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●8月の動き・@98円/$手前水準で8月をｽﾀｰﾄ。月序盤は好調な米指標等から米雇用統計への期待が高まり@99.95円
●8月の動き・
/$水準(期間中高値)迄米ﾄﾞﾙが買戻されるも、それ程芳しくなく、利上げ時期を巡るﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ発言等を受け徐々に米ﾄﾞﾙが
売られる展開となり、8日には金融緩和を巡る不透明感からのﾘｽｸ回避の円買いから@95.81円/$(期間中安値)迄円高が
進んだ。その後、市場参加者が少ない中、本邦法人税減税検討観測や好調な米指標等を受け、@98円/$台を回復し以
降は@98円/$手前を中心の展開となる。その後22日に中国ＰＭＩや米指標から、ﾘｽｸﾃｲｸへ市場が傾斜し23日には一時
@99円台を回復するも、月末週に入りシリア情勢緊迫化によるﾘｽｸ回避姿勢となり＠96円台を示現する等し、月末現在は
@98.20円/$近辺となる。
●今後の展開・9月も米金融緩和縮小開始時期を巡る攻防/ｼﾘｱ情勢(武力制圧はあるのか？)/本邦消費増税/中国は
●今後の展開・
じめ新興国市場の動き等注目点は山積。本邦消費増税は2020年五輪開催決定となると間違えなく実施(実施=規定路
線;円安)されると思われその辺りの話題にも注目。11月の具体的ﾚﾝｼﾞは＠97.50～＠101.50円/$とやや広めながら、米ﾄﾞ
ﾙしっかりの相場を予想する。
(創刊時【'05.4.1】の相場(公示TTS)は、＠107.48円/$、＠140.68円/ﾕｰﾛ）
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●ﾀｲﾊﾞｰﾂ相場:@31.25THB/$水準で8月をｽﾀｰﾄ。序盤、一時は中国指標により期間中高値の@31.13THB/$を付けたものの、米雇
●ﾀｲﾊﾞｰﾂ相場
用統計期待による米ﾄﾞﾙ高(緩和縮小に伴う新興国売り)の流れから徐々にﾊﾞｰﾂが売られる展開。以後は政治ﾘｽｸ/指標の悪化等
も加わり下げ幅を拡大する。12日には、逆に米指標の悪化からの米ﾄﾞﾙ売り観測から@一時@31.13THB/$台(期間中高値)迄買戻
される場面もあったが、直ぐに戻り、22日には米金融緩和縮小観測背景の投資資金流出/政策金利据置き等から@32THB/$迄
ﾊﾞｰﾂが売られた。月末週に入り、ｼﾘｱ情勢懸念から更なるﾘｽｸ回避姿勢となり28日には期間中安値の@32.30THB/$迄ﾊﾞｰﾂが売
られ、月末は@32.15THB/$近辺で推移する。9月も情勢に過度な変化は想定し難く、米金融緩和縮小時期を巡る観測によりｽﾋﾟｰﾄﾞ
は変化するものの基本的にﾊﾞｰﾂが売られる展開を予想。レンジは＠31.70～33.25THB/$のﾊﾞｰﾂ安を予想する。
●ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ相場:@10,280Rp/$水準(期間中高値)で8月をｽﾀｰﾄ。序盤はﾘｽｸ回避姿勢が強まる中ﾚﾊﾞﾗﾝ休暇等を挟みｵﾝｼｮｱ
●ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ相場:
市場で休場が続き、12日に市場再開となったものの閑散な市場が続く。その後月中盤～下旬に掛け、外貨準備の大幅減/政策金
利の据置き/ｶﾞｿﾘﾝ補助の廃止/米金融緩和早期縮小観測等から徐々にRpは値を下げる展開。月末現在は期間中高値の
@11,250Rp/$近辺で相場推移する。9月は米金融緩和縮小に伴う投資資金の減少観測が一番のﾃｰﾏ。外貨準備の激減による介
入余地も少なくなる中、Rp弱含み展開を予想。具体的レンジは＠10,500～11,750Rp/$)を予想する。
(創刊時【'05.4.1】の相場(公示TTS)は、＠2.83円/ﾊﾞｰﾂ、＠0.0134円/Rp）
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原油市況：ブレント原油は105～110 ドルを中心に推移

日米欧のエチレン原料消費動向について
日本・米国・欧州のエチレン原料消費動向は、日本と欧州ではナフサ依存度が高い一方で米国ではエタン利用が定着し、着実に依存度が増
している。最近の１年(日本は2012年、米・欧は2011年実績)では、日・欧の原料消費動向は変化が少なく、ナフサの構成比率が前年より僅かに
増加した一方、ＬＰＧは構成比率を下げた。重質ＮＧＬは米国で増加し、日・欧では減少した。日・米・欧３地域の各原料に対する依存度の推移
は下記の通り。
米国ではシェール(頁岩)ガス生産が本格化し始めた時期に当たる2007年にエタンの構成比率が50％台を回復。その後2010年には、現有エ
チレン製造設備で利用できるエタンの量が飽和したため0.1％増と成長が鈍化したものの、2005～2011年の平均で見ると2.8％成長と着実に増
加している。2013年以降も既存エチレン設備のエタン原料対応や転換が進み、2016年以降は大規模な新設設備が稼働時期を迎えるため、エ
タンの構成比は再び大きく跳ね上がると予想される。なお、逆にナフサは2005～2011年平均でマイナス２％成長となっている。
欧州ではナフサ依存度が70％前後とほぼ変わらず、そのほかの原料をバランス良く使うなど理想的な体制となっている。2005年にＬＰＧとエ
タンの順位が入れ替わって以降、ＬＰＧが比率を伸ばしているが、2010年、2011年にはＬＰＧの構成比率が減少、逆にエタンの利用がそれぞれ
0.7％増、0.3％増と再び増加しつつあり、今後はエタン利用が再びＬＰＧを上回る可能性もある。重質ＮＧＬは2007年をピークに低下の一途をた
どっている。
日本は相変わらずナフサの構成比が90％以上と突出している。各社のエチレン設備自体は原料多様化への対応ができているものの、現状
では価格面でのメリットが少なく使用しやすいことなどから、結果としてナフサ依存度が高い状況が続いている。2012年はナフサ利用率が前年
より0.4％増加し、ＬＰＧは0.1％増と僅かに増加した。逆に重質ＮＧＬは0.2％減、ガスオイルも0.2％減となっている。('13.8.26 J-chem Newsより
抜粋)
パルプ相場

原油市況は、7 月前半まで上昇傾向で推移した後、高止まりしている。国際指標とされるブレント原油は、5～6 月は1 バレルあたり100～105
ドルを中心に推移していたが、エジプトの政治情勢の混乱が中東全域の地政学リスクを高めるとの思惑などにより、7 月に入って105～110 ド
ルを中心とした推移にシフトしている。一方、米国産のＷＴＩ原油は、5～6 月は90 ドル台を中心に推移していたが、7 月前半に大幅上昇し、8
月初めにかけて105 ドル前後の推移となっている。景気が相対的に堅調な米国での原油在庫の減少などが相場を押し上げた。
なお、ブレント－ＷＴＩのスプレッド（価格差）は、2 月中旬に23 ドル程度に再拡大していたが、その後縮小傾向で推移し、7 月下旬から8 月上
旬は、ブレントとＷＴＩの差は1～3 ドル程度を中心に推移した（図表5）。7 月19 日には、一時、ＷＴＩ原油がブレント原油上回る価格となった。カ
ナダ原油の輸送障害や米国中西部での製油能力の増強が、ＷＴＩ原油の押し上げ要因になっている。
米国では、産業活動の堅調さを受けて軽油など中間留分の需要が増加しており、乗用車向けが中心となるガソリン需要も夏場に入って前
年水準を上回ってきた。米国内での石油需要の堅調さが米国産のＷＴＩ原油を中心に市況を押し上げている。シリア内戦、エジプトの政情の混
乱、イラン核開発問題などの地政学要因が継続している一方で、シェールオイルの増産やイラク油田開発の進展を背景に更なる需給ひっ迫
感は生じにくい。当面、原油市況は、ブレント原油で105～110 ドル、ＷＴＩ原油で105 ドル前後での高止まりが続くであろう。
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パルプ・紙・加工品出荷額、８年連続１位 四国中央
２０１１年の「パルプ・紙・紙加工品製造業」の全国市区町村別の製造品出荷額で、愛媛県四国中央市が８年連続の日本一になったことが８月２７日に分かった。
総務省と経済産業省による国内企業対象の新統計「経済センサス―活動調査」のうち、同日発表された製造業の確報集計を基に市が市区町村のデータを抽出
し、ランク付けした。 加工賃収入額などを含む同市の出荷額は４８６５億４１５２万円（前年比０．０２％減）で３年連続減少。２位は静岡県富士市の４４０７億２６４０
万円（１．７９％減）、３位は新潟市東区の１５７６億９１２３万円（７．９９％増）でいずれも順位は前年と同じ。全国の出荷額は６兆８５６４億７７４４万円（３．６％減）
だった。（出所：愛媛新聞ONLINE）
紙・パルプ業界、値上げ浸透で業績回復へ
紙・パルプ業界に業績回復の兆しが見えはじめてきた。日銀が１２日に発表した７月の国内企業物価指数速報（２０１０年平均＝１００．０）によると、前月比で塗工
紙は２．１、微塗工紙は１．４上昇した。８月の塗工紙・微塗工紙の指数も７月比でさらに上昇する可能性が高い。また、段ボール原紙・製品でも古紙価格上昇を背
景とした値上げを模索する機運が高まっている。古紙の需給がタイトになってきたことで秋口は板紙まで値上げが拡大する可能性が高い。また、不動産、住宅な
ど一部業界向けのチラシは増加傾向にあるとの見方が出ており、景気回復に伴う紙パ需要増の期待が浮上している。
段ボール原紙の主原料である段ボール古紙について、今月１日からレンゴー<3941.T>が国内調達建値を１キログラム当たり１円引き上げて１５円にし、王子ホー
ルディングス<3861.T>、日本製紙<3863.T>も１５円に引き上げる方向にある。
王子ＨＤは印刷用紙について、５月出荷分から２０％以上の値上げを表明、段階的ながら徐々に浸透をみせている。１４年３月期の営業利益は６３０億円（前期比
２０．３％）を見込む。（出所：みんなの株式）

天然ゴム市場「タイ南部農家の大規模デモ」 タイの天然ゴム農家は、価格低迷する天然ゴム価格の高値買い入れを求めて、2013年8月3日と19日にデモを実
施。それを受けてユコン副首相と天然ゴム委員会が会合を開き、天然ゴムの農家と産業への３００億バーツ規模の支援策を取りまとめ、19日にユコン副首相は
「３００億バーツの支援策を近く閣議に提案して正式決定となる予定だ。」と述べました。しかし、その内容は、天然ゴム農家の支援より天然ゴム産業への支援を
中心とした内容あった事から、再び２３日に１千人規模のデモが発生。主要幹線道路となる４１号線を封鎖し、鉄道も封鎖するデモへと発展しました。その合意内
容とは、ラバーシートについては、ゴム農家が要求する１キロ当たり１００バーツに対し７０バーツとされたことから、農家が合意内容の受け入れを拒否することと
なった模様。事態を重く見たタイ財務省は２７日、天然ゴム農家と業界全体を支援する為に、２５０億バーツの予算を求めると発表。それでも４１号線と鉄道の封
鎖が継続されております。それに対してタイ警察は２７日、「線路封鎖で１日１万５０００人に影響が出ている上、道路封鎖で住民の生活や経済活動に大きな支障
を来した。政治的な混乱を狙った外部者が農家のデモに加わっている。」などと指摘しております。農家側は、「政府が対策に乗り出さない限り、９月３日に南部、
東北部、北部で主要道路を封鎖し、首相府前でもデモ集会を行う」と警告している事から、このまま解決策がなければ、来週末に全国規模のストライキへと発展
する可能性が高まります。なお、２３日からのタイ南部の４１号線と鉄道の封鎖により、 タイ南部の天然ゴム主用生産地からの天然ゴム輸送にも支障が出ている
模様。東京ゴムは、２カ月前に輸入採算価格より５０円ほど大幅割安となっていたことはかなり解消されてきたが、今でも過去４年間で最安値水準にある産地天
然ゴム現物の輸入換算値より割安なのです。ですから、産地現物が割安な国内市場を避けて割高な中国市場へと流れている事から、東商取生ゴム在庫や全国
営業倉庫生ゴム在庫がこの２カ月間で約半分にまで激減した理由と見られます。入庫がほとんど無い状態が続いており、デモによるタイからの出荷遅れが長引
くようであれば、国内在庫の減少ペースが更に加速する可能性もあり注意が必要であると見られます。

<不織布トピックス>

<設備・家電トピックス>

■ユニ・チャーム パンツ型おむつリニューアル / ■JNC 2014年8月からLiB用セパレータを量産

「Ｏｈ！尻きれい」 日本土産に携帯洗浄機が台頭

ユニ・チャームは、足まわりに隙間を作らずぴったりフィットするギャザーを新採用したパンツ型紙お
むつ【ムーニーマンエアフィット】を8月下旬より順次全国発売します。
ギャザーが外に張り出す構造により従来のギャザーと比べてフィットする面積が約2倍になった【ふん
わりぴたりギャザー】を採用し、モレの原因となる隙間を低減し、モレやすい足まわりの隙間にぴったり
フィットする新形状を実現しました。
さらに接触面積を約2倍にすることで足にかかる圧力を減らし、足まわりが大きめのお子さんでは肌に
かかる圧力を26％低減した。さまざま体型の赤ちゃんにやさしくフィットし、しめつけを軽減する新形状
のおむつとなっている。

パナソニック、ＴＯＴＯがお尻をきれいにしてくれる携帯型のお尻洗浄機の販売を強化しています。据え置き型の温水洗浄便座の
世帯普及率は７割を超え、海外からの旅行客にも評判が高いです。そこで持ち運びができる携帯型の商品に着目しました。政府
が訪日外国人客数で年間１０００万人の目標を掲げる中、日本ならではのお土産として売り込む構えです。
. ■秋葉原や空港に
. パナソニックは今月（９月）２１日、携帯お尻洗浄機の新製品「ハンディトワレ・スリム」（想定価格約１万円）を売り出します。国内
生産で、外国人受けする正真正銘のメード・イン・ジャパンです。高さ１５．４センチ、直径４．５センチで、バッグにも入れやすい大き
さです。単４アルカリ乾電池２本で動きます。好みに合わせて水量や水の出方も変えられる本格派となっています。
. 販売計画は現行モデルの約５倍に相当する月５０００台と強気です。このため、家電量販店などでの売り場面積を２～３倍に拡
大する方針です。多くの訪日外国人が立ち寄る東京・秋葉原の免税店や空港の旅行用品店での販売も検討しています。
. 「水量がもの足りない」という人は、市販のペットボトルに水を入れて取り付ければ、たっぷりの水で洗うこともできます。「他人が
使った温水洗浄便座で洗うには抵抗がある」という女性の需要を取り込むため、デザインにもこだわりました。ピンクや青など大胆
な色使いで、透明の樹脂を使いスマートな印象に仕上げています。
. ■海外展開の好機
. 一方、ＴＯＴＯは携帯お尻洗浄機「携帯ウォシュレット」（希望小売価格１万１５３０円）の累計出荷台数が今年３月に５０万台を突
破しました。「最近は訪日外国人のほか、東日本大震災後は停電中も使えることで注目されている」（ＴＯＴＯ）といい、販売に力を
入れています。
. 円安で日本への旅行に割安感が出ているのに加え、７月から東南アジア５カ国の旅行客に対するビザの発給要件が緩和され、
訪日外国人数は増加傾向。メーカーでは、「日本では当たり前の水回り設備」（ＴＯＴＯ」になってきた温水洗浄便座を海外に広げる
好機とみています。

JNCはリチウムイオン2次電池(LiB）用セパレータを量産する。
約22億円を投資しJNC石油化学の市原製造所に商業生産設備設置します。完成予定は14年8月を予
定。
JNC社はLiB部材の開発に注力しており、正極材・負極材・セパレータの早期事業化を目指していま
す。このうちセパレータはポリプロピレン（PP）製の乾式単層タイプを先行させており、この間サンプル
出荷による市場開拓を進めてきたが、安定供給体制を確保するために量産設備の導入を決めました。

<海外トピックス>

＜金融・ビジネストピックス＞

台湾 低価格スマホで活況 半導体、中国向け受注増 設計や生産受託

外国人投資家と日本円

低価格スマートフォン(スマホ)の市場拡大を追い風に、台湾の半導体産業が活況を呈している。中国向けの需要増で、半導体大手のメディアテックや受託生産
大手の台湾積体電路製造(TSMC)が受注を大幅に増やしている。低価格スマホは米アップルや韓国サムスン電子など大手ブランドのシェアを奪って存在感を高め
ており、中国端末メーカーの低価格戦略を支える台湾勢は大手ブランドを脅かす発信源になっている。
「2013年のスマホ用LSI(大規模集積回路)の出荷数量は(前年比8割増の)2億個を見込んでいる」。メディアテックの謝清江総経理は8月上旬の決算会見で語っ
た。スマホ市場には昨年に本格参入したばかりだが、中国での需要が急激に伸びている。台湾の半導体産業では「開発・設計」「受託生産」「封止・検査」といった
分業体制が確立。メディアテックはスマホの心臓部となるシステムLSIの開発・設計に特化する「ファブレス(工場無し)」と呼ばれる業態の半導体大手だ。設備投資
の負担が少なく、日本など一貫生産型の総合半導体メーカーより生産コストを低く抑えられる。数年前の回路設計図を活用するなどして、機能も価格も「ほどほ
ど」の製品の開発に強みを持つ。高価格帯のスマホ用LSIで高いシェアを持つ米クアルコムなどに比べ「価格は3～5割安い」(台湾のアナリスト）。スマホの開発
ツールや動作ソフトなども含めて提供しており、メディアテックと組めば技術力に劣るメーカーでもスマホ生産が可能だ。
中国では華為技術(ファーウエイ)やZTEなど大手を含めた端末メーカーが「千元(約1万6千円)スマホ」と呼ばれる端末を相次ぎ発売。非ブランド品やコピー品も
含めた低価格端末の多くが、メディアテックのLSIを使用しているとされる。メディアテックの製品生産を肩代わりするのが、半導体の受託生産会社。TSMCはクア
ルコムなどを主要顧客に持つ一方、メディアテックや中国のファブレス大手からも受注を増やして稼働率を高めている。TSMCの13年上半期の中国向け需要は
「前年同期比2倍超に増えた」(張忠謀董事長)。同社の4～6月期の売上高や利益は四半期ベースで過去最高となった。受託生産会社から受け取った半導体チッ
プ(素子)を重視で封止・検査し、最終品として出荷する台湾企業の業績も好調だ。半導体の価格ではなく、受注個数に収入が左右され、低価格品の受注増の恩
恵は大きい。封止・検査で世界最大手の日月集団の4～6月期の営業利益は前年同期比で32%増えた。
世界のスマホ市場は低価格品を中心に今後も拡大が続きそうだ。米調査会社のNPディスプレイリサーチによると、2013年の世界の200ドル(約2万円)未満の須
磨穂出荷台数見通しは前年比2倍の約3億1300万台にのぼる。うち8割を中国を中心とするアジア向けが占める。中国製の低価格スマホは、中東やアフリカでの
需要拡大も見込まれている。中国を含む新興国では最先端の機能より、入手しやすい低価格を志向する消費者が多い。低価格スマホに需要を侵食され、出荷台
数が伸び悩むのが400ドル超の高価格端末。アップルやサムスンの最新機種が市場の予想を下回った。4～6月期はアップルが2四半期連続の減益。サムスンの
スマホ部門の営業利益も前の期に比べ減少した。台湾企業でも、EMS(電子機器の受託製造サービス)で世界最大手の鴻海(ホンハイ)精密工業は、アップルから
の受注が伸び悩み、4～6月期は減益だった。台湾勢が生産する半導体は、従来型の携帯電話や薄型テレビ市場でも最終製品の低価格化を促してきた。スマホ
市場にも汎用品が主流となるコモディティー化の波が確実に及んでいる。

「外国人投資家には日本の”15年デフレ”の実体験がないから、そこから抜け出すことの難しさをまるで理解できないのだろう。だから、日銀
が2年で2％のインフレ目標を達成すると、異次元緩和に踏み出すと、それを鵜呑みして円を売り始めた」
こう語るのは、大手証券のチーフ為替ストラテジスト。7月中旬に実施した内外の機関投資家に対するサーベイ（調査）結果が、日本人投資
家と外国人投資家の認識や意識の違いを浮き彫りにしたという。
典型的なのが、「日銀が2％のインフレ目標を達成できると思うか」との問いに対する回答。日本の投資家の46％が「いいえ（達成は不可
能）」と回答した。これに対して、外国人投資家が「いいえ」と答えたのは24％で、2013末から15年末までに達成できるとしたのが合計52％にの
ぼった。前出のチーフ為替ストラテジストは「日本人の投資家は生活者として、15年デフレを体験して脱デフレの難しさが身に染みている。しか
し、外国人投資家にはこの実体験がなく、政府と中央銀行が脱デフレに向けて動き出したのだから、脱デフレは実現されるとシンプルに考えて
いる」と解説する。
米連邦準備制度理事会（FRB）が量的金融緩和第三弾（QE3）を早ければ、9月にも縮小（国債や資産担保証券の購入額減）をスタートさせ
る、いわゆる「出口」政策に踏み出すとの予測がある中で、日銀は4月に異次元緩和をスタートさせたばかりで、日米の金融政策が真逆の方
向感にあることは事実だ。これはドル高・円安の流れを想起させる。
また、円売りと同時に外国人投資家が進めてきた日本株買いのポジション（持ち高）の評価額が、株高によって膨らみ、それに伴うドル買い・
円売りのヘッジ売買が、さらに円安を進行させる効果にもなっている。加えて、貿易赤字の継続や経常黒字の縮小・赤字化の見通しも円安要
因とみられている。つまり、円安は一過性の現象ではなく構造的なものという見方がなされているのだ。
こうした見立てから腰の据わった円売りを仕掛けている模様で、外国人投資家の約9割が年内のドル円相場を100～110円と予想していると
いう。
だが、1ドル＝90円を割り込む円の反発（円高）リスクが皆無なわけでもない。
前出の大手証券のサーベイで外国人投資家は、今秋にも発表される成長戦略第二弾が期待倒れに終わったり、2％のインフレ目標達成に
向けて日銀が追加緩和を見送ることをリスク要因として挙げている。
特に10月末の金融政策決定会合での追加緩和期待が高いだけに、見送りになった時の「反動円高リスク」は小さくない。このリスクを軽減す
るためには、9月の政策決定会合や講演などで「追加緩和は必要ない」と、黒田東彦総裁が市場に織り込ませる努力が欠かせないだろう。（出：
東京商工リサーチ記事）

●本誌の記事･内容に関しまして、誤り等存在する場合もありますので、あくまでご参考の資料としてご利用頂きますと大変有難く存じます。
●本誌のデータは各種公表数字を基に作成しております。

