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　　　　１２１２１２１２月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（月月月月））））
1111 日化協会長日化協会長日化協会長日化協会長・・・・・・・・・・・・ナフサナフサナフサナフサ免税免税免税免税のののの実質恒久化実質恒久化実質恒久化実質恒久化　　「　　「　　「　　「大大大大きなきなきなきな進展進展進展進展」」」」とととと評価評価評価評価

　日本化学工業協会は１６日、藤吉建二会長（三井化学会長）ら首脳が会見を開き、税制改正
や地球温暖化問題の対応などについて語った。２０１２年度の税制改正大綱で原料ナフサの免
税期限がなくなったことに対して、「実質的な恒久化。大きな進展だ」と成果を強調。ただ、
「当たり前のことが当たり前になっただけ」としたうえで、引き続き本則化をめざしていくと
した。
　１１日に閉幕したＣＯＰ１７に関しては、「日本の立場を守り抜いた」と高く評価。また、
日化協が国際化学工業協会協議会（ＩＣＣＡ）の一員としてＣＯＰ１７のパネル討論に加わっ
たことに触れ、「化学産業が温暖化対策のパートナーであることを示すことが出来た」と振り
返った。

1111 化学品化学品化学品化学品・・・・樹脂業界樹脂業界樹脂業界樹脂業界　　　　回復回復回復回復のののの糸口探糸口探糸口探糸口探るるるる・・・・・・・・ＰＳＰＳＰＳＰＳ各社各社各社各社　　　　在庫削減在庫削減在庫削減在庫削減にににに躍起躍起躍起躍起　　　　減産続減産続減産続減産続けけけけ適正水準近適正水準近適正水準近適正水準近づくづくづくづく
　化学品・樹脂の市場環境は厳しい状況が続いている。東日本大震災の発生以降、円高の進行
は需要業界の生産活動に悪影響を及ぼしたほか、汎用樹脂の輸入増加を招いた。中国の金融引
き締めや欧州の金融危機など輸出にも逆風が吹いている。需給が低調に推移するなか、メーカ
ー各社は在庫削減を徹底するため減産を実施中。市況反転はいつになるのか。
　「在庫調整が足元の最大の経営課題だ」。ある国内ポリスチレンメーカーの首脳はこう言い
切る。在庫が膨れ上がったのは、夏場の電力制限を控え４～６月とフル生産を進めたことが原
因。ところが需要が思いのほか振るわなかったため、需給ギャップが拡大した。国内需要は電
機・工業用が９カ月連続、比較的堅調な包装用も５カ月連続でマイナスとなるなど総崩れに近
い状況となっている。加えて円高を受けて
輸入品が増加し国内メーカーのシェアを奪
っている。
　今年の輸入量は昨年までを大幅に上回る
７万トン以上になると見込まれ、「これだ
けの量になると、メーカーがもう１つ増え
たようなもの」という状況になっている。
　相次ぐ業界再編や撤退でＰＳジャパンと
東洋スチレンの２強時代に入り、事業基盤
を固めてきたＰＳ業界。しかし内需を取り
巻く環境は厳しく、今後さらなる事業再編
を求められる可能性も否定できない。

2222 石連石連石連石連　　　　木村副会長木村副会長木村副会長木村副会長がががが会見会見会見会見・・・・・・・・・・・・二重課税解消目指二重課税解消目指二重課税解消目指二重課税解消目指すすすす、、、、ナフサナフサナフサナフサ非課税非課税非課税非課税　　　　実質恒久化実質恒久化実質恒久化実質恒久化をををを高高高高くくくく評価評価評価評価
　石油連盟の木村彌一副会長（コスモ石油社長）は１６日会見し、税と社会保障の一体改革に
おける消費税増税議論が本格化するなか、かねてからの懸案である石油諸税の上に消費税が課
せられる“タックス・オン・タックス”の解消を求めていく考えを示した。
　一方、来年度の導入が目指されている地球温暖化対策税について、「受益者負担の原則に基
づき、税収は石油を中心としたエネルギー対策として、とくにサプライチェーンの災害対応力
強化に向けた財源として活用してもらいたい。間違っても森林保護や地域振興などにばらまか
ないようにしてもらいたい」と釘を刺した。

2222 鹿島電解鹿島電解鹿島電解鹿島電解・・・・塩塩塩塩ビビビビ　　　　再編再編再編再編でででで基本合意基本合意基本合意基本合意・・・・・・・・旭硝子旭硝子旭硝子旭硝子などなどなどなど３３３３社撤退社撤退社撤退社撤退
　鹿島電解と鹿島塩ビモノマーに出資する旭硝子、ＡＤＥＫＡ、カネカ、信越化学工業、三菱
化学の５社は１６日、両合弁会社の運営体制を再編すると発表した。
　①信越化学工業と三菱化学を除く３社が撤退、以後は信越化学工業の子会社として運営を行
う②鹿島電解が行っているバース設備の運営について、今後設立する共同出資会社に移管する
　―の２点で基本合意したもので,具体的な条件については引き続き協議する。
　国内の塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）生産は１０年間で２７％減少し、２０１０年には１６９万
トンと２００万トンを大きく割り込む水準となている。ＰＶＣ設備稼働率も１０年には７５．
４％と、５年間で１０ポイント強減少している。

3333 食品包装用食品包装用食品包装用食品包装用フィルムフィルムフィルムフィルム・・・・・・・・・・・・輸入品輸入品輸入品輸入品がががが売売売売れれれれ残残残残りりりり、、、、使使使使いいいい勝手悪勝手悪勝手悪勝手悪くくくく敬遠敬遠敬遠敬遠
　食品包装用のポリオレフィンフィルム（基材フィルム）は、東日本大震災後に急増した輸入
品の在庫消化が遅れているようだ。被災した国内メーカーの生産ラインが夏場には復旧し、使
い勝っての悪い輸入品の販売が難しくなったとみられる。輸入品は、コスト競争力の面から将
来的には大幅な増加も予想されているが、今回の震災によりむしろ性能面での課題が露呈した
格好だ。
　特に２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ)フィルムは中国で最新鋭の大型設備による新増設ラッ
シュが続いており、供給余力が大きいことから震災後に輸入品の手当てが増加した。
ただ、５月中には国内設備の復旧がほぼ完了し、国産品の供給力は急回復した。こうしたなか
加工性の問題から生産ラインのスピードが上がらないなど、使い勝手の悪い輸入品は敬遠され、
現在でも売れ残りが目立っているという。
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　コスト優位性だけで輸入品が増加するとは限らない事実が浮き彫りになった。

6666 双日総研双日総研双日総研双日総研まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・日本経済日本経済日本経済日本経済、、、、貿易貿易貿易貿易からからからから投資主体投資主体投資主体投資主体へへへへ転換転換転換転換
　　　　総合商社総合商社総合商社総合商社のののの事業形態事業形態事業形態事業形態がががが先行先行先行先行　　　　円高円高円高円高ををををチャンスチャンスチャンスチャンスにににに

　双日総合研究所の吉崎達彦主任アナリストは、日本の経済構造が「成熟した債権国」へと転
換しつつあるとの論述をまとめた。経常収支のなかで所得収支の黒字が貿易収支のそれを上回
る状況に触れ、日本経済も貿易から投資へと発想を転換すべき時代を向えつつあると指摘する。
　こうした観点から考えると、円高や欧州債務危機などもバーゲンチャンスとして捉えるべき
ということになる。
　日本貿易会の見通しによると、２０１２年度の貿易動向は、輸送用機器、一般機器、電気機
器など主力輸出品木が揃って増加。一方で鉱物性燃料の輸入が資源価格の下落を受けて減少す
ることから、１１年度に赤字になる見通しの貿易サービス収支は黒字に回復する。しかし、主
力の機械機器をみてもリーマンショック後は、一般機器こそ穏やかに回復しているものの、電
気機器は昔日の勢いを取り戻せないままで、輸送用機器もなんとか検討しているのが現状。
１２年度以降輸出が大きく飛躍するとは考えられず、むしろ円高や資源価格の上昇など悪材料
の方が目に付く。１２年度の貿易収支が拡大するのも輸出が伸びると言うより、原油価格の下
落で輸入金額が減少するのが主因だ。輸出はピークの０７年度の８３．９兆円を今後は超えら
れないと予測する。
　一方で、０５年以降、所得収支が貿易収支を上回る状況が続いている。貿易財の移動よりも
過去の投資収益からもたらされる金額の方が大きくなっている。「モノよりもカネの時代が
到来した」わけだ。今や日本は投資で稼ぐ国、「成熟した債権国」になったとする。
　折しも総合商社は、貿易よりも投資で収益の大半を出す事業形態に移り変わりつつある。
円高等も貿易主体の考え方からすると悪材料になるが、投資主体へと発想を変えればむしろ
チャンスとして捉える事が出来る。これから投資立国としての位置付けを明確にしていくなか
たとえばＴＰＰへの参加問題にしろ、関税引き下げだけでなく投資関連の規制緩和や紛争処理
などから考えていくべきだという。また、成熟した債権国においては、労働や生活のスタイル
も、これまでの働き蜂方式から変わっていくはずだと予想している。

10101010 容器包装素材容器包装素材容器包装素材容器包装素材リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル８８８８団体団体団体団体　　　　自主行動計画自主行動計画自主行動計画自主行動計画・・・・・・・・・・・・リデユースリデユースリデユースリデユース１０１０１０１０年目標年目標年目標年目標　　　　７７７７団体団体団体団体がががが達成達成達成達成
　容器包装素材のリサイクル８団体で構成する３Ｒ推進団体連絡会は、２００６～１０年度の
第１次自主行動計画フォローアップ結果をまとめた。素材により目標とする指標や回収の仕組
みはことなるものの、リデユース・リユース・リサイクル（３Ｒ）の取り組みが進展している。
　８団体中７団体がが発生抑制の目標を達成。５団体がリサイクルの目標を上回った。

【容器包装素材リサイクル８団体のリデユース実績】 （単位：トン）

12121212 中国中国中国中国のののの１２１２１２１２年関税概要固年関税概要固年関税概要固年関税概要固まるまるまるまる・・・・・・・・肥料需要期輸出税肥料需要期輸出税肥料需要期輸出税肥料需要期輸出税をををを拡充拡充拡充拡充、、、、輸入暫定税率輸入暫定税率輸入暫定税率輸入暫定税率　　　　ナフサナフサナフサナフサ等引等引等引等引きききき下下下下げげげげ
　中国の２０１２年の輸出入関税概要が固まった。財政部では積極的な輸入拡大を促すため天
然資源や、ハイテク機器、新エネルギー自動車など新興産業用の基幹設備・部品、農業資材、
日用品、公衆衛生・医療関連といった分野を中心に７３０強の品目について輸入暫定税率を設
定した。化学品については、輸入関税は複数の鉱物性生産品で暫定税率が引き下げられた以外、
大きな変化は無い。一方、輸出関税は、塩化アンモニウム（塩安）など肥料に関する需要期の
特別税率の設定が拡充した。輸出関税引き上げが懸念されたレアアースは、ほぼ前年同様とな
っている。

12121212 随想随想随想随想　　　　日本産業生日本産業生日本産業生日本産業生きききき残残残残りにりにりにりに思思思思うううう・・・・・・・・・・・・ＢＡＳＦＢＡＳＦＢＡＳＦＢＡＳＦジャパンジャパンジャパンジャパン・・・・シニアアドバイザーシニアアドバイザーシニアアドバイザーシニアアドバイザー　　　　浅野浅野浅野浅野　　　　応孝応孝応孝応孝
　低迷する日本経済、将来に希望を持てなく活力が低下した若者たち、悩ましいエネルギー事
情、新興国の台頭等等。われわれのようなＯＢ企業人は茶飲み話題として嘆き語るが、行動に
繋がらない無力な存在である。戦後の復興期、高度成長期を駆け上がり、低迷した失われた２
０年に突入した時代に生きた者として、反省、自戒を込めわれわれは何をすればよいのだろう。
　このような問題意識から、一般社団法人デイレクトフォース（企業ＯＢが自発的に集まり色
色な社会活動を行っている団体、www.directforce.org）では有志２０名で『日本産業は何を
目指せば生き残れるか』というタイトルのもとに、１年半かけて専門家も交えていろいろな課
題を議論してきた。世界の潮流や、日本の置かれている現在の課題など課題は上げられるし、
それらの主要課題の中からビジネス機会としてのエネルギー問題、老齢化社期問題等に対応
して企業が何を事業化するかといった議論もすぐに出来る。しかし、当たり前のような課題を
どこまで掘り下げて、相互の影響を考察し総合的に整理して問題の本質を見ようとしてきたの
か、また行っている施策の背景認識はできているのか、甚だ疑わしいところがある。
　まとめの提言では、目新しい項目は見当たらない。海外展開や人材育成の重要さ、新エネル
ギーや高齢化社会に対する産業振興等どれも当たり前に挙げている事項だ。しかし本当に当た
り前のことと割り切って今後の事業目標としてよいのだろうか。
　日本の成長の要因は何でそれが今はどうなっているのか、もしかして市場の幸運に恵まれた
だけではないか、日本流といわれる品質管理や製造方式は他国を含めて機能するのか、モノづ
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くり大国を目指せば生き残れるのか。高齢化社会といわれるが、それが将来社会のどこの部分
にどのような影響をもって現れてくるのか、過疎化や都市集中、気候変動などとの関連はどう
なのか、ＩＴ等のインフラとの関連はどうなのか。日本人の本質的な行動様式や性格の認識を
欠いて、制度設計や海外展開をしても困難が待ち受けているだけだろう。

　 　個々の強い企業は生き残りをかけてグローバルに活動を広げていくことは可能かもしれない。
海外に展開できない中小企業が疲弊し、日本国内産業が弱体化してしまえば個々の企業も安泰
ではないだろう。
　日本企業の生き残りには政府の支援も必要だが、企業として国内産業基盤の強化も見据えた
広い視点のもとに展開が求められるだろう。
　成長期に育ってきた者の自戒として、中には安易な考えの事業でも発展出来たのは幸運であ
り、これからの時代の厳しさに立ち向かう現在の経営者に敬意を払うとともに強い経営力を期
待したい。経験と反省を踏まえたＯＢの議論は尽きない。議論のアウトプットは将来を担う若
い世代に伝えたいと願っている。

　　　　１２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（火火火火））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・電力制限電力制限電力制限電力制限へへへへ戦略的戦略的戦略的戦略的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを急急急急げげげげ

　東日本大震災にともなう東京電力福島第１原子力発電所の事故は、今夏、未曾有の電力制限
をもたらした。懸念された今冬について政府は、日本全体の需給はほぼ拮抗するとの見通しを
明らかにしているが、原発への依存度が高い関西電力や九州電力管内ではピーク電力の不足が
指摘されている。政府は革新的エネルギー・環境戦略の基本方針の策定を進めているが、その
中核に電力制限からの早期脱却を進める決意を示すべきだろう。
　経産省によると、今冬の電力需給バランスは定期検査で停止中の原発が再稼働しない場合で
も今夏ほど深刻にならない見通しだ。東日本では、東北電力の予備率が３．４％（1月）不足す
るが、東電など３社合計では予備率４．６％のプラス。また、中部・西日本では、関電および
九電の予備率がそれぞれマイナス７．１％、同２．１％と厳しいが、中部電力を含めた６社合
計では０．６％のプラスとなっている。

2222 世界世界世界世界のののの化学企業経営者化学企業経営者化学企業経営者化学企業経営者ランキングランキングランキングランキング・・・・・・・・・・・・小林三菱小林三菱小林三菱小林三菱ケミカルケミカルケミカルケミカル社長社長社長社長、、、、２２２２年連続年連続年連続年連続ででででランクインランクインランクインランクイン
　英国化学専門誌「ＩＣＩＳケミカルビジネス」が毎年選ぶ、世界の化学企業の「トップ４０
プレーヤーズ」に、三菱ケミカルホールデイングスの小林喜光社長が１０位に選ばれた。小林
社長は、２年連続して日本の化学企業からただ１人選出された。
　選出理由は、ジョイントベンチャーを通じて海外事業を拡大させたこと。中国石油化工との
ビスフェノールＡ（ＢＰＡ）～ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂チェーン、タイＰＰＴとのサト
ウキビを原料とするポリブチレンサクシネート（ＰＢＳ）事業、サウジアラビア基礎産業公社
（ＳＡＢＩＣ）とのＭＭＡ（メチルメタクリレート）事業などに取り組んでいることが評価さ
れた。また、東日本大震災で被災した鹿島事業所を復旧させ供給維持したこと、スチレンチェ
ーン、塩ビチェーンなど不採算事業から撤退し、旭化成とエチレン統合を実現するなど、石化
事業の再構築を推進していることも評価のポイントになっている。

１２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（水水水水））））
1111 ４４４４次補正予算案閣議決定次補正予算案閣議決定次補正予算案閣議決定次補正予算案閣議決定・・・・・・・・エコカーエコカーエコカーエコカー補助金補助金補助金補助金などなどなどなど経産省関連経産省関連経産省関連経産省関連１１１１兆兆兆兆５００５００５００５００億円億円億円億円

　政府は２０日、総額２兆５３４５億円の今年度４次補正予算案を閣議決定した。エコカー補
助金３０００億円などを盛り込んだ。年明けの通常国会での成立を目指す。
経産省関連の予算は１兆５２１億円（４６６９億円は他省計上分）。
　円高やタイの洪水などによる事業環境の悪化に対応する為、中小企業の資金繰り対策に７４
００億円を振り向ける。エコカー補助金は２０日以降に登録された２０１５年度燃料基準対応
車または１０年度基準２５％超過達成車が対象。乗用車、トラック、バスを合わせて３００万
台を見込んでいる。乗用車は１０万円、軽自動車は７万円を補助する。

2222 日本日本日本日本ポリプロポリプロポリプロポリプロ・・・・・・・・・・・・高溶融張力高溶融張力高溶融張力高溶融張力ＰＰＰＰＰＰＰＰ開発開発開発開発、、、、来年度本格販売来年度本格販売来年度本格販売来年度本格販売　　　　発泡性発泡性発泡性発泡性、、、、強度優強度優強度優強度優れるれるれるれる
　日本ポリプロは、高溶融張力ポリプロピレン（ＰＰ）を開発した。発泡性能と強度に優れ、
食品包装材料や自動車材料の軽量化に貢献すると期待している。現在社内評価中で、今年度内
にサンプル供給を開始する。高溶融張力ＰＰを事業化している企業は国内にはなく、差異化商
品として育成していく。量産は水島工場を軸に検討しており、徐々に生産量を増やしていく方
針だ。

12121212 ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡ・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２年年年年のののの石油需要見通石油需要見通石油需要見通石油需要見通しししし下方修正下方修正下方修正下方修正、、、、景気原則景気原則景気原則景気原則とととと価格高止価格高止価格高止価格高止まりまりまりまり
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）はこのほど石油市場月報で、２０１２年の世界の石油需要見
通しを前年比１２６万バレル（１．４％）増の日量９０２７万バレルと予想した。前月予想を
２０万バレル下方修正。１１年の石油需要見通しは前年比７３万バレル（０．８％）増の日量
８９００万バレルで、前月予想を１６万バレル下方修正した。
　また、６月公表の石油・ガスの中期市場報告で示した１１～１６年の石油製品需要予測も日
量３０万バレル程度下方修正し、１６年時点で同９５００万バレル、年平均の増加率を１．２
％程度とした。世界的な景気減速傾向と方止まりする石油価格が、石油需要見通しを引き下げ
たと指摘。欧州統一通貨ユーロの先行き不透明感が、引き続き経済成長予測の下振れリスク要
因だと分析した。一方、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）以外の新興国の経済成長は比較的堅調
でＯＥＣＤ加盟国の需要減少分を上回る増加を見込んだ。

　　　　１２１２１２１２月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（木木木木））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔



　先週開催されたエコプロダクツ展には７５０以上の企業や団体が出展、日本最大級の環境総
合展らしい賑わいをみせた。出典も子どもを意識した内容が目立った。日本化学工業協会は大
型ブースを開設、実験体験に加えてキューリー夫人が登場した寸劇で人気を集めた。塩ビ工業
環境協会はリサイクル実例のほか、震災復旧に塩ビ製品の果たした役割をアピールした▼「バ
イオ」を切り口にした出典も多く、バイオプラスチックの着実な技術成果や実用化の進展を感
じさせた。レジ袋大手メーカーの福助工業は、サトウキビを原料にするポリエチレン製レジ袋
を出展した。レジ袋削減が環境改善に繋がるというのは風評被害に近い現象だが、レジ袋原料
を多様化するとともに、ＣＯ２を減らそうとする取り組みを評価したい▼北村化学産業は熊本
県阿蘇市と提携して古米原料のプラスチックを展示した。厳しい環境が続く農業や地域経済再
生という視点からも注目されそうだ▼東洋インキは米ぬか油を原料にインキを商品化した。大
豆油インキと違って１００％国産が強みになろう。世界をリードするバイオ技術に期待したい。

2222 エネエネエネエネ研予測研予測研予測研予測・・・・・・・・２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年ののののＷＴＩＷＴＩＷＴＩＷＴＩ原油平均価格原油平均価格原油平均価格原油平均価格　　　　１００１００１００１００ドルドルドルドル前後前後前後前後でででで推移推移推移推移
　　　　イランイランイランイラン情勢緊迫情勢緊迫情勢緊迫情勢緊迫ならならならなら１２０１２０１２０１２０ドルドルドルドル前後前後前後前後、、、、欧州経済不安定化欧州経済不安定化欧州経済不安定化欧州経済不安定化でででで６０６０６０６０～～～～８０８０８０８０ドルドルドルドルもももも
　　　　米米米米ＬＮＧＬＮＧＬＮＧＬＮＧはははは輸出輸出輸出輸出よりよりよりより石化原料優先石化原料優先石化原料優先石化原料優先かかかか

　日本エネルギー経済研究所は、来年のＷＴＩ原油の年平均価格を１バレル当り９０～１１０
ドルとする見通しをまとめた。蓋然性は６割程度。２０１１年の平均価格が同９５ドルと前年
比１５ドル高となったのに続き一段の上昇となる。一方、イラン情勢の緊迫化など深刻な地政
学リスクが顕在化した場合には同１１０～１３０ドルにまで高騰。欧州経済情勢の一段の不安
定化を織り込んだケースでは、逆に同６０～８０ドルに落ち込むと見ている。
　液化天然ガス（ＬＮＧ）については、１２年の需要２．４２億トンに対し、供給量は２．６
３億トンと十分。アジアのＬＮＧ価格は原油価格に連動するが、シェールガス生産の拡大から
足元では１００万ＢＴＵ当たり４ドル以下まで低下している。米国からアジア向け輸出計画の
進展が影響を及ぼす可能性もある。ただ、米国では大統領選を前に、豊富な天然ガスを輸出に
回すよりも、石化原料として活用し国内産業の振興と雇用創出につなげた方が有益であるとの
見方が広がっており、輸出計画の動向への影響が指摘されている。

2222 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・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１月月月月　　　　１５６５１５６５１５６５１５６５円下円下円下円下げのげのげのげの４４４４万万万万８７８４８７８４８７８４８７８４円円円円
　経産省がまとめた１１月のエチレン用輸入ナフサ実績によると、輸入単価は１キロリットル
当たり４万８７８４円で、前月より１５６５円下げた。ドル建て単価は１トン当たり９２３．２
ドルで、前月より３５．５ドル値下りした。為替レートは０．６円円安に振れ、１ドル７７．３
円。

3333 三井化学東三井化学東三井化学東三井化学東セロセロセロセロ・・・・・・・・・・・・食品包材食品包材食品包材食品包材でででで国内勝国内勝国内勝国内勝ちちちち残残残残りりりり戦略戦略戦略戦略、、、、簡素化簡素化簡素化簡素化やややや賞味期限延長賞味期限延長賞味期限延長賞味期限延長
　三井化学東セロは、包装材料で国内市場での勝ち残り戦略を推進する。さらなる簡素化、廃
棄物の削減、消費期限延長ニーズに対応した市場開発と製品開発を推進する。従来品に対し６
～７割の薄肉化を可能にする直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）フィルム「エルスマ
ート」や、多層フィルムの単層化と大幅な軽量化を同時に実現する白色２軸延伸ポリプロピレ
ン（ＯＰＰ）フィルム「エコネージュ」など、環境対応型の新製品の拡販を加速。同時に菓子
類や日配品（パン、おにぎりなど）の消費期限を延長させるハイバリアフィルムの開発を強化
する。

10101010 日化協日化協日化協日化協、、、、エコプロダクツエコプロダクツエコプロダクツエコプロダクツ初出展初出展初出展初出展・・・・・・・・「「「「エコエコエコエコにににに役立役立役立役立つつつつ化学化学化学化学ののののチカラチカラチカラチカラ」」」」紹介紹介紹介紹介、、、、約約約約９０００９０００９０００９０００人来場人来場人来場人来場
　１５～１７日に東京ビッグサイトで開催された「エコプロダクツ２０１１」の日本化学工業
協会のブースに約９０００人が来場、クイズラリーや実験体験などを通じ、多くの子ども達が
化学工業のエコの効果や面白さに触れた。
　「化学のチカラでＳｍｉｌｅ　ｆｏｒ　ａｌｌ］－化学って実はエコ、すごい、おもしろい
－をテーマに,「エコに役立つ!化学製品」「化学工業のエコの効果」などのパネル紹介,寸劇
「ニッカちゃんと学ぶってすごい！！」も行った。
　クイズラリーには約８３００人が参加し、パネル紹介を見ながら「日本の化学工業の出荷額
は世界で３位だが、エネルギー効率は何番目」（１番）、「化学はどんな分野でエコに貢献し
ているか」（再生可能エネ、軽量化による燃費向上、省エネ）などの問いに回答。化学かるた
や周期表下敷き、ＬＥＤペンライト、小冊子「エピソードと人物でつづる　おもしろ化学史」
などの記念品を持ち帰った。

10101010 ＩＣＣＡＩＣＣＡＩＣＣＡＩＣＣＡ・・・・・・・・・・・・温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策へへへへ新新新新たなたなたなたなアプローチアプローチアプローチアプローチ　　　　ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクル全体全体全体全体ででででＧＨＧＧＨＧＧＨＧＧＨＧ削減削減削減削減
　製造業だけに視点を向けるのではなく製品ライフサイクル全体でのアプローチを―。
国際化学工業協会協議会（ＩＣＣＡ）は、地球温暖化問題に対し新たなアプローチを提案して
いる。ＣＯＰ１７において化学産業の取り組みを紹介。化学製品・技術を使い、先進国と新興
国が一緒に温室効果ガス（ＧＨＧ）の削減に取り組む必要があることを訴えた。
　パネリストとして参加した日化協の吉清元造技術部長は、「絶対量の削減はライフサイクル
全体で議論されなければならないとＩＣＣＡは訴えてきた」と語る。製造業が原単位を改善し
ＧＨＧ排出を抑制することは不可欠だが、絶対量削減を製造業に求めれば生産量を落とさざる
を得ない。生産量を減らすことで省エネの利用に資する製品の供給が滞り、かえってライフサ
イクル全体のＧＨＧ排出量を増やすことになるためだ。
　ＧＨＧ削減には炭素リーケージを最低限に抑える世界的な枠組みが不可欠。製造業は効率を
高めながら、省エネや再生可能エネの応用に使われる製品・技術を社会に提供することが責務
となる。「絶対量の削減は国によって意見の食い違いがあるが、効率化は各国が一緒にできる」
テーマでもある。

11111111 １２１２１２１２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・・・・・・・・・・・・判断据判断据判断据判断据ええええ置置置置きききき――――企業企業企業企業のののの業況判断業況判断業況判断業況判断はははは１１１１年年年年ぶりぶりぶりぶり下方修正下方修正下方修正下方修正
　古川元久経済財政担当相は２１日、１２月の月例経済報告を関係閣僚会議に提出し、国内景気
の基調判断を「緩やかに持ち直している」で据え置いた。項目別判断も、企業の業況判断を１年



ぶりに下方修正したほかは維持した。
　企業の業況判断は、日銀の１２月短期経済観測調査（短観）を踏まえ、「大企業製造業で低下
しており、全体としても小幅改善」に引き下げた。

11111111 中国中国中国中国　　　　知財投資加速知財投資加速知財投資加速知財投資加速・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０年年年年のののの特許出願件数特許出願件数特許出願件数特許出願件数でででで日本抜日本抜日本抜日本抜くくくく
　世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）が発表した２０１０年の世界の知的所有権申請件数による
と、中国が特許申請で日本を初めて逆転し、国別で米国に次いで２位に浮上した。知的財産投資
を加速し、製品の付加価値を高める中国の戦略が明確になった。
　１０年の世界の特許申請件数は前年比７．２％増の１９７万９１３３件、商標は同１１．８
％増の３６６万４５７６件といずれも過去最高。
　特許の国別出願件数は米国（約４９万件）、中国（約３９万件）、日本（約３４万件）の順。


