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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）

　５月２１日（月）
１ 石化コンビナート　未来への針路①

　勝ち残りへ英知結集　続く好況　課題も・・・
　石化産業はかつてない好況を謳歌している。米国シェール開発がもたらした原油の下落、
世界経済の拡大による製品出荷増加、交易条件の好転で収益は好調に推移している。
　一方、プラントの老朽化、規模の小ささなど先行国故のハンデは産業持続性の弱みといえる。
還暦を迎えた日本の石油化学が次の６０年をどう勝ち残るのか、石化コンビナートの未来を
考察する。
　石化の需要をどう見るか。「産業構造変化によって石化分野はＧＤＰを上回る成長が見込ま
れる」（石化協の淡輪敏会長）。かつては、人口減による落ち込みが見込まれた需要も大幅に
縮小することはなく、着実な成長軌道を描く。
　さらには「スーパーサイクルというかつてない石化の需要拡大が見込まれる」との見方も。
この好景気を日本の石化も長く享受できる可能性がある。
　一方でプラントの経年劣化、規模の不利等日本特有の問題も抱える。三井化学の前身である
三井石油化学が１９５８年に山口県岩国でわが国初のエチレンセンターを稼働した年から今年
で６０年。還暦を迎えた石化産業の立ち位置はいまどこにあり、どの方角に向かうのか。今、
岐路に立つ。
　経産省が２０１４年に産業競争力強化法に基づき策定したシナリオは、２０年にエチレン生
産能力は年産４７０万㌧、３０年には３１０万㌧まで減少すると試算した。だが、足元の需要
を見る限り、そうした縮小均衡に備えるより、「様々に進むイノベーションやデジタル化が
もたらす需要構造の変化」をどう捉え、対応していくかに石化メーカーの軸足が移りつつある。
米国のシェール由来石化製品の脅威も、見方にバラツキが出始めている。電気自動車（ＥＶ）
台頭に伴うガソリン需要のピークアウトにより、ナフサのアベイラビリテイーが高まるとの
見方も出始めている。総合的にみると、日本のナフサクラッカーは相対的に競争力を維持・
強化していけば、付加価値の高い誘導品を出口とすることで十分に収益を確保できる。
　一方、老朽化問題などを抱える日本の石化プラントは「定修が長く、稼働率を下げる要因と
なっている。稼働率を上げる為に定修を短縮する等の改善の余地がある」との指摘もある。
今後、プラントの安全・安定操業にはＩｏＴやＡＩ等先端デジタル技術の積極活用が欠かせな
い。
　規模の問題では、年産１００万㌧を大きく超えるエチレン新設備が世界各地で立ち上がる。
多くの汎用石化製品はアジアを中心に輸出される。こうした世界のエチレンセンターの大規模
化、更には石油精製・石化統合のなか、日本の石化コンビナートはどう生き残っていくのか。
高付加価値品にシフトする戦略はより強まるだろう。コンビナートの垂直、水平統合に加え
全体最適化を模索する道もある。Ｂ＆Ｓにより複数企業が共同で大型ナフサクラッカーを新設
する構想もある。

１ 日化協　石飛会長会見・・・人材確保・育成が急務、化学の役割一層増す
　日化協の石飛修会長は１８日、記者会見し「新たな素材・材料を生み出す化学が社会に果た
すべき役割はますます重要になっている」と語り、産業としての魅力を高める為協会として更
なる活動に取り組む姿勢を示した。日本の化学産業が社会の要請にこたえながら、巨大化する
海外の化学企業と伍していくには「人材の確保・育成が一番の課題」と述べた。
　石飛会長は２４日の総会で２年の任期を終え、定例会見は今回が最後。国際的に関心の高ま
る海洋プラスチックごみ問題について関連団体と連携した枠組作りに着手、「プラスチックと
いう名称がつく以上、化学産業の存亡にかかわる恐れもある」とし、国を挙げて取り組む必要
性に言及した。
　一方、日本の化学産業について「数十年後も優秀な若者を引き付ける魅力ある産業にしなけ
ればならない」と語った。「日本が１０～２０年かけて培ってきた技術を、中国がＩＴを使い
短期間で実現してくる時代のなか、新しいモノを生み出すスピードに欠ける」と危機感を表明。
強みを結集し、ＩＴを駆使しながら課題解決に貢献し、新素材を生み出し前進していく必要性
を強調した。

　新会長に淡輪氏
　日化協は１８日開催の理事会で、次期会長に三井化学の淡輪敏社長の就任を内定した。
副会長には昭和電工の森宏平社長、旭化成の小堀秀毅社長、日本化薬の鈴木政信社長、積水化
学工業の高下貞二社長が就く。２４日に開催される定時総会、理事会で正式決定する。

２ 社説・・・再エネ導入拡大への道筋　明確に
　経産省はこのほど、次期エネルギー基本計画の素案を取りまとめた。２０３０年の電源に
占める比率を原子力発電２０～２２％、再生可能エネルギー２２～２４％とする等大きな枠組
は従来の計画を維持した。原子力発電について再稼働・建て替えを曖昧にしたまま「重要なベ
ースロード電源」との位置づけを変えないことに、素案を議論した経産省の審議会でも批判が
出ていた。再エネに関しては「主力電源」にすると言いながら比率を変えなかったことに疑問
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の声が上がっている。それ以上に「２２～２４％」を実現するための道筋が明瞭でないことに
対する不満が強い。
　原発比率に関する批判は「脱炭素化の選択肢」としながら、現状８基に止まる再稼働基数を
増やし、且つ建て替えや新増設も視野に入れなければ目標を達成できない－というものだ。
核心部分から逃げているとの指摘は的を射ているだろう。
　一方、再エネを主力電源としながら、肩透かしを食わされた感が強い。温室効果ガスを
「５０年に１３年比８０％削減する」という日本の目標は野心的と評価してよいが、この目標の
実現に向け３０年時点の再エネ比率２２～２４％という数字は妥当なのか。
　そもそも再エネが主力電源であるとの位置づけは世界的潮流であり、それ自体、ほとんど
新たな意味はない。問題は、１６年度実績の１５．３％に比べて決して大きな伸びとは言えな
い２２～２４％という目標でさえ、実現の道筋が必ずしも明確ではないことにある。
　再エネの導入拡大には、いくつか課題がるが、発電コストをいかに低減させるかが最重要と
いえるだろう。日本の発電コストは太陽光が１キロワット当たり２４円、風力は２１円、ドイ
ツの２倍以上となっている。これまでは固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）によって支えられ、
太陽光を中心に急速に普及してきた。しかしＦＩＴは電力料金に上乗せされており、１７年度
の賦課金総額は２兆１０００億円に上った。国民負担の低減のためＦＩＴ価格の引き下げや
入札制導入が進められているが当然、事業性は低下する。今後もこれまでのようなペースで導
入が進むのか注視していく必要がある。系統接続の問題もある。「日本版コネクト＆マネージ」
による送電能力の実質的な増強や、再エネ出力変動を吸収する蓄電池や水素の活用が期待され
る。日本は技術開発で進んでいる面もあるが、実用化で後れを取らぬよう努めて欲しい。

２ 日本ポリプロ　国内に重合触媒新工場・・・２１年めど商業運転
　日本ポリプロは、ＰＰの重合触媒の新工場を国内に立ち上げる。従来品に比べて高品質品を
効率よく作れる触媒で、四日市工場に構える既存設備の老朽化が進んでいることに対応するほ
か、海外の技術供与先への触媒供給も増える見込み。立地は選定中で、投資額は数十億円見込
みで、２０２１年の商業運転を目指す。
　新設するのはＰＰの重合に用いるチーグラーナッタ触媒。同社が独自に改良を重ねた触媒は
特殊なＰＰを製造できるうえ、高活性のため効率よく重合できる特徴があるという。
新工場は国内拠点を候補に立地の選定を進めており、１８年度中に詳細計画を詰める方針。

　５月２２日（火）
１ 石化コンビナート　未来への針路②

　IoTが競争力高める、センターつなげ最適化
　１０００キロメートル―。エチレン設備の最東端は茨城県、最西端の大分県までの距離だ。
日本はこの間に１２基が集積する。垂直統合や用役共有、留分融通等部分最適が進み、日本
全体で最適化を図れれば、グローバル競争に耐え得るコスト構造を確立できるかもしれない。
目指すのは日本流の統合コンビナートだ。
　石油精製、石油化学、ガス会社等計２２社が参加する石油コンビナート高度統合運営技術
研究組合「RING」。企業の枠を越えコンビナート地域の一体化を後押しする。これまで複数企
業の連携で重質油留分の高付加価値化や副生ガスの有効利用、用役共有化など数多くの事業を
展開。こうしたなか、石油精製業界は再編へ突き進み、千葉と川崎では同一資本による石油
精製と石化の垂直統合が実現した。
「2030年度に向けてコンビナートの最適化をさらに推進する」（RINGの板垣秀人技術部長）。
目指すのは100年持続成長を遂げるコンビナート。統合が進んだとはいえ、用役の共同化はこ
れからの課題。「各社毎に用役を抱え、共同化の余地は大きい」。発電ボイラー、水素製造等
の用役配管の連結や用役設備の共同運営等具体策が出始めた。
　コンビナート毎の部分最適を広域化する構想もある。日本のコンビナートを「関東」「中部」
「瀬戸内」に分類し、船舶物流を活用しながら域内を一体運営する。原料調達共同化によるコ
スト低減や大型共同輸出基地を設置する案も浮上している。
　国際競争力向上に向けて不可欠なツールがIoTやAIだ。「デジタル技術を駆使しコンビナー
ト全体として予防保全から、予知保全に進化できれば稼働率は向上する」。コネクテッド・
インダストリーを掲げる経産省は「デジタル化で稼働率を上げれば収益力はより高まる」と
官民挙げた施策を１８年度から本格化する。
　ただ、生産は企業戦略の根幹。データ共有のハードルは高い。世界のIT産業の勝者総取りの
例を引き合いに「クローズドなIoTではなく、オープンなIoTを自前で構築することが重要」と
し、原油調達から直接のユーザーまでサプライチェーンを結ぶことで「石油精製や石化、化学
産業にイノベーションが起こる」とプラスの効果に目を向けている。
　ドイツの「インダストリー４．０」は自動車産業を核に全体最適を図るが、どうしても人が
介在する。石油精製・石化コンビナートハパイプラインでつながり、既にプラント運営はコン
ピュータ制御され、センサー等を組み合わせやすい。コンビナート間をIoTで連結すれば、日本
を一つのゾーンと捉えて世界でも例を見ない石化産業の生き方が見えてくる。

９ 肥料　変化の荒波をチャンスに
　全農の銘柄集約で環境激変、入札制度に加えてBB肥料

肥料内需の減少傾向が続く中、流通の過半を抑える全国農業協同組合連合会（全農）が、銘柄
集約と競争入札による調達を開始したことで、メーカーの競争は激化している。
　一方、需要家である農家も、就業者人口の減少に対応した大規模化やスマート農業の推進
等大きく変わろうとしている。
　経産省の生産動態統計による２０１７年の高度化成肥料の出荷数量は前年比３％減の６３万



８４５３㌧。出荷金額は７％減の５３４億６０００万円と大きく落ち込んだ。出荷金額の前年
割れは１４年から４年連続。

　肥料価格の趨勢に決定的な影響を与える全農の出荷価格は、１７年春肥向けが前年同期実績
から１９．５％下落、１７年秋肥向けは５．８％の下落となった。
続く１８年春肥向けの調達で、全農は一般高度化成とNK化を対象に銘柄数の大幅集約と相見積
や入札を通じた仕入価格の引き下げに乗り出し、肥料メーカー間の競争は激化している。
　全農は銘柄集約を通じ、非効率は少量多品種生産から、少ない銘柄を大量に生産できる条件
を整えることで、肥料メーカーに合理化を迫る戦略だ。銘柄数はそれまでの約４００から１７
にまで削減し、メーカーとの取引は従来の１４社３３工場から８社１３工場にまで絞り込んだ。
結果として銘柄当たりの生産数量は約２５０㌧から約４０００㌧にまで拡大。これにより、従
来の決定方式に比べ最大３割の値下げを引き出した。大胆な銘柄集約は顧客離れにつながる恐
れもあったが、販売数量も集約前の実績に相当する７万㌧超を維持したという。
　全農では、こうした取り組みを他の肥料にも順次広げ、調達コストの引き下げを図っていく
方針だ。
　一昨年夏には韓国からの安価な肥料輸入を本格化。国産品に比べ３～４割程度安く提供でき
るという。また大口需要家を対象に、ＪＡグループが保有する工場で製造したオーダーメード
ＢＢ肥料の供給を拡大していく。ＢＢ肥料は、水や熱を加え造粒乾燥させた化成肥料と異なり、
２種類以上の粒状の肥料原料を物理的に混合させるだけなので、安価に提供することができる
という。これに連動したのが宇部興産。同社は昨年、ＢＢ肥料の原料となる大粒硫安の安定供
供給体制づくりで全農と提携した。宇部興産が約３０億円を投じて生産ラインを新設し、大粒
硫安の生産能力を年６万㌧増の１３万㌧に拡大。更に１６年に設立した折半出資会社が貯蔵・
出荷設備を新設し、増産分をＢＢ肥料用の原料や単肥として供給する。硫安を大粒化するため
には、硫安水溶液を循環・濃縮・結晶化させる基礎的な晶析技術に加えて、大粒化のための
特殊技術が必要となる。

　政府、国際競争力向上狙う
　農家所得の倍増を目標に掲げる政府も昨年、農業競争力強化支援法を施行し、肥料の価格
引き下げを後押ししている。下敷きとなっているのは一昨年１１月にまとめた農業競争力強化
プログラム。国が先頭に立って「産地の声をよく聞きながら、各都道府県・地域の施肥基準等
の抜本的見直しを推進し、銘柄数を絞り込むほか、国際競争に対応できる生産性の確保を目指
した業界再編・設備投資等を推進する」ことが掲げられており、農業競争力強化支援法がその
実行に法的根拠を与えた。

　事業再編計画が初認定
　国は肥料を「事業再編促進対象事業」と位置づけ、その将来のあり方と事業再編による合理
化や生産性向上の目標の設定に関する事項などを指針として定めることになっている。
その後、この方向に沿って企業がまとめた事業再編計画を農水省大臣が認定し、実施のために
必用な資金について、日本政策金融公庫を通じた低利での融資等の金融支援を行う。
　今年４月、セントラル化成の生産体制再編に対し、肥料メーカーにとって初となる事業再編
計画の認定が下りた。宇部工場で大規模生産に適したスラリー式による製造設備２炉を廃棄し、
代わって小規模生産に対応可能で燃料の使用量が少ない配合式による新設部を１炉新設する。
同時に被覆複合肥料を増産し、販売量を１２％増加させることで化成肥料工場の稼働率を７０
％から１００％に引き上げる。

　海外開拓や新技術導入
　海外市場に挑戦しているのは化成肥料大手のジェイカムアグリ。１００％出資子会社を通
じ台湾に被覆肥料新工場を持ち、ここから中国などでの販売強化に取り組んでいる。被覆肥料
は作物の成長に合わせて徐々に肥料が溶け出すように設計されている。その為施肥の省力化と
肥料成分の土壌・地下水への流出を最小限に抑えることで環境負荷の低減を実現することがで
る。中国では過剰施肥が大きな問題となっており、被覆肥料を用いた適正化が推奨されている。
　水稲では無人ヘリコプターの活用による追肥の省力化への取り組みが始まっている。１４年
の航空機製造事業法の改正により、無人機の総重量規制が１００キログラム未満から１５０
キログラム未満に緩和された。これにより農薬に比べ使用量が多い肥料の散布にも利用しやす



くなった。新たに無人ヘリ専用品の市場が立ち上がっている。今後はドローンの活用も期待さ
れる。

９ 土づくりで温暖化ストップ
　農作物の生産ばかりでなく、肥料は土づくりを通じて環境保全にも役立っている。昨年開催
された国連気候変動枠組条約第２３回締結国会議（ＣＯＰ２３）では、先進国と途上国が対立
を乗り越え、農業と気候変動に関する実質的な取り組みを行っていくことで合意。
具体的な項目として土壌炭素が盛り込まれた。土壌中の炭素は堆肥や緑肥に施肥によって増え
温暖化防止に有効であることが知られている。土壌中の炭素は、落ち葉などの有機物の地表に
落ちる量が微生物によって分解される量よりも多くなると蓄積が進む。その量は１兆５０００
億㌧といわれ、植物中の３倍、大気中の２倍にもなる。温室効果ガス（ＧＨＧ）の吸収源とし
ての潜在力は高く、毎年０．４％増やすことが出来れば、大気中のＣＯ２濃度の上昇を止めら
れる計算になる。
　ＣＯＰ２３、農業分野で歴史的合意
　ＣＯＰ２３では、気候変動枠組条約の下で農業に関する事項に取り組むことで合意に達し、
国連食糧農業機関（ＦＡＯ）等の国際機関やＮＧＯ等から「歴史的合意」として歓迎された。
食糧安全保障のためには温暖化に対する適応に集中するべきだとする途上国側と排出削減にも
配慮するべきだとする先進国側との隔たりが大きく結論に至らなかった。
　ＧＨＧ吸収源へ肥料の貢献期待
　ここで、今後の取り組むべきテーマとして掲げられたのが土壌炭素。堆肥の運用によって
土壌中の炭素量が増えることは、英国で１９世紀半ばから行われている運用試験等によって
明らかになっている。日本の農家では伝統的に地力向上を目的に農地に有機物を投入してきた
が、温暖化防止という新たな視点からも注目されるようになってきた。肥料メーカーにとても
こうした動向を踏まえた提案が求められることになりそうだ。

１１ 経産省　石油産業競争力研究会・・・ＳＣ維持へ論点整理、「資本の壁」超える仕組みを
　経産省はこのほど、有識者による「石油産業競争力研究会」の第３回会合を開催した。
燃料供給のサプライチェーン（ＳＣ）を維持するために国内石油事業者が取り組むべき課題の
論点を整理し①生産性改善・連携強化・資産活用②事業領域拡大・成長力強化③海外事業展開
―の３点を示した。６月に中間とりまとめを実施する。
　生産性改善などについては製油所の稼働率に加え、既存設備や土地の資産価値の最大限化
もポイントに位置付けた。ＩＴの利活用のほか、精製と石油化学の連携（ＲＣ連携）強化も有
力な選択肢とした。政策としては、減税措置や補助金等インセンテイブ提供、規制緩和を挙げ
た。事業領域拡大・成長力強化では、石化との垂直統合、新エネルギーへの投資等川下や他分
野への進出を盛り込んだ。化学を含めた複数社による投資や政府系ファンドの利用によって、
具体化を目指す。ただ、実際にＲＣ連携に乗り出している立場からは厳しい見方も出た。
三菱ケミカルの半田繁執行役員は「これまでに学んだのは『資本の壁』が厚い事だ」と指摘。
資本関係を超えた連携を深めるための仕掛けが欠かせないとした。
　海外展開については、外資と組んだ第三国でのプロジェクト展開もあり得るとの観点からも
議論された。東京理科大学の橘川武郎教授は、アジア等の新興国で日本が期待されるのは、
「生産が難しい誘導品だ」と語り、政府系金融機関を活用した海外進出を後押しするための仕組
み作りを提案した。
　同研究会は、石油精製事業者などをメンバーに、今年２月に発足。内需の縮小等大きな構造
変化に直面するなか、国内石油産業が生き残るには何が必要かを中心テーマに掲げている。

　５月２３日（水）
１ 石化コンビナート　未来への針路③

　誘導品投資が活発化、成長するアジアに照準
　石油化学事業を抱える化学大手は、誘導品の高付加価値シフトに軸足を置いてきた。４年を
超える高収益のなか収益安定化に向けた新規事業や設備刷新などの投資も盛んになってきた。
ただ「ミリオンは投じてもビリオンは投下しない」。投資先は上流のエチレンには向かず、あ
くまで誘導品にとどまる。
　「汎用品の一定量は輸入品に置き換わっていく。付加価値が高くトータルに競争力のあるコ
ンビナートしか生き延びれない」（石化協の淡輪敏会長）という。
　昭和電工は「アセチル関係を中心に独自の触媒研究室を持ち、この強みを生かした新規の
Ｃ２系誘導品を事業化する」また「ＮＳスチレンモノマーの合弁化やサンアロマーの過半株式
の取得で誘導品事業を強化しており、数千トン規模のエチレン誘導品を来年末には事業化した
い」という。
　三井化学は、出光興産との合弁会社であるプライムポリマーを通じてＰＰのＢ＆Ｓに乗り出
す。２０２１年中頃の完成・稼働を目指し、千葉地区に年産２０万㌧プラントを数百億円を投
じて新設する検討を進めている。高経年化設備を廃棄し、年産約１１８万㌧の能力は大きく
変えず、製品の高機能化に照準を置く。
　三菱ケミカルでは、日本ポリプロが独自製造技術のホライゾン法の採用により、ＰＰ年産
１５万㌧の新工場を約９０億円を投じて五井工場に新設する。１０月に営業運転を開始する。
　誘導品の拡充はコンビナート全体の競争力強化策の一環だが、アジアでの競争力確保策でも
ある。海外拠点での投資も重要になり、住友化学はシンガポールでＰＰの能力増強も視野に入
れる。「石化事業の規模を大きくし、キャッシュフローへの貢献度を固める」のが狙いだ。
　旭化成は、世界第２位の市場シェアを持つＡＮの能力増強に動く。第一弾として韓国の子会
社でボトルネック解消により１９年から２年かけて年産４万～５万㌧増やす。中長期的展開



のなかで「Ｃ３確保をクリテイカルファクターにしてＡＮ新設を視野に入れていく」と意欲を
示す。
　国内石化は近年の好況を受けて、間違いなく投資拡充の局面へと移っている。ただ、過去に
計画したり長年温めていた案件が多く、上流のエチレンへの戦略はほとんどない。石化製品の
世界需要は持続的に拡大し、需給が大きく緩む可能性は小さいというのが最新の見立てだ。
　隣国韓国では、エチレン増強計画が相次いでいる。日本はどう手を打つのか。

　５月２４日（木）
１ 石化コンビナート　未来への針路④

　スーパーサイクル、どうなるシェール革命
　「スーパーサイクル」。今、世界の石化関係者の間で上がったキーワード。世界的な石化
好況を受けて例年以上に明るいムードにあるなか、石化製品で得たマージンを投資に回し、
業界全体が成長を続けるスーパーサイクルが２０２０年代前半まで続くとの観測が広がる。
　シェール生産の活発な北米をはじめ、中国や中東などでエチレン関連設備の新増設計画は
引きも切らない。米輸送会社のアメリカン・エタンが中国企業とエタン輸入の長期契約を締結。
米エネルギー・トランスファ・パートナーズ（ＥＴＰ）も中国企業とエタンの出荷設備を建設
する。いずれもエタンを原料に中国でエチレンや誘導品を作る計画だで、合計で年２００万㌧
のエタンクラッカー４基分に上る。実現にはエタンを運ぶ専用船が５０隻程度必要という壮大
な計画だ。
　米国では、シェール第２波といわれる２２～２３年にエチレン約１２８０万㌧、ＰＥ約９３
０万㌧の新増設が立ち上がる。中国も２２年までに確度の高い１４期分だけでもエチレンは
１４５０万㌧増える。石化製品の中長期的な需給バランスはどうか。識者の話を総合すると、
１７年の世界需要（エチレン換算）は約１億５０００万㌧で、１８～２２年まで年平均３．４
％程度伸びるとの予測が大勢を占める。年間５００万㌧の需要が生まれる計算だ。米中を中心
とした新増設で一時的に調整局面に入るとみられるが、世界のエチレン設備の稼働率は底と
みられる１９～２０年でも採算ラインの９０％台を維持するとの見方が浮上している。
　足元、北米のシェールガスから取れるエタンの価格は１００万ＢＴＵあたり３～４㌦と安価
で、シェール由来の石化製品は“黒船”とも言われてきた。だが、その競争力は未来永劫続く
のか。「シェール第３波といわれる２５年以降のエタンクラッカーの新増設計画次第で、エタ
ン価格が上昇する可能性もある」と指摘するのは三井物産ベーシックマテリアルズ本部の浅野
健一第一事業室長だ。
　北米のエタン価格は、３０年頃に現状比で２～３倍になるとの海外調査会社の試算もある。
この水準だと原油価格が７０㌦前後でも、日本国内の石化企業が生産するナフサ由来の石化
製品がアジア市場で競争力を保つとの試算が成り立つ。
　シェールの生産コストは発掘技術工場などで下がる可能性はある。一方で自動車の電動化が
進むと、ガソリンに混ぜているナフサが余剰になり、石化製品に回ることでナフサ価格を押し
下げることも想定される。また、石油業界では電気自動車等の普及でガソリン需要は減る半面、
世界的な航空需要の拡大によりジェット燃料が増えるため石油精製設備の稼働率は一定水準を
維持するとの見方もある。１０～２０年先を見据えた際、「石化原料としてのナフサの価値が
再評価され、ナフサベースの石化回帰が進む可能性も否定できない」（大手商社）。

２ 三菱ケミカル・・・多層包材をバイオ化、生分解で欧州需要狙う
　三菱ケミカルは、多層バリア包装材のバイオ樹脂化に取り組む。生物資源とバイオ技術を
用いて地球規模の課題の解決と経済発展の共存を目指すバイオエコノミーの概念が広まるなか、
欧州を中心に包装材に生分解機能が求められ始めている。
　従来、リサイクルやコンポストが困難だった多層包装材で生分解を実現できれば幅広い用途
で需要を取り込めるとみて実用化を目指す。
　欧州などでの展開を見据えて、まず家庭やオフィスで活用が増えているエスプレッソマシン
に詰め替えるコーヒー豆を封入するカップ容器のバイオ樹脂化を進める。
　バイオ・ポリブチレンサクシネート（ＰＢＳ）を基材に用い、酸素などを遮断するガスバリ
ア樹脂はグループの日本合成化学工業が開発したブテンジオールビニルアルコールコポリマー
（ＢＶＯＨ）の「Ｇ－ポリマー」を使う。いずれも生分解性を備える。バイオＰＢＳとＧ－ポ
リマーを貼り合わせる接着樹脂の「モデイック」もバイオ化する。多層バリア包装材は複数の
樹脂で構成されており、全てをバイオ化するのは従来技術では困難だった。開発品が実用化で
きれば多層包装材を土などに混ぜて堆肥にするコンポスト化が可能になる。
　同社が多層包装材のバイオ化に取り組むには、欧州などで食品包装材を中心に生分解性が求
められているためだ。イタリアは果実等を包む包装材に今年以降、生分解の機能を必須としてお
り、フランスやスペインも同様の規制に動いている。

３ 萩原工業・・・包材加工の東洋平成ポリマー買収
　萩原工業はこのほど、樹脂製の包装資材や化工品を手掛ける東洋平成ポリマーを子会社化す
ると発表した。１１億３０００万円で全株式を取得する。樹脂加工の技術力向上につなげる
と共に、市場開拓を加速するのが狙い。同社は国内に製造拠点を３カ所所有しており、萩原
工業ではこれらの機能や能力を精査して今後の活用方法や設備投資の有無を検討していく。
　東洋平成ポリマーは東洋電化工業（高知市）のグループ企業。東洋ケミカルと昭和電工子会
社だった平成ポリマーが２００７年に統合されて発足した。
　工場は、本部機能を置く茨城工場が主力。製品ごとに福島工場（いわき市）と高知工場も構
える。萩原工業では、子会社化に当たり、フラットヤーンをはじめとする共通の技術・分野に
ついては、技術力の一層のブラシュアップと顧客の拡大が見込めると判断。競合していない加



工品分野は製品ライナップの充実に資するとみている。

４ ＰＥ連合会・・・通常総会を開催
　日本ポリエチレン製品工業連合会は２２日、如水会館で通常総会を開催した。２０１７年度
の活動報告を行うとともに、１８年度の活動方針と予算案を了承した。　総会後の懇親会で
挨拶に立った萩原邦章会長は、「平成３０年度もコンプライアンスの徹底と環境問題への対応
を中核に活動を行っていく。また、企業活動においては、ＩｏＴ、ＡＩを取り入れていくため
の検討が必要になっており、関係する情報だけでなく学習の機会も企画・提供していきたい。
環境問題に関してはプラスチック海洋ごみの問題が世界的に顕在化し問題視されており、本日
の総会では日本プラスチック工業連盟の同問題に向けた宣言活動への参加が決議された。
会員各社におかれてもその趣旨を理解し、活動への参加をお願いする」と述べた。その後、
藤森明彦副会長の音頭で乾杯し歓談に移った。

８ ２月のプラ生産・出荷
　経産省のデータをもとに日本プラスチック工業連盟がまとめた統計によると、プラス
チック製品の２月出荷は速報ベースで前年同月比０．３％減の４３万３９７トン。
生産は０．８％増の４２万７０９９㌧だった。

【２月のプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）

１１ 文科省等が「大学ファクトブック」：３２７校の産学連携体制まとめ、マッチングに役立てて
　産学連携による共同研究を強化するための“百科事典”が完成した。文科省が経団連や経産
省と共に編集した。「産学官共同研究におけるマッチング促進のための大学ファクトブック」
がそれ。全国の国公私立大学３２７校を対象に、企業がパートナーを比較検討する上で参考に
なる情報をまとめた。
　大学の産学連携機能の「見える化」を目的に、各大学を共通の書式で整理し、企業が比較
検討する上で利用しやすく配慮した。
　知的財産権や守秘義務に関するもの等産学連携する上で求められる各種規定の一覧を設け、
その有無が一目でわかる様にしたほか、共同・受託研究の実績では相手先企業の規模や研究費
別に表やグラフを使って分かりやすく示した。
　コネクテッドインダストリーズの実現へ向けて産業のあり方を変革するには、大学と産業界
が連携を深めていくことが重要となっている。

　５月２５日（金）
１ 石化コンビナート　未来への針路⑤

　幻のＢ＆Ｓ構想再び　柔軟な発想　各論超えて
　スーパーサイクルに入った世界化学の需要を日本はいかに取り込むのか。直面する課題は、
ナフサクラッカーの高経年化や規模の小ささだ。解決策の一つ、エチレン設備新設は数千億円
の超大型事業となり、投資効率を重視すれば非現実的との意見は多い。だが、それが国内石化
の未来を導く可能性がある。
　「東日本オレフィン構想」。複数社が共同で１００万㌧超の大型ナフサクラッカーを建設、
Ｂ＆Ｓする。何度も必要性が指摘されたが、かなわなかった幻の計画が、再び現実味を帯びる。
「検討は極めて初期段階」（石化大手首脳）だが水面下の折衝が始まっている。
　ナフサクラッカーの老朽化は時間との勝負だ。旭化成の小野善広上席執行役員石油化学事業
本部長は「日本のクラッカーはメンテナンスは行き届いているが、稼働開始後５０年以上経過
したものも多数あり、未知の領域に入っている」と危機感を抱く。三井化学の淡輪敏社長は
「基幹装置は問題ないが、プラントの基礎がどれだけもつか」と案じる。
　生産能力は世界に見劣りする。原料を輸入に依存する日本のナフサクラッカーの能力は５０
万㌧前後と小粒だ。１００万㌧以上が標準となった海外勢とどう対抗していくのか。
　この二つの課題の答えが大型エチレンＢ＆Ｓ構想となる。住友化学で石化部門を統括する
竹下憲昭代表取締役専務執行役員は「このままでは日本の石油化学はジリ貧。将来的な日本の
石化の絵を描くために必要」と指摘し、多くの石化関係者が総論で賛成する。しかし、石化は
市況の振れ幅が大きく、総合化学各社は振れ幅の小さいヘルスケア等に重点投資する。
各論に入ればＢ＆Ｓ構想はたちまち頓挫する。「日本のいまの延長戦上にエチレン新設はあり
得ない」。三菱ケミカルの岡本純一専務執行役員石化部門長はこう話す。しかし、エチレン
新設が非現実的と指摘するのは、日本の石化が生まれて６０年の間に様々な制約・条件が規定

主な品目 区別 １月 ２月 前年同月比

フィルム・シート
生産 191,341 198,498 101.3
出荷 189,261 196,032 99.4
在庫 236,125 241,383 102.4

日用品・雑貨
生産 22,690 23,080 95.7
出荷 23,241 23,973 98.6
在庫 22,240 22,442 114.7

容器（中空成形）
生産 34,480 37,517 101.8
出荷 35,672 38,576 102.4
在庫 35,949 36,801 110.6

合計
生産 411,044 427,099 100.8
出荷 413,822 430,397 99.7
在庫 408,119 416,107 104.5



されたためだ。「しがらみから解放されればどのような未来を描けるのか」。同社は今年初め、
２０年後に幹部になる４０歳前後の人材を集め、Ｂ＆Ｓも含め石化の最適な姿をゼロベースで
議論するよう命じた。
　大型エチレンＢ＆Ｓ構想にはどんなハードルがあるのか。淡輪氏は最大の障壁は「スキーム」
とする。誘導品に強さを持つコンビナートを構築するには「ある時間軸を考えれば避けられな
い議論」だが、「投資額は大きく、経済性の評価基準は各社で異なる」。複雑に資本が絡み合
うコンビナートの縮図がエチレン設備とすれば、資本構成や留分消費の最適解を見つけるのは
難解な作業だ。
　もう一つの障壁は「パリ協定」。世界の温室効果ガスの排出を大幅に削減する方向に向かう。
日本のナフサクラッカーのＣＯ２排出量は、化学分野全体の６０％強。経産省の湯本啓一素材
産業課長は「大型化によるＣＯ２排出にどう対応するのか」と課題を提示する。
　経産省が１４年に示したように、国内のエチレン需要が大幅に減るシナリオも十分に考えら
れる。日本の石化が勝ち残るための最適解とは。「状況次第の外資との連携も視野に入れる」。
重要なのは世界の需要の伸びを日本がいかに成長に結びつけるかだ。日本に石化が生まれ今年
で６０年。既存概念にとらわれない柔軟な発想で次の未来を考える時にきている。

１ 石化協会長会見・・・国際情勢に警戒感、フル稼働、安全徹底を
　石化協の淡輪敏会長ら首脳は２４日、定例会見を開いた。エチレン設備の稼働率が実質フル
稼働の９５％を上回る状態が３０カ月連続となるなか、淡輪会長は「石化業界は好況だが、
世界の貿易摩擦やイランの核合意離脱等地政学リスクが高まっている。また日本経済も先行き
懸念要因が多い」。「協会として最重要項目に掲げる保安・安全の確保に一層力を注ぐ必要が
ある」と強調。
　尚、現首脳陣は任期２年が迫り、７月５日の定時総会で次期体制を決定するため定例会見は
今回が最後。淡輪会長は、米国は底堅い景気が続くとみる一方、大きく減速する欧州経済への
警戒感、中国の調整局面入りへの懸念、そして日本経済の先行きについては「前途多難」と表
現した。
　価格上昇が目立つ原油・ナフサについて、廣瀬隆史副会長（ＪＸＴＧエネルギー副社長）は、
原油について「地政学要因が大きく影響している」と説明。価格が上昇する中、中東などの
産油国や米国も増産に動くと予想されるが、制裁が実行された場合のイランからの輸出大幅減
や中東の軍事衝突の可能性等警戒感を示した。一方、ナフサは当初、需給緩和を予想してい
たものの、足元ではさらに引き締まる方向にある。市況も１㌧７００㌦近くまで上昇している
が、需給は今後安定すると予想した。

　新会長に森川氏
　石油化学工業協会は２４日、次期会長に昭和電工社長の森川宏平社長を推薦すると公表した。
先月１９日に会長選考委員会を開き、森川氏の推薦を決めた。７月５日開催予定の定時総会で
正式決定する。任期は１期２年。石化協の会長職は化学大手５社が輪番で担当する。

２ ４月の主要石化製品生産・・・エチレン生産定修影響し１２％減　稼働率９５％超
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた２０１８年４月の主要石油化学製品生産実績による
と、エチレンの生産量は前年同月比１１．８％減の４８万４３００トンだった。
実質稼働率は９２．４％となり、損益分岐点である９０％を超えた。国内２基のエチレン設備
が定修に入り、定修が無かった前年に比べ生産量が減った。定修を控えて輸出を絞り在庫を積
増す「計画出荷」の動きが広がり、ポリオレフィンの出荷も前年を下回った。
　淡輪会長は２４日の会見で「４月後半にかけて欧米、中東からエチレンの流入があり需給は
均衡した。ただ５月は国内２基が定修にはいるため、３月同様、需給は徐々にタイト化すると
みる」と語った。
　主要樹脂の出荷は、ＬＤＰＥが前年同月比９％減、ＨＤＰＥ、ＰＰが同１０％減となった。
ポリオレフィンは前年の出荷が高水準だったことや計画出荷が続いたことで、前年を下回った。

【１８年４月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【１８年４月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

112
97 87 90 87 104

前年同月比 97 89 108 90

90 109

ＰＰ
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国内 輸出 計
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数量 127.1 112.1 6.3 118.4
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生産
出荷

ＬＤＰＥ 127.1 104 95
ＨＤＰＥ 63.6 105 86

品目 生産高 前月比 前年同月比
エチレン 484.3 98 88



６ プラ工連・・・新会長に姥貝氏
　日本プラスチック工業連盟はこのほど開催した定時総会及び理事会で、石塚博昭会長の後任
に三菱ケミカルの姥貝卓美相談役を選任した。任期は２年。同連盟は４カ年計画の１年目に
当たる１７年度に、国際的に大きな問題になっているプラスチック海洋ごみ問題への新たな
取り組みとして「プラスチック海洋ごみ問題の解決に向けた宣言活動」の準備を進めた。海洋
プラスチックごみの大きな排出源であるアジア新興国に対するプラスチック廃棄物の管理向上
の支援などを目的に、日本化学工業協会が中心となり「海洋プラスチック問題対応協議会」（
仮称）の設立準備が進められている。同連盟は関係５団体とともにこの協議会の共同事務局を
努めていく。
　３０年までに世界が達成すべき目標を定めた「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が、１５
年の国連持続可能な開発サミットで合意されたが、同連盟も循環型社会形成を目指し、日本版
のプラスチック戦略を検討・発信する場を新たに立ち上げていく予定。また、プラスチック関
関係の国際標準化も積極的に進めていく。

１１ 三井化学・・・モーダルシフト推進　３１フィートコンテナ活用し鉄道輸送
　ＣＯ２排出７０％削減

　三井化学は、物流におけるＣＯ２削減に向けた取り組みを強化している。今年４月からは、
３１フィートコンテナを活用した鉄道輸送によるコンテナラウンドユースが本格稼働した。
■物流におけるＣＯ２削減に向けた取り組みは。
「以前からタンクローリ輸送やトラック輸送を鉄道・海上輸送に切り替えるといった物流に
おけるＣＯ２削減に取り組んでいたが、２００５年の改正省エネ法で全ての荷主に対して、
省エネ取り組みが義務付けられたことから、物流部を中心にモーダルシフトへの取り組みを
積極的に推進してきた」
■０５年に経産省のグリーン物流パートナーシップモデル事業に認定されています。
「それまで岩国大竹工場で生産した樹脂ペレットをフレキシブルコンテナや紙袋に充填し、コ
ンテナに積んでトラックで運んでいたが、それをバルクコンテナ輸送に切り替えた。これはポ
リエチレン製の多層フィルムの袋をコンテナ内部に直接設置しており、包装容器自体の無駄
なスペースがないため積載効率が高まり、効果的なコストダウンを図ることが出来る。
■液体製品についてはいかがですか。
「１８リットル缶やドラム缶での輸送から、輸送量が増えてきたら顧客にタンクローリーでの
輸送に切り替えてもらったり、ローリーからＩＳＯタンクコンテナに切り替えたり、更に量が
増えればケミカルタンカーへとサイズアップしてきた」
■最近、取り組み始めた共同物流について。
「同業他社とのコンテナラウンドユースを進めている。２０フィートコンテナで岩国大竹工場
で生産した当社製品を鹿島エリアのＡ社に運んだ後、空になったコンテナを鹿島エリアのＢ社
製品を積んで広島エリアまで運ぶというコンテナラウンドユースを１６年度から行っている。
これは海上輸送も利用している。Ｂ社はそれまで鉄道輸送のみだったが、海上輸送も確立した
ことでＢＣＰとしてのメリットも得ることができた」
■今後の取り組みは。
「モーダルシフト率は７６％まできている。残り２４％のトラック輸送をモーダルシフトさせ
るには顧客の受け入れ設備などの課題もあるが、これからもモーダルシフトを進めていかなけ
ればならないと考えている」


