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　日本ポリエチレン製品工業連合会

「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０８０８０８０８日日日日（（（（月月月月））））
1111 「「「「ナフサナフサナフサナフサ課税課税課税課税」」」」盛盛盛盛るるるる・・・・・・・・・・・・法人税減税法人税減税法人税減税法人税減税でででで政府税調案政府税調案政府税調案政府税調案

　政府税制調査会は４日、本体会合を開き２０１１年度税制改正の焦点である法人税率引き下げの
議論を本格始動させた。減税分を補う代替財源案として、石油化学製品の原料となるナフサの免税
措置見直しや、赤字を翌年以降の黒字と相殺できる繰越欠損金の利用制限など１０項目を公表。
増収額は国税分で計２兆５９００億～４兆５４００億円以上、地方税分は８６５０億～１兆６５０
億円と試算している。
　政府税調案は財務省の案を基に作成している。５％の法人減税を求める経産省に対し、議論のた
たき台として提示した。税調側は「恒久的減税には恒久的財源がいる」としているが、経産省は「
企業増税のオンパレードだ」と猛反発しており、税制改正大綱をまとめる１２月に向けて激しい攻
防が展開されることになりそうだ。

石化協会長石化協会長石化協会長石化協会長「「「「容認容認容認容認できないできないできないできない」」」」
　石油化学工業協会の高橋恭平会長は５日、政府税制調査会が提示した法人減税に伴う代替財源案
のナフサ課税について「到底容認できない」とするコメントを発表した。
　従来から石油化学原料ナフサは、副生ガスも含めて税法上免税を認められており、主要諸外国に
も課税の例はない。万が一、地球温暖化対策を名目に課税されることになれば、コンビナートが停
止し、下流部門も含めた産業、地域経済、雇用に及ぼす影響は甚大であり、結局、税収も絵に描い
た餅に帰する。原料ナフサの非課税措置はあくまでも国際的な税の公平性を確保する為のものであ
り、決して一業界を優遇するためのものではない。わが国の石油化学産業を壊滅に追い込むことな
く、海外企業とせめて同じ土俵の上で国際競争を続けさせて頂きたいというものである。

1111 精留塔精留塔精留塔精留塔
　政府税制調査会は４日の全体会合で、法人税率を引き下げた場合に検討する代替財源案を示した。
その１つにナフサ年税の縮小も盛り込まれた。「税収中立」の観点のようだが、何をどう考えれば
こんな提案になるのか。▼来年度税制改正の焦点となっている法人税率引き下げは、事業環境の国
際的なイコールフッテイングを確保するために産業界が強く求めてきた。菅直人首相もその必要性
を認識したから具体化の検討を指示した▼原料ナフサへの課税は国際的に例がない。財務省は燃料
に使われるオフガスを免税対象から外そうとの考えだが、オフガスも含めた値フサ全体が原料扱い
とされており、分離するには無理がある。▼イコールフッテイングとは、同じ条件で勝負する環境
という意味。租税特別措置による免税ではなく、本来は本則化・恒久化されているはずだった。▼
法人税引き下げは投資と雇用を促す効果が期待される。ナフサ課税はその流れを断ち切る。石化産
業のみならず影響は多くの需要産業に連鎖する。日本経済に大打撃を与える愚策のきわみであるこ
とを、業界全体が声を大にして主張する局面だ。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・低炭素型設備低炭素型設備低炭素型設備低炭素型設備　　　　中小企業中小企業中小企業中小企業のののの導入支援導入支援導入支援導入支援、、、、排出削減排出削減排出削減排出削減にににに応応応応じじじじ助成助成助成助成　　　　国内国内国内国内クレジットクレジットクレジットクレジット制度活用制度活用制度活用制度活用
　経産省は、中小企業による低炭素型製品への設備投資に対する助成制度を新設する。ボイラーや
ヒートポンプ等の設備を対象に、ＣＯ２排出削減量に応じた助成金を交付する内容。導入時に２年
分の削減量に相当する金額を支給する。削減分はクレジットとして助成金交付団体が集約し、これ
を大口化して国内クレジット制度を通じて大企業に売却する。政府の緊急経済対策の１つとして、
今年度補正予算で１６億円を要求、年明けにも制度化する。

10101010 ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年９９９９月度容月度容月度容月度容リリリリ実績実績実績実績・・・・・・・・・・・・プラプラプラプラ製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装のののの再商品化販売量再商品化販売量再商品化販売量再商品化販売量がががが６６６６％％％％増増増増
　日本容器包装リサイクル協会（容リ協）は、２０１０年９月度の容器包装リサイクル法対象４
製品の市町村からの分別基準適合物の引き取り及び再商品化事業者による再商品化製品販売量を発
表し、２０１０年度上半期の実績が出揃った。
　市町村から引き取りは、年間契約量に対する実績量の割合を示す進捗率でＰＥＴボトルが５４．
０％、プラスチック容器包装が４７．３％だった。引取り量は、ＰＥＴボトルが５％増の１０万８
７１１トン、プラ製容器包装が３％増の３１万８２６９トンだった。

平成22年11月12日



【２０１０年上半期の再商品化実績】　　（日本容器包装リサイクル協会資料）
◆市町村からの分別基準適合物引き取り実績　（単位：トン）

◆再商品化製品量実績　（単位：トン、前年同月比増減％）

10101010 産環境産環境産環境産環境、、、、新新新新ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡソフトソフトソフトソフト発売発売発売発売・・・・・・・・・・・・原材料原材料原材料原材料のののの秘匿機能搭載秘匿機能搭載秘匿機能搭載秘匿機能搭載、、、、簡易簡易簡易簡易ににににＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ実践実践実践実践
　産業環境管理協会は、ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）実施の支援ソフト「ＭｉＬＣＡ（
みるか）」を開発、今月から発売を開始した。
　プロセスデータを管理しＬＣＡケーススタデイーを実施するまでの基本的な機能を持ち、取引先
にＬＣＡデータを提供する際に投入原料などを秘匿する機能や、３０００以上のＬＣＡデータを
標準搭載している。企業間のＬＣＡデータ授受が容易になり、仮にデータが入手できなくても簡易
にＬＣＡを実施できる。
　ＬＣＡを実施するには、サプライチェーンを構成する取引先からＬＣＡデータを入手する必要が
ある。ただ取引先からのデータ収集は機密漏えいの懸念から困難なケースが少なくない。
このためＭｉＬＣＡには投入原料などを秘匿化する機能を搭載。データ精度を落とさずに取引先へ
報告することを可能にした。
　ユーテイリテイー消費量や原料使用量を入力し、製品の使用段階や廃棄段階のデータを設定する
ことによって、環境負荷を“見える化”でき改善点の抽出や改善効果を定量化することも可能。

　　　　１１１１１１１１月月月月０９０９０９０９日日日日（（（（火火火火））））
1111 三井化学三井化学三井化学三井化学、、、、新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画新中期経営計画・・・・・・・・・・・・戦略投資戦略投資戦略投資戦略投資・・・・Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ積極化積極化積極化積極化、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益１０００１０００１０００１０００億円億円億円億円めざすめざすめざすめざす
　　　　投融資投融資投融資投融資３３３３年年年年３５００３５００３５００３５００億円億円億円億円　　　　機能品比率機能品比率機能品比率機能品比率６０６０６０６０％％％％へへへへ、、、、

　三井化学は８日、成長分野への投融資やＭ＆Ａ（合併・買収）を軸とする２０１１年度から３年
間の中期経営計画を発表した。海外展開する世界トップ事業、安定収益を実現する重点事業、将来
のコア事業を創出する育成領域を成長ドライバーとし、それぞれ５分野を設定して取組みを加速す
る。３年間の投融資は３５００億円。機能化学品にＭ＆Ａ１０００億円を実施し、「営業利益にお
ける機能製品比率を１３年度に６０％に高める」（田中稔一社長）方針。１０年度３５０億円を見
込んでいる営業利益を１３年度には１０００億円に高める。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・海外依存海外依存海外依存海外依存がががが鮮明鮮明鮮明鮮明になるになるになるになる化学企業収益化学企業収益化学企業収益化学企業収益
　主な化学企業の２０１０年度上期業績は、前年同期比で大幅増収増益になるとともに期初見通し
も上回った。原料コストの安定やコスト削減効果に加えて、電子部材に代表される高機能化学品が
収益を押し上げた。問題は１０月以降だが、上期比で小幅な収益悪化に止まり、輸出を含めた海外
事業によって「踏ん張れる」と判断していることに注目したい。
　下期の業績見通しは、海外市場の動向がカギを握っていると言っても過言ではない。ナフサ価格
は円高によって小幅ながら上期比値下がりを見込み、石化事業のプラス要因と見る。一方で、円高
による決算上の減収効果のほか、国内需要業界の減産など不安要因は残る。ただ、国際競争力を維
持している高機能化学品は堅調に推移し、現地生産効果もあって利益を維持できると判断している。

6666 経産省経産省経産省経産省・・・・・・・・・・・・再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ全量買取制度全量買取制度全量買取制度全量買取制度　　　　詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計をををを本格化本格化本格化本格化
　　　　非住宅用太陽光非住宅用太陽光非住宅用太陽光非住宅用太陽光：：：：買取価格引買取価格引買取価格引買取価格引きききき上上上上げげげげ検討検討検討検討　　　　　　　　風力風力風力風力やややや地熱地熱地熱地熱などなどなどなど：：：：買取価格買取価格買取価格買取価格がががが導入量導入量導入量導入量にににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響

　経産省は、２０１２年度の再生可能エネルギー全量買取制度導入に向け、買取りの価格や期間等
詳細設計を本格化させる。太陽光発電のうち非住宅用は買取価格を引き上げる検討を開始した。
住宅用に比べ建設単価が割高なことが背景。一方、太陽光は油田以外の再生可能エネルギーは、買
取価格が導入量に大きく影響するという試算結果を示した。これらを踏まえ、全体として整合性の
取れた制度設計を目指す。

　　　　１１１１１１１１月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水））））
1111 精留塔精留塔精留塔精留塔

　中国は先ごろ２０１５年から２５年の間に南極に新たな基地を建設する方針を明らかにした。
長城、中山、昆崙に次ぐ第４番目の基地になる。また、北極圏においても９月までに科学調査チー
ムが約４０日間にわたる生態系等の調査を終えたとしている。同地域では埋蔵される化石資源や
鉱物資源の探査なども行われたもよう。▼南極は１９５９年に採択された「南極条約」によって、
勝手な資源開発ができないが、北極圏はそういったルールが確立されておらず、化石資源や鉱物
資源を狙った権益争いが激しくなっている▼上海万博開催前の今春、英国ＢＢＣ放送が行った世界
世論調査では、中国が世界に与える影響について、英国以外の欧米諸国とアジアの中国周辺諸国の
国民がマイナス評価。経済援助の賜物かアフリカ諸国ではプラス評価が目立つ▼特筆すべきは中国
の自国評価。世界にマイナスの影響を与えているとの回答はわずか８％。８割以上がプラスと絶対
の自信。摩擦の根は、こんな意識と無縁ではない。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・ありえないありえないありえないありえない米中抜米中抜米中抜米中抜きききき京都議定書延長京都議定書延長京都議定書延長京都議定書延長

紙製容器包装 5.7
プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装 6.46.46.46.4

13,236
211,287211,287211,287211,287

ガラスびん 1.0
ＰＥＴボトル

47.3%47.3%47.3%47.3%

前年同期比

318,269318,269318,269318,269

４－９月

-5.8
159,438
76,606

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装 673,100673,100673,100673,100

ＰＥＴボトル 201,300 54.0%54.0%54.0%54.0%
紙製容器包装 32,300 42.0%42.0%42.0%42.0%

108,711
13,598

年間引取予定量 進捗率進捗率進捗率進捗率
ガラスびん 356,600 48.3%48.3%48.3%48.3%

４－９月
172,112



　米国の中間選挙における与党・民主党の歴史的敗北は、オバマ政権の政策に影を落としているが、
その影響は国際社会にも及ぶ。その１つが地球温暖化対策で、野党・共和党は排出量取引を含めた
地球温暖化対策法に反対している。今月末の開催のＣＯＰ１６での２０１３年以降の新たな議定書
の採択は難しくなった。この中で浮上している京都議定書の単純延長に対して、日本政府は反対を
表明してきたが、ＣＯＰ１６でも堅持すべきだ。ＥＵ等から提案されている京都議定書の延長には
中国など途上国も賛同しているが、日本政府は「ポスト京都議定書には米国、中国の参加が不可欠」
と明確に反対してきた。世界のＣＯ２排出量（０７年）は、米国２０．１％、中国２０．７％と
４０％以上を占めているためだ。続いてＥＵ１３．３％で、日本は４．２％にとどまる。
　ＣＯＰにおける合意形成はコンセンサス方式で、１カ国でも反対する国があると決議案や合意案
は採択されない。大勢に反対して交渉を決裂させることは難しいにしても、日本政府が示してきた
米中抜きの国際枠組みは合理性がないことを訴えて京都議定書の単純延長は避けるべきだ。
　同時に、２０年までに温室効果ガス排出量を９０年比２５％削減する目標を明記した「地球温暖
化対策基本法」並びに温暖化対策税、国内排出量取引なども国際動向を見極め、柔軟な対応が必要
になろう。

10101010 ０９０９０９０９年度最終年度最終年度最終年度最終エネエネエネエネ消費消費消費消費・・・・・・・・景気悪化景気悪化景気悪化景気悪化でででで２２２２．．．．３３３３％％％％減減減減、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ、ＣＯ２２２２排出量排出量排出量排出量はははは５５５５．．．．６６６６％％％％減減減減　　　　９０９０９０９０年度比年度比年度比年度比はははは増増増増
　２００９年度の国内最終エネルギー消費は、一万４３９１ペタジュール（ＰＪ）と前年度比
２．３％減と２年連続で減少した。景気悪化による消費の減少が背景。一方、エネルギー起源
ＣＯ２排出量は、エネルギー消費の減少を受け１０億７５００万トンと前年度比５．６％減少した。
９０年度比１．５％増加で、産業部門は約２０％減少に対し、民生部門は世帯数の増加やオフィス
の増床を背景に３０％以上増えている。経産省資源エネルギー庁が９日にまとめたエネルギー需給
実績（速報）で明らかにした。
　最終エネルギー消費を部門別に見てみると、産業部門は鉱工業生産量の低下により６１４０ＰＪ
と前年度比２．２％減。民生部門は２．４％減の４８５８ＰＪで、活動量が低下した業務部門は
３．３％減少、家庭部門も１．１％減少した。運輸部門は輸送量の減少で３３９２ＰＪと２．４％
減少した。
　エネルギー起源ＣＯ２排出量は、０７年度の１２億１８００万トンから２年連続で減少。原子力
発電の稼働率上昇と、活動量の低下が大きく影響した。産業部門は前年度比７．９％減の３億８６
００万トン、民生部門は６．１％減の３億８１００万トン、運輸部門は２億２９００万トンと２．
５％減少、エネルギー転換部門は０．７％増の７８８０万トンとなった。
　一方、９０年度との比較では、産業部門５．４％増、エネルギー転換部門１６．２％増となった。
産業部門は省エネの取り組みが進んでいる。民生部門のうち業務部門はオフィスの増面積が４０％
以上増加していることや、ＩＴ化に伴う電力を多く消費するサーバー、ストレージ機器の増加によ
るもの。家庭部門は単身世帯の増加による世帯数の増加と１世帯当たりの家電点数が増えた影響が
大きい。運輸部門は、貨物部門が１７．９％減少しているのに対し、旅客部門で２７．５％増加し
ている。
　１次エネルギーの０９年度国内供給は２万４８２ＰＪと前年度を５％下回った。全体の８割以上
を占める化石エネルギーは６．７％減少、非化石エネルギーは３．６％増加した。

12121212 ＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤ見通見通見通見通しししし・・・・・・・・・・・・東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア　　　　１１１１１１１１～～～～１５１５１５１５年年年年はははは６６６６％％％％成長成長成長成長
　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は９日、対象地域を東南アジアに絞った経済見通しを初めて公表
し、タイやシンガポール、フィリピンなど主要６カ国の経済成長率について、２０１１～１５年の
５年間で平均６．０％と予測。世界的な金融危機以前の０３～０７年の６．１％とほぼ同水準の高
成長を維持するとの見方を示した。
　東南アジア６カ国は、危機の影響で０９年には成長率が１．３％まで落ち込んだ。しかし、その
後は中国の高成長が輸出主導による景気回復に寄与。ＯＥＣＤによると１０年の成長率は７．３％
に急回復する見込み。１５年時点の成長率は６カ国平均で６．０％の見通し。

　　　　１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（木木木木））））
9999 国内排出量取引制度国内排出量取引制度国内排出量取引制度国内排出量取引制度　　　　環境省環境省環境省環境省がががが検討検討検討検討・・・・・・・・・・・・省省省省エネエネエネエネ製品製品製品製品にににに配慮措置配慮措置配慮措置配慮措置
　　　　製造段階製造段階製造段階製造段階ののののＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２増加分増加分増加分増加分　　　　排出枠排出枠排出枠排出枠をををを追加交付追加交付追加交付追加交付

　環境省は制度設計を進めている国内排出量取引制度において、使用段階でＣＯ２削減に貢献する
省エネ製品への配慮措置を検討する。使用段階でＣＯ２排出を抑制できる最終製品を特定し、機能
面で代替可能な同種の製品とライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）で比較、製造段階で増加する
ＣＯ２排出量の差分について、排出枠を追加交付するもの。
　トップダウン方式に対する産業界の反発に配慮したもの。
　エコカーや省エネ製品は、既存製品に比べ、使用段階でのＣＯ２排出量が少ない。その一方、
部品の増加や工程の複雑化により製造段階のＣＯ２排出量が既存製品より増加する場合がある。
ハイブリッド車のＬＣＡでは、同クラスの一般的な車と比較して、素材・部品製造段階や車両製造
段階でＣＯ２排出量が数％増加する結果が示されている。



　配慮措置の対象となるのは、国内排出量制度の導入が製品の製造を阻害する可能性があるもの。
最終製品に組み込まれる素材や中間製品は、購入者に使用された段階で初めて削減効果を把握でき
るため、最終製品で評価する。具体例として高効率の家電、自動車、高性能の太陽光パネルなどが
挙げられている。
　当初、使用段階で排出削減が出来る製品について、製品当たりの削減効果を算定し、これに生産
量を掛けてクレジット化する案が検討された。しかし、製品の使用年数や使用状況によって削減効
果にばらつきが生じるため、配慮措置はとらないこととした。
　国内排出量取引制度を巡っては、経産省は企業が自主的に削減目標を設定するボトムアップ方式、
環境省は国が排出枠を割り当てるトップダウン方式を軸に検討を進めている。
　環境省はトップダウン方式に対する産業界の強い反発を考慮、排出枠の設定に省エネ製品のＬＣ
Ａを織り込むことを検討するもの。
　

9999 宇部興産宇部興産宇部興産宇部興産　　　　地球温暖化対策推進室長地球温暖化対策推進室長地球温暖化対策推進室長地球温暖化対策推進室長　　　　井上正典井上正典井上正典井上正典　　　　氏氏氏氏
　　　　温暖化防止温暖化防止温暖化防止温暖化防止へへへへリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル技術技術技術技術をををを積極的積極的積極的積極的にににに活用活用活用活用　　ＣＯ　　ＣＯ　　ＣＯ　　ＣＯ２２２２のののの““““価値化価値化価値化価値化””””もももも重要重要重要重要

　“地球環境問題への対応と貢献”を中期経営計画の重点課題と位置付ける。
温暖化防止に向けては環境貢献型事業の売上高拡大、ＣＯ２排出量削減という攻めと守りの両面で
２０１５年度目標を打ち出している。
　「ポスト京都をにらんだ具体的な数字が必要。ＣＯＰ１５以降、世界的にＣＯ２議論がトーンダ
ウンしているが、大胆な前提を置いて目標を検証したい」と語る。
全社横串機能を果たす「推進室がＣＯ２にかかわる情報や指針を発信していく」ことによって、環
境貢献事業の拡大を支える。
　一方、ＣＯ２排出量は１５年度までに９０年度比２０％削減することが目標。「生産量が増える
なか、（生産量が減少した）０８年度実績よりも排出量を削減する」ため、従来以上の取り組みが
不可欠となる。このため今年度から実施しているのが、設備稟議書へのＣＯ２排出量の記載。
「ＣＯ２を価値として意識することが大事。ＣＯ２を価値化することで省エネを促す」ことが狙い
という。低温排熱の利用等、各工場が連携した省エネ対策にも積極的に取り組む計画だ。

　　　　１１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金））））
2222 １０１０１０１０月月月月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・・・・・・・・・・・・生産量生産量生産量生産量１１１１％％％％増増増増

　経産省がまとめた１０月以のエチレン生産速報によると、生産量は前年同月比１．０％増の６３
万５６００トンとなった。定修プラントは前年同月、前月ともなし。対前月比では１４．１％増と
なった。

3333 ９９９９月中間決算月中間決算月中間決算月中間決算　　　　藤森工業藤森工業藤森工業藤森工業・・・・・・・・・・・・情報電子情報電子情報電子情報電子がががが牽引牽引牽引牽引
　藤森工業の２０１０年９月中間決算は、偏光板用プロテクトフィルムなど情報電子事業の販売が
好調だったことから売上高が前年同期比８．４％増の３９２億６２００万円、営業利益が同６０．
０％増の２５億９７００万円、経常利益が同６０．０％増の２６億３９００万円、純利益が同５９．
９％増の１６億３５００万円だった。配当は期末が１円増配の１３円、年間では４円増配の２６円
とした。
　通期予想は売上高が前期比６．１％増の７８１億２０００万円、営業利益が同２８．０％増の
４４億８０００万円、経常利益が同２４．６％増の４５億１０００万円、純利益が同２５．７％増
の２６億９０００万円で、前回８月の発表数字から変更しなかった。

9999 ニチバンニチバンニチバンニチバンががががエコキャンペーンエコキャンペーンエコキャンペーンエコキャンペーン・・・・・・・・・・・・粘着粘着粘着粘着テープテープテープテープのののの巻心巻心巻心巻心リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、利益利益利益利益ででででマングローブマングローブマングローブマングローブ植樹植樹植樹植樹
　ニチバンは使用済み粘着テープの巻心を回収し、その利益を東南アジアでのマングローブ植樹事
業を行うＮＧＯに寄付する「巻心エコキャンペーン」を１２月１日から約３カ月実施する。
　同キャンペーンでは巻心を段ボールへとリサイクル。企業、官公庁、病院、学校等に参加を呼掛
ける。回収する巻心は、セロハンテープ、クラフトテープ、医療用テーピングテープ等が対象。
メーカーは問わず、回収目標は１０万本。巻心は１トンで段ボール約７００～８００キログラムに
再生可能。回収方法は参加企業等からの郵送。郵送先は〒４６３－８５５０名古屋市守山区瀬古３
丁目２０１番地「ニチバン巻心エコキャンペーン事務局」。問い合わせは、ニチバンコールセンタ
ー（電話０１２０－２１２－２３９）。寄付先はＮＧＯ「イカオ・アオ」で、９７年からフィリピ
ンでマングローブの植樹事業を行い、これまでに約６０万本の植樹実績がある。

10101010 経団連経団連経団連経団連　　　　自主行動計画自主行動計画自主行動計画自主行動計画フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ・・・・・・・・２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量排出量排出量排出量　　　　９０９０９０９０年度比年度比年度比年度比１６１６１６１６．．．．８８８８％％％％減減減減
　　　　景気低迷景気低迷景気低迷景気低迷でででで下落幅最大下落幅最大下落幅最大下落幅最大にににに、、、、０８０８０８０８年年年年～～～～１２１２１２１２年度平均年度平均年度平均年度平均　　　　目標目標目標目標はははは８８８８．．．．２２２２％％％％減減減減

　日本経団連は１０日、温暖化対策自主行動計画の２０１０年度フォロ―アップ結果（０９年度実
績）をまとめた。産業・エネルギー転換部門３４業種のＣＯ２排出量は０８年度比６．８％減の４
億２１７０万トンだった（９０年度比１６．８％減）。景気低迷に伴う生産減により自主行動計画
を策定した９７年度以降、最大の下げ幅を示した。
　３４業種のうちＣＯ２排出量が９０年度比で減少したのは２７業種、削減を目標にしている１４
業種は全てＣＯ２排出量が減少した。またエネルギー使用量の削減を目標にしている５業種も全て
エネルギー使用量が減少した。
　ＣＯ２排出原単位の向上を目標とする１０業種のうち、原単位が改善されたのは９業種、エネル
ギー原単位の向上を目標とする１２業種のうち、原単位が改善されたのは９業種だった。
　１６．８％の減少幅のうち、生産活動量の減少に伴う減少分は、２．１％、生産活動量当たりの
排出量減少による寄与は１３．２％、ＣＯ２排出係数の減少による寄与は１．４％だった。
　生産活動量の減少にかかわらず、生産活動量当たりの排出量が減少しているのは、各業種で技術
革新、省エネ設備や高効率設備の導入、燃料転換等の取り組みが着実に積み重ねられてきたことに
よるもの。
　京都メカニズムのクレジットについては、電気事業者が０９年度に５２００万トンＣＯ２を償却
したことにより、電力使用にともなうＣＯ２排出係数が改善された。償却しなかった場合に比べる



と３４業種からのＣＯ２排出量は全体の３．０％に相当する１２７３万トン減少した。
　自主行動計画では０８～１２年度の平均で産業・エネルギー転換部門からのＣＯ２排出量を９０
年度レベル以下に抑制する目標を掲げている。３４業種の見通しを基に５年間の平均ＣＯ２排出量
を試算したところ、８．２％減の４億６５２７万トンとなった。
　５年間のＣＯ２排出料の変化要因を分析した結果、生産活動量の増加に伴い８．９％増加するも
のの、生産活動当たりの排出量減少により１５．２％減少し、電気事業者が目標を達成すること等
で２．０％減少すると見積もられた。
　経団連は今月メキシコ・カンクンで開催されるＣＯＰ１６に向け、公平で実効のある単一の国際
枠組みの構築を求める提言をまとめる。海外の経済団体と連携しつつ、日本政府をはじめとする
締結国に働きかけていく。

10101010 環境省中長期環境省中長期環境省中長期環境省中長期ロードマップロードマップロードマップロードマップ・・・・・・・・・・・・低炭素型低炭素型低炭素型低炭素型モノモノモノモノ作作作作りりりり実現実現実現実現へへへへ、、、、製造業製造業製造業製造業モデルモデルモデルモデル提示提示提示提示
　「　「　「　「人人人人とととと場場場場のののの創出創出創出創出」」」」などなどなどなど４４４４コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト柱柱柱柱にににに

　環境省は１０日、中長期ロードマップ小委員会で２０５０年に世界の温室効果ガス（ＧＨＧ）を
５０％削減するため、日本の製造業がどう貢献するかのモデル「低炭素型スマートものづくり立国」
を提示した。
　「低炭素技術・インフラ・ビジネス開発のための人と場の創出」「低炭素消費の活性化」「低炭
素経営・金融の浸透」「低炭素技術の戦略的国際展開」をキーコンセプトに、低炭素社会と持続的
な経済成長の両立を目指すもの。
　小委員会はＧＨＧ排出量を２０年で２５％、５０年で８０％削減する国内目標の工程表を、マク
ルフレーム、モノ作り、住宅・建築物など８分野で検討している。国内目標を達成を目指すものだ
が、世界全体の削減も念頭に置く。全体のロードマップは今月中にまとめる予定。

12121212 中国中国中国中国のののの省省省省エネエネエネエネ達成状況達成状況達成状況達成状況・・・・・・・・・・・・江蘇省江蘇省江蘇省江蘇省いぜんいぜんいぜんいぜん黄信号黄信号黄信号黄信号、、、、１１１１～～～～９９９９月浙江省月浙江省月浙江省月浙江省はははは数値数値数値数値クリアクリアクリアクリア
　中国の国家発展改革委員会はこのほど、今年第３四半期までの省別の省エネルギー目標達成状況
をまとめた。それによると北京市、上海市、天津市、重慶市の４直轄市のほか浙江省、河北省、
広東省、など１６の省が目標をクリアしている一方、江蘇省や河南省など１０の省、自治区は目標
達成に警鐘が鳴らされている状況。
　中国政府は現５カ年計画中に国内総生産（ＧＤＰ）１単位当たりのエネルギー消費量を２０％
削減する目標を掲げ取り組みを進めている。最終年度となる今年は、浙江省を皮切りに工場の稼働
制限がなされるなど、地方政府の取り組みが強化されている。
　２００９年には国務院常務会議が２０年のＧＤＰ１単位当たりのＣＯ２排出量を０５年比４０～
４５％削減とする数値目標を決定した。拘束力をもつ数値目標を中国政府が打ち出したのは、これ
が、初めて。これを受けて管理・監督や情報収集・情報公開も進んでおり、今回の地区別達成状況　
の公表もこの一環。

12121212 中国中国中国中国　　　　消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数・・・・・・・・・・・・１０１０１０１０月月月月はははは４４４４．．．．４４４４％％％％上昇上昇上昇上昇
　中国国家統計局が１１日発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の前年同月比上昇率は４．
４％と９月（３．６％）を大きく上回った。４％を突破するのは２年ぶり。政府年間目標の３％を
４カ月連続で上回った。
　春先から夏場にかけて各地で干ばつや水害が多発。食品価格が高騰し、物価を押し上げている。
大規模な財政出動や金融緩和で景気てこ入れに努めた結果、カネ余りの副作用も深刻化。不動産
価格や株価の上昇が続き、資産バブル懸念も強まっている。国際商品価格の上昇に伴うインフレ
懸念も根強く、中国政府は既にインフレ率の年間目標達成が難しくなったことを認めている。
　中国は先月、２年１０カ月ぶりの利上げに踏み切るなど本格的な金融引き締め局面に入っている
が、インフレ圧力は和らいでいない。
　ＣＰＩの上昇率が１年物定期預金基準金利（２．５０％）を上回る「実質マイナス金利」も解消
されておらず、一般市民の不満は高まっている。


