、今月１日の９月中間決算発表時に３円とした中間配当を無配とし、期末配当
（３円予想）については未定とすると発表した。

12121212 ＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤ先行指標先行指標先行指標先行指標・・・・・・・・・・・・主要国主要国主要国主要国でででで景気減速傾向強景気減速傾向強景気減速傾向強景気減速傾向強まるまるまるまる
　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は１４日公表した９月の総合先行指標（ＣＬＩ）で、すべての主



要国で景気減速の傾向が強まりつつあるとの認識を示した。ＯＥＣＤ加盟国の平均指数は１００．
４４で前月から０．４３ポイント低下し、７カ月連続の低下となった。
　このうち日本は前月比０．４１ポイント低下し１０１．５５と、６ヵ月連続のマイナス。米国は
０．２８ポイント低下。ドイツは１．２８ポイント、フランスは０．７４ポイントそれぞれ低下し、
ユーロ圏全体では０．８１ポイントのマイナスを記録した。
　中国は０．０６ポイント低下し９カ月連続のマイナスとなったほか、インドが０．６４ポイント
ブラジルが１．０８ポイント、ロシアが０．１６ポイントそれぞれ前月から低下した。

　　　　１１１１１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（木木木木））））
2222 エネエネエネエネ研見通研見通研見通研見通しししし・・・・・・・・アジアアジアアジアアジアののののバイオバイオバイオバイオ燃料導入量燃料導入量燃料導入量燃料導入量２０３５２０３５２０３５２０３５年年年年、、、、３０３０３０３０倍倍倍倍のののの７１００７１００７１００７１００万万万万トントントントンにににに大半大半大半大半はははは中国中国中国中国

　日本エネルギー経済研究所（エネ研）は、アジアの輸送用バイオ燃料導入量が２０３５年には
７１００万トンと、０９年実績から３０倍となる見通しを明らかにした。このうち４４００万トン
を中国が占める。更に技術進展を最大限織り込んだ前提では、アジアの導入量は９７００万トンと
０９年実績比４１倍で、このうち中国は５８１０万トン。

3333 エフピコエフピコエフピコエフピコ　　　　透明容器透明容器透明容器透明容器・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２年年年年にににに相次相次相次相次ぎぎぎぎ大型新製品大型新製品大型新製品大型新製品
　　　　２２２２～～～～３３３３月月月月　　　　リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル品品品品、、、、５５５５月月月月にににに２２２２軸延伸軸延伸軸延伸軸延伸ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ

　エフピコは、２０１２年に透明容器の大型新製品を相次いで投入する。回収したＰＥＴボトルを
リサイクルする「エコ容器」は２～３月に、世界初の２軸延伸ポリエステル（ＰＥＴ）シートによ
る透明容器は５月にそれぞれ商業生産をスターとする考え。全国に展開するリサイクル網や、原材
料に遡った開発力を武器に新市場の開拓とビジネスモデルの革新を進め、トップメーカーとしての
地位を一段と固めていく方針だ。

3333 ９９９９月中間決算月中間決算月中間決算月中間決算
　　　　サンエーサンエーサンエーサンエー化研化研化研化研・・・・・・・・・・・・保護保護保護保護フィルムフィルムフィルムフィルム低迷低迷低迷低迷

　同社の２０１１年９月中間決算は、薄型テレビ向け保護フィルムの需要減、原材料の高騰が響き
減収減益となった。売上高が前年同期比７．２％減の１６６億１４００万円、営業利益が同６７．
９％減の２億２１００万円、経常利益が同６４．４％減の２億６１００万円、純利益が同６２．３
％減の１億３８００万円。
　セグメント別売上高では、軽包装材料が同０．７％増の７８億５００万円、産業資材が同１％増
の３８億９７００万円。電子レンジ対応包装材料、輸送用の包装材料が好調だった。
　一方、機能性材料は同２２．６％減の４６億５９００万円。タッチパネル用製品が好調だったが、
保護フィルムの減収分をカバー出来なかった。
　通期は、売上高が前期比６．６％増の３５８億円、営業利益が同３４．５％増の６億９０００万
円、経常利益が同１９．５％増の７億５０００万円、純利益は同４５．７％増を見込む。

11111111 日銀決定会合日銀決定会合日銀決定会合日銀決定会合・・・・・・・・・・・・景気認識景気認識景気認識景気認識をををを下方修正下方修正下方修正下方修正
　日銀は１６日の金融政策決定会合で、現行の金融政策の維持を全員一致で決めた。景気の現状認
識では「持ち直しの動きが続いているものの、海外経済の減速の影響などから、そのペースは緩や
かになっている」として判断を事実上下方修正した。
　日銀は会合後に発表した声明で、輸出や生産のペースが「緩やかになっている」と指摘。先行き
については、「当面、海外経済減速や円高に加えてタイの洪水の影響を受ける」としながらも、新
興国の成長や復興需要の顕在化で「緩やかな回復経路に復していく」との見通しを示した。
　また声明は、欧州債務問題が「欧州経済のみならず国際金融資本市場への影響などを通じて世界
経済の下振れをもたらす可能性がある」として、今後の景気のリスク要因に挙げた。

12121212 中国商務省発表中国商務省発表中国商務省発表中国商務省発表・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本のののの対中投資対中投資対中投資対中投資　　　　急拡大急拡大急拡大急拡大　　　　１１１１－－－－１０１０１０１０月月月月はははは６６６６６６６６％％％％増増増増　　　　生産移転生産移転生産移転生産移転のののの加速化加速化加速化加速化
　中国商務省は１６日、２０１１年１～１０月の対中直接投資（ＦＤＩ）が前年同期比１５．９％
増の９５０億１２００万ドルだったと発表した。その内日本からの投資額は６５．５％増と高い伸
びを示した。同省の沈丹陽報道官は記者会見で「東日本大震災後、多くの日本企業が対中投資は
事業発展に有利だと考えるようになった」と指摘。生産拠点の中国移転の動きが加速したことが原
因だとの考えを示した。「中国の投資環境が改善し、企業の信頼感が増した」ことや「前年の数字
が低かった」ことなども背景にあるという。
　一方、景気低迷を背景に欧州連合（ＥＵ）は１．１％増、米国は１８．１％減に止まった。

　　　　１１１１１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（金金金金））））
1111 石化協会長石化協会長石化協会長石化協会長・・・・・・・・・・・・日本経済日本経済日本経済日本経済、、、、不透明続不透明続不透明続不透明続くくくく、、、、車増産車増産車増産車増産でででで回復期待回復期待回復期待回復期待もももも

　石油化学工業協会は１７日、定例会見を開催した。高橋恭平会長（昭和電工会長）は「日本経済
は年末年始にかけ不透明な状況が続く」と、今後の需要環境に対して警戒感を表明した。ただ、設
備稼働率が低下している石化製品の生産については「足元で反騰している樹脂もあり、国内自動車
メーカーも増産に動く」と期待した。
「震災後の急ピッチの生産再開にともない、秋以降は在庫調整があると予想していた」がこれに加
えて欧米の財政問題、中国金融引き締めや円高定着により年明けにかけて厳しさを増すとみている。
タイの洪水による自動車生産などへの長期の影響は避けられないと予測した。
　また、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ)参加問題に関しては、国論を二分しているだけでなく
内容の論議はこれからとしながらも、「国を閉ざしたまま何もせず、一方で周辺国が発展するとい
うのは現実にあり得ない選択」とし、野田首相の決断を評価した。
　石化製品の減産については現在の市況、原料との価格差では稼働率を上げる状況にないとしてい
るが、「中国市場の過剰在庫は解消しており、反発のきっかけ待ちの状態。日本の自動車メーカー
が年末にかけ増産する」ことに期待した。



2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・正正正正しいしいしいしい認識認識認識認識ででででナフサナフサナフサナフサ免税恒久化免税恒久化免税恒久化免税恒久化をををを
　民主党政権が誕生して３度目の税制改正の議論が始まっている。マニフェストで租税特別措置（
租特）の抜本見直しを掲げて政権は動き出したが、目立った成果は少ない。
　０９年９月に発足した民主党政権は租特見直しを逆手にとってナフサに課税することを打ち出し
た。世界に例を見ない暴挙とも言える方針に業界は衝撃を受け、課税阻止に向け動いた。さらに、
副生するオフガス課税が提示されるなどこの２年間の課税阻止に奔走した業界には徒労感が残った。
　昨年の税制改正大綱で「原料用石油製品等の免税・還付措置の恒久化や本則化について、１２年
度税制改革において引き続き検討する」ことが明記されたことで、今回は恒久化実現の最後のチャ
ンスと考えた。ただ、昨年までと違い国会議員の関心は必ずしも高くない。政府税調でも議論にな
っておらず、マスコミ報道で取り上げられることも少ない。
　現状の租特という不安定な状態による免税から脱して、原料非課税の恒久化は正当な要求である
ことを国会議員や財務省は認識して制度改正を急ぐべきである。税収が不足するから課税するとい
うことになれば、当該産業は国際競争に太刀打ちできず国内生産を維持できなくなる。
　経産省や化学産業などの関係者は本則恒久化の重要性を訴える取り組みをもう一段協力に進める

2222 １０１０１０１０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・・・・・・・・・・・・１３１３１３１３％％％％減減減減のののの５５５５５５５５．．．．７７７７万万万万トントントントンにににに　　　　通年通年通年通年でででで前年割前年割前年割前年割れれれれ懸念懸念懸念懸念もももも　　　　　　　　　　　　
　石油化学工業協会がまとめた１０月のエチレン生産量は、前年同月比１３．２％減の５５万７２
００トンとなった。稼働率は前月９０．６％よりも２．９ポイント低下し８７．７％で減産基調を　
反映。この結果、１－１０月でみると、エチレン累計生産量は５６０万９２００トンと前年同期比
２．４％減の状況。通年で昨年実績を維持できるかが難しい様相を呈してきた。
　１０月の汎用樹脂生産は、アジア市場の需給バランス緩和や円高の影響をうけて、いぜん厳しい
状況が続いている。生産量は前月を上回っているが、内需は低調で、在庫は高め水準にある。
前年同月比でみると、震災後に急増した輸入品の流通在庫の調整が生じたため、内需は減少傾向を
示している。輸出も厳しい状況にある。

【１０月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、増減％）

【１０月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、増減％）

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開発開発開発開発・・・・・・・・・・・・水圧破砕法水圧破砕法水圧破砕法水圧破砕法、、、、安全性確保安全性確保安全性確保安全性確保へへへへ　　　　データデータデータデータ収集収集収集収集などなどなどなど米米米米ＤＯＥＤＯＥＤＯＥＤＯＥがががが提言提言提言提言
　米エネルギー省（ＤＯＥ）長官の諮問機関は、環境への影響が懸念されるシェールガス開発に適
用される水圧破砕法について、健康面や環境面の保護を確実にする為の対策の最終案をまとめた。
それぞれ関係当局に割り当て実行するもので、今後どのように規制するかをめぐる議論が一段と活
発になりそうだ。
　ＤＯＥでは５月、専門家による「シェールガス生産小委員会（ＳＥＡＢ）を立ち上げ、議論を重
ねてきた。８月に公表した中間報告では、対策として使用される水に関する、より一貫した管理手
法の採用や、破砕のために使用する化学物質の公開、情報公開や当局間のコミュニケーションなど
からなる２０項目を提示。今回まとめられた最終案では、実行の担い手を割り当てた。
　ＳＥＡＢでは、「安全性や環境面の改善に向けた行動がとられなければ、環境に対して深刻な結
果を招くことになり、社会的信用を失うことで、今後数十年で１０万にも達するとみられるガス田
開発は遅延ないし中止を余儀なくされる」と警告している。

10101010 ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡ事務局長事務局長事務局長事務局長がががが講演講演講演講演・・・・・・・・日本日本日本日本のののの排出削減目標排出削減目標排出削減目標排出削減目標　　　　脱原発脱原発脱原発脱原発でででで達成困難達成困難達成困難達成困難にににに　　　　エネコストエネコストエネコストエネコスト負担増負担増負担増負担増もももも
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）のファン・デル・フーフェン事務局長は、１６日の総合資源エネ
ルギー調査会基本問題委員会で講演し、日本が今後原発の新設を取りやめた場合、排出削減目標の
達成が難しくなるとの見方を示した。原発の発電シェアが低下することによりエネルギー安全保障
への懸念が強まるとともに、天然ガスに輸入拡大にともない経済的な負担も増大すると指摘した。
　新規の原発建設停止し、老朽化した原発の廃炉を進めていくと、２０３５年時点のＣＯ２排出量
は原発を維持した場合と比べ５０００万トン多くなる。３０年の発電量に占める原発の割合は、現
在の２７％から１８％に低下する。日本のエネルギー自給率は現在も１９％と低く、原発を除くと
４％しかない。さらなる自給率の低下は、少数の資源国への依存度の上昇を招きエネルギー安全保
障が大きな課題になるとしている。原発を代替する火力発電に使う天然ガスの輸入量も増加する。
新興国によるエネルギー需要の拡大にともなう高騰も予想され、３５年の輸入額は現在の２倍近い
６．２兆円に増えるとしている。

10101010 ＩＧＥＳＩＧＥＳＩＧＥＳＩＧＥＳがががが世界各国対象世界各国対象世界各国対象世界各国対象ににににアンケートアンケートアンケートアンケート・・・・・・・・・・・・「「「「脱原発脱原発脱原発脱原発」「」「」「」「２５２５２５２５％％％％目標維持目標維持目標維持目標維持」」」」のののの指示多数指示多数指示多数指示多数
　地球環境戦略研究機関（ＩＧＥＳ）は、東日本大震災と福島第１原発事故後のエネルギー及び気
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侯変動政策に関するアンケート調査の結果を発表した。
　日本のエネルギー政策については、「脱原発」「政策を支持する声が多く、５割が２０２０年ま
でに原発を操業停止すべきと回答。気候変動政策については７割が「温室効果ガス（ＧＨＧ）排出
を２０年までに９０年比２５％削減」という政府目標を維持すべきと回答した。
　調査は７月に世界各国にアンケートを送付して実施。回答数は７１０件（日本人６割、外国人４
割）だった。
　日本人以外の回答者は、政府中期目標維持を８５％が支持、京都議定書の第二約束期間への参加
も７１％が支持した。
　原発利用に「反対」とした回答者の過半数が地球温暖化対策基本法案の採択を支持。「賛成」と
した回答者の４０％が法案採択を不支持とする結果になった。

12121212 中国中国中国中国のののの自動車産業自動車産業自動車産業自動車産業・・・・・・・・・・・・１１１１－－－－１０１０１０１０月月月月　　　　生産生産生産生産２２２２．．．．７７７７％％％％増増増増　　　　成長鈍化成長鈍化成長鈍化成長鈍化、、、、付加価値志向付加価値志向付加価値志向付加価値志向へへへへ
　中国の自動車産業の成長が鈍化している。中国自動車工業会や工業情報化部のまとめによると、
１０月の生産台数は前年同月比１．７％増の約１５７万台、販売台数は同１．１％減の１５２万台
となった。月間販売台数が前年を割り込むのは５カ月ぶり。これにより１月から１０月までの累計
生産台数は、前年同期比２．７％増の１５０３万台となっている。
　上半期の統計段階では、急成長期から安定成長期へ移行したと分析。１０月まで月間平均１５０
万台ペースとなっていることから通年の販売台数で１０年の１８２６万台を超えるかどうかは微妙
な状況。諸外国に比べ電子部品や合成樹脂使用量が低いことが指摘されている。塗料では新車向け
はもとより補修用塗料の生産が拡大している。中国系メーカーでは小型車への集中や素材品質の点
から、利益が出ないことが課題とされている。こうしたなか「良い車は高く売れ、利益も大きいと
いう認識のもと、付加価値のある材料を模索する動き」が広がってきたと指摘する化学メーカーは
少なくない。


