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　７月３０日（月）
２ 国産ナフサ高騰続く・・・４-6月、４万８７００円に

　　２０１８年第２四半期（４-６月）の国産ナフサ基準価格は１キロリットル当たり４万
８７００円だった。前四半期に比べ８００円（１．７％）高い。３四半期連続で上昇した。
中東の地政学リスク増大による供給不安などから原油相場が高騰。連動する形でナフサ市況も
上昇が目立った。
　中東情勢の不安定化、ベネゼイラの内政混乱などによる供給不安が、米国等経済協力開発
機構（ＯＥＣＤ）諸国の在庫減少でさらに高まり、ブレント価格は５月２３日、１４年１０月
以来の高値となる１バレル当たり７９．８０㌦を付けた。その後、ＯＰＥＣ諸国と非ＯＰＥＣ
諸国による協調減産幅が緩和される観測で反落したが、６月下旬のＯＰＥＣ総会後に示された
合意内容に具体的な増産幅が盛り込まれず、供給への懸念が残ったことなどから再び上昇。
ＷＴＩは６月２９日に７４．１５㌦を付けた。
　この間のナフサ需要は５～６月に日本、台湾でクラッカー定修が始まるのを前に４月に減少
したが、中国の新規クラッカー稼働でスポット需要が増加。コンデンセート供給減の影響で
韓国製油所が重質ナフサ輸入を増やした。

３ 住化積水フィルム　杉浦一則　経営企画室長に聞く
　住友化学、積水化学工業の２社が産業革新機構による業界再編の提案に賛同し、２０１６年
に誕生したのがポリオレフィンフィルムの事業統合会社・住化積水フィルムＨＤ。同ＨＤは、
今年４月、子会社２社を吸収合併し「住化積水フィルム」を発足させた。新会社は更に旗印に
賛同するメーカーを募り、ＰＯＦ業界でプレゼンス向上を狙う。
■・・・足元の状況は。
「子会社のサーモ、積水フィルムを吸収合併した新会社が４月からスタートした。まずはシナ
ジー発現に向けて内部で足場固めを図っていく。一方で他社を巻き込んだ成長も描いていきた
い。われわれは国内フィルムメーカーとの連携・統合を進めると宣言した。業界をリードする
グローバルメーカーを標ぼうしており、既に複数社からアプローチがある」
「当社からも接触を始めたが、頭から否定される企業は少なく『一緒に何かしたいですね』と
いうメーカーが多い。共同開発、物流面の共有、既存製品のＯＥＭ提携等協力できる部分は
沢山ある。アライアンスで満足する企業もあれば、さらなるシナジーに向けて資本提携に至る
ケースもあるだろう。まずは一緒にできることを考え、延長線上に資本提携や統合がある」
■・・・再編のイメージは。
「正直、業界再編というダイナミズムは生まれないと考えている。ＰＯＦ業界は事業規模５億
円以上の企業が１００社強、数だけでいえば２００社以上が存在する。石油精製や医薬業界の
ような巨大プレーヤー同士が手を組めば、大きなうねりを伴った業界再編になる。ＰＯＦ業界
の数社が束になったところで業界再編まではいかないだろう。ただ、企業が乱立し、値下げ等
過当競争が激化する業界で、再編の声をあげることに意味がある。新しい風により業界がいい
方向に向かうことを期待している」
■・・・再編のネックは。
「企業理念や社風、会社の歴史等から方向性が合わないケースがある。連携には企業理念の
一致が重要。そこに企業の大小は関係ない。われわれはファンドではないので、一緒に成長で
きる企業と協力していきたい」
■・・・御社が考える方向性とは。
「ユーザー第一が基準だ。アライアンスは当事者同士のメリット、デメリットではなく、一緒
になることでユーザーに貢献できるかどうか。開発リソースを補完し合うことで提案力を強化
できたり、原料調達で協力できればコスト競争力にもつながる」

１１ エクソンモービル、エタンクラッカー稼働・・・エチレン１５０万㌧　ＰＥ向け
　エクソンモービルはこのほど、米テキサス州ベイタウンに建設したエタンクラッカーの商業
運転を開始した。昨年、同州モントベルビューに新設したＰＥ設備向けにエチレンを供給する。
　同社はシェール革命が本格化して以降、２０１３年からメキシコ湾岸で石化事業への投資を
開始。２２年までに計２００億㌦以上投資する計画を持つ。今回のプロジェクトによる経済効
果も大きく、地域経済の規模を年８億７０００万㌦ほど押し上げるほか、９０００万㌦の
税収増も見込めるとしている。

１１ ＲＡＰＩＤ　製油所、１１月試運転・・・分解炉は２月立ち上げ
　マレーシア国営ペトロナスは２０１８年１１月をめどに、石油精製・石油化学コンビナート
「ＲＡＰＩＤ」（同国ジョホール州）で製油所の試運転に入る。ナフサ分解炉も１９年初頭の
試運転開始を見込む。同社によると同プロジェクトに含まれる生産設備の建設進捗率は９０％
に達した。１９年下期とされていたポリオレフィン設備の稼働も１９年初頭に前倒しする方針
で、商業生産開始に向けた歩みは順調のようだ。
　ペトロナスは１８年末までに発電所や出荷設備、従業員用の施設等も含めたプロジェクト
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全体の進捗率は９８％に達するとしている。製油所も完成が近く、１１月には通油を開始する
予定。投入原油は合弁相手のサウジアラムコが最大７０％を供給する。
　エチレン生産能力が年１２０万㌧のナフサ分解炉は、来年２月までに立ち上げる予定。
年産４０万㌧のＨＤＰＥ、同３５万㌧のＬＬＤＰＥの生産設備は、それぞれ建設中で、予定を
前倒しして来年１月に試運転入りしたい考え。

　７月３１日（火）
１ 淡輪敏　日化協会長に聞く・・・社会問題解決へ役割増す　海洋プラ対応に力

　海洋プラスチック問題については秋口にも関連5団体で立ち上げる協議会を通じ「日本の
「化学産業としての立場を国とも連携しながら発信していく」。
■・・・化学産業を取り巻く環境の認識は。
「様々なイノベーションが起こる時代になった。例えば日本を代表する自動車メーカーの経営
者が危機感を示す程の激動期だ。一方、地球温暖化等の環境問題、資源・エネルギー問題、
食糧問題や貧困問題等、持続可能な社会の実現を脅かす社会課題が発生している。そうした中
で、革新素材を生み出す化学産業が持つ可能性、ポテンシャルが生きて来る。今後は。社会の
課題に対するソリューションプロバイダーとして、自らがイノベーションを主導していく役割
が期待されている」
■・・・海洋プラスチック問題が台頭している。
「緊急性の高いテーマだ。国のスタンスが問われる問題だ。化学産業は関係する産業の一つと
して向き合わなければならないし、問題解決への貢献が必要だ。ただ、ファクトが曖昧で、
課題だけが大きく取り沙汰されている部分がある」「国の方針に沿う形で化学産業としての
立場を示す。日本ではマテリアルリサイクルとサーマルリサイクルを合わせて、使用される
プラスチックの８５％が回収されている。回収率を更に高めながら情報発信に努め、海洋流出
の防止につなげていきたい」

１１ 経産省　「資源循環産業」育成・・・再生・産廃対策を一本化
　経産省は、資源リサイクルの推進と産業廃棄物対策を一体的に取り組む。それぞれに関する
業務を新たに設置した「資源循環経済課」に25日付けで集約した。日本ではリサイクル業と産
業廃棄物処理業が個別に発展してきた歴史がある。一括して取り扱うことで連携を促進し、循
環経済の構築に拍車をかける。合わせて廃棄物の輸出入に関する業務も取り込み国際的な資源
循環を推進。海外“都市鉱山”からの金属資源確保に道を開くとともに、「資源循環産業」
として「成長産業に育てる。
　産業廃棄物を引き取る際に処分料を取る場合は産業廃棄物処理業の許可が求められ、有価物
として買い取るリサイクル業者とは区別される。最終処分場を持ち再資源化も手掛ける大栄
環境ホールデイングスと金属リサイクルに強みを持つリバーホールデイングスが2015年に合併
会社メジャー・ヴィーナスを設立。更に18年6月は、廃液を含む工業系廃棄物リサイクルを得
意とするアミダホールデイングスと大栄環境、メジャー・ヴィーナスの３社が包括提携し、
資源リサイクルと廃棄物処理を一手に引き受ける「静脈メジャー」としても体制整備に乗り出
した。
　国内の産業廃棄物の発生量は10年に4億㌧を割ってから、ほぼ横ばいで推移している。今年
発表された「環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報告書」では、国内の廃棄物処理・
リサイクル市場の規模は16年の約４兆円から50年には約３兆円に縮小すると見込まれている。
産業廃棄物・リサイクル業者が成長を続けるには海外需要の取り込みが求められる。
　一方、欧米などでは回収から再資源化や最終処分までを貫く大企業が、スケールメリットを
生かした事業を展開しており、廃棄物処理が深刻な問題となりつつある新興国に進出し始めて
いる。日本企業が対抗するには、従来の垣根を越えた連携を進める必要がある。
　資源循環経済課の設置は、こうした流れに呼応するもので、資源循環を産業として幅広く
捉える体制を整えた。有害廃棄物の輸出入も併せて所管し、国際的な資源循環の実現を目指す。
　政府では、高い技術力を背景にした日本のリサイクル業の海外進出に期待を寄せている。
インフラ輸出の重点分野の一つに位置付けられており、5月に経産省と環境省が共同で、海外
展開戦略をまとめた。更に経産省では、資源の効率的な利用により最大限の付加価値を生み出
す「資源循環産業」を経済成長の牽引役とする「循環経済ビジョン」の策定にも乗り出してい
る。世界の廃棄物・リサイクル市場は、16年の約76兆円から50年には約171兆円に拡大すると
見込まれている。日本は特に金属リサイクル技術に強みがあり、資源循環の輪を日本国内から
国際的に広げることは、新たな資源獲得の手段となる。

１１ 総合海洋政策本部　年度内に意見集約・・・プラごみ対策ＰＴ設置
　政府は総合海洋政策本部（本部長・安部晋三首相）は、海洋プラスチックごみ対策を進める
ためのプロジェクトチーム（ＰＴ）を設置した。同本部の有識者会議に置くとし、環境省を始
めとする関係省庁のほか、自治体や企業からも聞き取りを実施し、政府全体の施策に反映する。
年度内に意見の集約を図り、2019年に大阪で開くＧ２０での議論に生かしていく。
　国内外でのマイクロプラスチックを含めた海洋ごみ問題に対する関心の高まり、改正海岸
漂着物処理推進法の成立、「プラスチック資源循環戦略」の策定といった動きが相次ぐ中、海
洋政策を総合的に推進する同本部としても検討することを決めた。
　各省庁が持つマイクロプラや対策の状況を集約・共有し、政府全体で連携できるようにする。
企業などからもヒアリングを行い、実態把握を急ぐ。
　同本部は07年に成立した海洋基本法に基づき設置した機関で、海洋基本計画の作成等に当た
っている。概ね5年毎に同計画は見直しており、今年度は第3期海洋基本計画の初年度となる。



　８月１日（水）
３ 花王、インキ業界に革新の狼煙・・・水生ＩＪ　包装の表刷りに　高耐久性・低臭を実現

　花王は、印刷インキ業界に革新の狼煙を上げる。成長株のインクジェット（ＩＪ）インキ
市場で水性化により差別化したのに続き、新たにフィルム包装の表刷りで画像耐久性かつ低臭
も実現した。これにより表刷り用途で同じく市場牽引役の筆頭である紫外線（ＵＶ）硬化イン
キに主役の交代を迫るだけでなく、裏刷りが主流の包装市場の構造さえ引っ繰り返そうとして
いる。販売面でもエンドユーザーの立ち位置を有効活用して従来の慣習を打破する構えで、
業界の台風の目になりそうだ。
　花王は2016年、水性ＩＪインキ「ＬＵＮＡＪＥＴ（ルナジェット）」を開発してインキ市場
に参入した。独自のナノ分散技術、ＶＯＣレス設計でグラビア印刷並みの高画質を実現する
世界初のインキで、今年に入りブルボンの菓子フィルム包装で実績化している。
　今回、包装の表刷りにも印刷できるグレードを開発。ポリエステル系樹脂の採用で強固な
印刷塗膜を形成して画像耐久性を高め、適用可能範囲を大幅に広げた。
　食品包装などでは耐久性の観点から包装の裏側に印刷され、内容物と接しないよう上から
フィルムをラミネート接着させる裏刷りのグラビア印刷が市場の7割を占める。表刷りの用途
は足の速い日配品等に限定されているが、懸案の耐久性が克服されたことに加え、ＥＳＧ
（環境、社会、ガバナンス）の意識の高まるエンドユーザーには、水性インキの魅力は光って
見えるに違いない。注目すべきは表刷りで主流のＵＶインキにみられる臭気問題もクリアして
いることだ。「ＵＶインキは未反応モノマーが発生源となり、梱包の開封時や室内サインで
臭気が拡散する」。表刷りは。裏刷りに比べ印刷プロセスも簡素化できる。
　印刷インキ全体では、デジタル化で苦境に立つオフセットインキやグラビアインキの市場
規模は依然大きい。一方、オンデマンドで少量多品種印刷が可能なＩＪインキは企画商品等で
需要が伸びている。花王の生み出す付加価値はニッチなＩＪを表舞台に踊り出せる力をもつ。
　ただ、印刷業界には、インキメーカーと印刷会社が直接取引する商慣習が一般的。また、
いかに優れたインキであってもＩＪ印刷機なしには普及しない。花王の販売戦略が気になる
ところだ。花王が掲げる25年のインキ事業の売上高目標は３００億円。

４ 廃プラ輸出　東南アジア向け拡大・・・中国、香港の激減カバー
　廃プラスチックの東南アジア向け輸出が拡大している。今年１月から中国が輸入制限した
影響を受け、これまで仕向け地の中心を担っていた中国、香港向けが激減するなか、代替地と
してベトナム、タイ、マレーシアへの輸出量が急増している。韓国も国内廃プラの行先を失い
混乱しているとのニュースが伝えられるなか、ＰＥＴくずは日本から韓国向けの輸出が増加す
るなど、いまだ業界全体が混沌とした状況にあると推測される。
　財務省貿易統計によると、ＨＳコード3915が割り与えられるプラスチックくずの日本の輸出
量は今年1-6月で53万4998㌧だった。前年同期比30％減となる。同期間の中国向け輸出が例えば
ＰＥくずが同97％減、ＰＳくずが同95％減、ＰＶＣくずが0㌧等と極端に落ち込んだ割には落ち
込み幅は小さい。大幅な落ち込みを逃れたのは、ベトナム、タイ、マレーシア、台湾等を新た
な廃プラの仕向け先として開拓できている効果が大きい。リペレットずみの再生樹脂であれば
中国にも輸出できるため、それまで中国国内で成形を行っていた企業が、中国以外でリペレッ
トしたり、成形自体も行おうとする動きが広がっていることを裏付けている。中国、香港の２
カ国で60万㌧近く輸入量が減少した一方、東南アジア3カ国と台湾で31万㌧増加した。
　ただ、あまりの急激な増加は各地で軋轢を生んでいる。廃プラのなかでも異物が多量に混入
したような低品質品は再生処理を行うことで自国内の汚染につながりかねないため、税関での
チェックを厳しくする動きが出始めている。品質面で問題がないものでも港湾での輸入審査が
滞り、1カ月以上待機させられたため、その間のコスト負担から輸入業者が引き取りを拒否し
ているするケースもあるようだ。中国以外のルート開拓により、廃プラ輸出の動きが落ち着き
を取り戻すにはもう少し時間がかかりそうだ。

　８月２日（木）
２ エフピコ　佐藤守正社長に聞く・・・冷食向け新型容器に挑戦

　国民のライフスタイルや食生活の変化がタイムリーに反映される食品プラスチック容器業界。市場の
ニーズを敏感に取り込みながら、今期も過去最高の売上高を見込むなど好調を維持しているのが国内最大
手のエフピコだ。事業環境の見通しや今後の取組みを佐藤社長に聞いた。
◆中食市場が成長するなか、今度は冷凍食品分野に目を向けています。



　マルチＦＰ（ＭＦＰ）容器はマイナス４０～プラス１１０℃までの温度帯に対応している。最大の強み
は発泡により断熱性があることだ。惣菜類をそのまま冷凍して、電子レンジで加熱して食べる製品が増え
てきている。断熱泥濃を備えてＭＦＰのメリットをどこまで生かせるのか、生かせる形状やどの食品に
合うのかなど研究を開始したところだ。
◆事業化の時期は。
　簡単ではない。数字を言える様になるのは来期になるかもしれない。最終商品自体が安価なので、容器
に対する価格の要求も強いと思う。持ち手が熱くならないのをどこまで機能として認めてもらえるか。
◆ＰＥＴ樹脂の高騰が著しいなかで（再生材を使った）エコＰＥＴの優位性が高まっています。
　原料価格からみたら圧倒的な競争力がある。中国が年間２００万トンほどあった廃ＰＥＴボトルの輸入
を止めたので、中国でバージン材の需要が増えているようで、その結果世界的にＰＥＴの需給がタイトに
なって高騰している。まだ価格が下がる感じはしない。下がったとしてもエコＰＥＴ原料の価格までには
ならないだろう。
◆今後のエコＰＥＴ事業は。
　中国の再生メーカーが日本に処理工場を建て始めている。この動きがどこまで来るのか分らないが、
加工したＰＥＴが一部また中国に入り出すかもしれない。もう一つは、マイクロプラスチックの問題から
始まった逆風がものすごい。欧州ではプラスチック包装材を２０３０年までに１００％リサイクル可能な
ものにしようとしている。ＰＥＴからＰＥＴにしていかないと使うこと自体に制限がかかってくる。飲料
メーカーも真剣に取り組むだろう。そうしたニーズも出てくる。関東には結構プラントがあり、中国や
台湾企業も増強する。国内企業も飲料メーカーと組んで力を入れている。ボトルの消費量で次に多いのは
近畿圏ということになる。
◆食品衛生法が改正され、合成樹脂原料はポジティブリスト制度となります。
　法制化のなかで当然リサイクルも検討されている。今後の省令や政令のなかで食品包装用途にリサイク
ル原料を使う基準が議論されるだろう。ＦＤＡの基準に近いものになってくるのではないか。誰が容器を
製造しているのか、全国の中小メーカーを把握するところから始めるだろう。使用者である食品メーカー
は（容器メーカー）基準を満たしているか証明を要求し始める。当社は先んじて、資金と時間をかけて
ＦＤＡ仕様のプラントを完成させている。

８ ナフサ市況アジアで上昇　原油高騰、中国など需要旺盛
　ナフサのアジア市況が上昇した。今年は東アジアのクラッカーの定修集中などによって４月以降は
弱含むと予想されていたが、韓国勢の購入増などを背景に需給がタイト化。５月に一時１トン当たり
７００ドルを突破した。その後６２０～６３０ドル程度まで軟化したが、中東の地政学的リスクの高まり
などを背景に原油が高騰。需要が堅調ななかで７月下旬から上げ基調で推移し、先月末までに６８０ドル
程度まで上昇した。
　今後のナフサ市況を取り巻く環境では、米国の対イラン経済制裁に関連してサウスパースコンデンセー
トの引取り禁止によるナフサの代替え使用の可能性や、米中貿易摩擦に関連して中国が中東産ＬＰＧの
購入を増やし、中東産ＬＰＧが高騰する可能性などが指摘されている。

８ 酢酸エチル急落　足元９５０ドル、原料安に連動
　酢酸エチルのアジア市況は急落している。指標となる中国ＦＯＢ価格は足元で１トン当たり９５０ドル
前後で推移。昨年１２月に１０００ドル台に到達してけあら、４月に酢酸の一段高で価格が高騰し、５月
には１１００ドル台に乗せ、６月中旬まで高水準を保った。６月下旬には酢酸の弱含みで天井を打ち、
その後は軟化の一途で、７月上旬には２０１７年１０月以来となる９００ドル台まで落ち込んだ。
　高値要因だった酢酸市況は域内の定修が明けたほか、一部の設備トラブルも解消したことで供給量が
回復している。需給タイトが和らいだことで、６月下旬から下げ基調で推移している。そのほか中国の
内需が振るわず、アジア域内に安値で玉を吐き出していることも価格を下押ししているようだ。もう一方
の原料である工業用エタノールの需要期が夏場とされる。この先、エタノール市況が高騰すれば、原料高
が価格の下げ幅を縮める可能性もある。

８ 出光ユニテック　ポリオレフィンフィルムなど値上げ
　出光ユニテックは、８月２７日出荷分からポリオレフィンフィルム・シート、ジッパーテープを値上げ
する。対象製品と改定幅は、ユニラックスおよびユニクレストが一連当たり２０μｍ換算で３００円以上、
プラロックが現行価格比５％以上、マルチレイ、ピュアサーモ、スーパーピュアレイ、容器が１０％以上。
原料価格上昇、ユーティリティーや副資材、物流、設備維持のコスト増が自助努力だけで吸収できる水準
を超え、安定供給と事業を継続していくには、採算是正が避けられないとの判断。

８ サン・トックス　ＯＰＰ・ＣＰＰを３００円以上値上げ
　サン・トックスは、９月３日出荷分からポリオレフィンフィルムを値上げする。改定幅はＯＰＰ、
ＣＰＰともに５００ｍ2当たり３００円以上（２０μｍ換算）。原料レジン価格上昇、副資材や物流、
用役などの費用上昇への自助努力での対応が限界に達したため価格改訂を決めた。

８ ６月化学工業統計　ＰＰ生産２６％減
　経産省がまとめた６月の速報によると、ＰＰの採算は前年同月比２６．４％減、出荷が１４．８％減
であった。塩ビ、フェノール樹脂やエポキシ樹脂などの生産、出荷も前年同月を下回った。

１１ 環境省　「２℃目標」２１社を支援・・・三菱ケミＨＤなど、２０年にもＳＢＴ１０0社
　環境省は、「企業版２℃目標」（ＳＢＴ）設定の支援先を決定した。２１社のうち化学業界からは三菱
ケミカルＨＤ、ＤＩＣ、ライオンが入った。ＳＢＴは、パリ協定で掲げた「２℃目標」の達成へ科学的に
適切な取り組みを進めている企業の証しとして世界的に注目されており、設定には国際機関の認定が必要。
同省は２０２０年に現状の４倍を超える１００社での設定を目指している。今年度は目標の実現を支える
枠組みも用意し、日本企業の脱炭素経営を原動力とする飛躍を後押しする。



　今年度は２０年にＳＢＴ認定企業を１００社とする目標を掲げ取組みを強化。新たにＳＢＴを設定した
企業や、設定を目指す企業が情報を共有するためのネットワークを組織した。これまでにＳＢＴを設定し
た積水ハウスのほか、設定を宣言している花王や大塚製薬、ファンケルなど３３社が参加している。これ
らの企業を対象に、目標達成や経営計画の策定を支援できる企業を紹介する事業も始めた。
　ＳＢＴ（Science Based Targets）（科学的根拠に基づく目標）を意味する。企業は目標を設定し、
国際的組織であるＳＢＴイニシアチブへＳＢＴとしての認定を申請する。認定は、産業革命時からの気温
上昇を２℃未満とするシナリオと整合していることが条件となる。企業はＳＢＴ認定によって、気候変動
対策の妥当性を投資家や金融機関に示すことになり、投資の促進が期待できる。
　ＳＢＴ設定企業は世界で１２３社。日本企業は２３社と、３０社の米国に次ぎ２位。ＳＢＴイニシアチ
ブは、ＳＢＴの設定を宣言した企業も公表しており、日本では住友化学や日本ゼオン、花王、ダイキン工
業、武田薬品工業、エーザイなど４０社が挙げられている。

１２ 韓国石化産業の今　新たな成長を模索（上）・・・加速するエチレン投資
　韓国の石化産業で投資熱が高まっている。化学各社は相次いでエチレン設備の増強を決定。石油精製企
業は新たにエチレン生産に乗り出す計画を打ち出している。加熱ぎみともいえる状況だが、懸念は最大の
需要地である中国における大増産と、廉価な米国・中東品のアジア流入という市場環境。原料を輸入に
依存し、内需も成熟段階に入っている韓国石化産業に勝算はあるのか、韓国の石化産業の今を追った。

◆競争力向上へ原料を多様化
　現在、韓国におけるエチレン生産能力は合計約９００万トン。日本の内需を満たすためには、エチレン
５００万トン規模の石化コンプレックスが必要といわれるが、韓国の人口は日本の半分以下の役５０００
万人。内需で消費されるのはエチレン換算で２５０万トン規模のみで、現時点でもエチレン６５０万トン
規模のコンプレックスで生産する石化製品を輸出しているという構造だ。
　そうしたなか、ＧＳカルテックスとヒュンダイオイルバンクがエチレン生産への進出を決めた。これら
２社は石油精製が本業。今回の決断の背景にあるのは、将来的な石油製品需要への懸念だ。２０１７年に
過去最高の業績を記録したＧＳカルテックスも例外ではなく「石化シフトを強め、会社の業態を変えてい
こうという上層部の強い意志の表れ」（市場関係者）という。
　両社ともに２２年頃の完工を予定するが、カギとなるのはポリオレフィンなど誘導品事業の成否。とく
にＰＥは廉価な米国・中東品との競争にさらされるため、根本的な競争力が求められる。そこで両社が
講じる施策はエチレン設備に用いる原料の多様化だ。
　ヒュンダイは製油所からの余剰重油を原料として有効活用する計画で、ナフサの比率は４０～５０％に
抑える予定。もともと付加価値が低い重質留分に価値を付与することや、さらに重油から軽油製品への
転換が不要となることで精製コストも削減できるため、プロパンベースのエチレン生産よりもコスト競争
力が高いという。ＧＳカルテックスもナフサのほか、液化石油ガス（ＬＰＧ）や製油所からのオフガスを
原料とするミックスフィードクラッカーを建設し、市況に応じた原料選択を可能にする。さらに同社が
予定する誘導品のＨＤＰＥでは、最新のプロセスを導入しパイプグレードを生産する予定で、「競合品
との差別化を図れるため、アジア市場で十分吸収が可能」（同）とみられる。
　また、Ｓオイルも年内の操業予定で残油流動接触分解装置（ＲＦＣＣ）によるプロピレン増産を進めて
いる。プロピレンの生産能力も約７０万トンを想定している。同社にとってＰＰ事業は初の試みだが、
親会社であるサウジアラムコが販売を担当するとみられる。さらに同社は、エチレン生産への進出も検討
中だと言われている。
　石油精製企業が石化に舵を切ることで、既存の化学メーカーにとっての新たな課題も見えてきた。韓国
の石化コンプレックスはナフサを主原料としているが、国内の精製分では賄いきれず、年３０００万トン
規模を輸入している。石油精製企業がナフサを自消する場合、既存メーカーは輸入ナフサへの依存度が
増すことは避けられない。大量のナフサを輸入するためには、受入設備増強のための多額の投資が必要に
なる。原料確保に向けた海外投資なども拡大する可能性がある。

◆財閥系企業の事情も関係か



　各社が矢継ぎ早に投資を打ち出す背景には、「財閥系オーナー企業」という韓国特有の事情も関係ある
ようだ。韓国のオーナー企業は、貯まったキャッシュを会社の内部保留とするか株主配当に回すかは柔軟
に決められるため、利益を大型投資に向けやすい。また、韓国の財閥系では役員は短期で刷新される「契
約社員」のような場合が多く、オーナーから短期間での結果が求められる。そのため、長期間のＲ＆Ｄ
（研究開発）が必要なスペシャリティ事業よりも、この数年市況が好調で、短期的な結果が出しやすい
汎用石化への投資が集中したという見方もある。

　８月３日（金）
８ 酢酸ブチル　国内品値上げ決着

　酢酸ブチルの値上げが決着局面を迎えている。５月下旬にダイセル、６月上旬にＫＨネオケムが１ｋｇ
当たり各３０円の値上げを打ち出した。海外市況のほか、酢酸といった原材料価格の高騰が値上げの理由。
値上げ交渉は国内需給がウエルバランスで推移していることや輸入品の値上げ交渉が進められていたこと
も影響し、比較的早期に決着した。ＫＨネオケムは２５円、ダイセルは２０円前後で決着した。
　国内需給は、国内主要メーカーのＫＨネオケムが３～４月に定修を行ったことや、約５万トン（推定）
の内需も底固いこともあって、上半期はやや需給のタイト感が続いた。現在も余力のある状況ではなく、
ウエルバランスで推移している。

８ 日本合成化学　ＰＶＡを３０円値上げ
　日本合成化学工業は、８月６日出荷からポリビニルアルコール（ＰＶＡ）「ゴーセノール」「ゴーセ
ネックス」を値上げする。改定幅は国内が１ｋｇ当たり３０円、欧州が１トン当たり３００ユーロ、
米州・アジアパシフィックが１トン当たり３００ドル。

１２ 広東省　大気汚染対策行動計画草案を策定・・・ＶＯＣ規制など強化
　広東省の環境保護庁は、３カ年の大気汚染対策行動計画の草案を策定した。国家計画やすでに開始した
プロジェクトを除いて石炭発電や石化、鉄鋼プロジェクトの新設を厳しく管理し、珠海デルタはＶＯＣ
含有量の高い溶剤型塗料やインキ、添加剤の使用を禁止する。２０１９年９月までに汚染排出企業の淘汰
を基本完了させる考え。実施に向けて今後、広く意見を募集する。
　ＶＯＣ対策に重点を置き、対象企業は１０７５社に上り、生産設備の密閉化や自動化などプロセス改善
による汚染対策も推進。ＶＯＣ排出管理やオンラインモニタリング監視体系も整備してゆく。
　化工園区については、２０年までに１０００の工業園区で循環型生産基地としての改造を実施し、国家
級循環モデル園区を形成する。広東省悪臭汚染防止対策法案を制定し、化工園区などで実施する。

１２ 韓国石化産業の今　新たな成長を模索（下）・・・東南ア、インド市場に期待
　一連の投資計画が出揃う２０２２年頃には、エチレン生産が１２００万トン体制となる韓国の石化産業。
もともと韓国の石化基地は輸出を前提とした作りで、物流コストなどにも優位性がある。新増設計画も
輸出を念頭に置いたものだが、韓国の関心事は最大の需要地である中国の動向だ。中国では国家計画に
基づき石化製品の内製化が進んでおり、自国製品を保護すべく芳香族製品など一部の韓国品はすでにアン
チダンピング（ＡＤ）税の対象となっている。米中貿易摩擦といった不確定要素もあるなか、今まで以上
に「対中国」を意識した事業戦略が加速することになりそうだ。
　２２年までの新規投資では、その多くは誘導品のポリオレフィンとして輸出される。当面は中国の需要
頼みとなるが、「脱中国の動きも相当意識している」（市場関係者）という。各社が注目するのはベトナ
ムなどの東南アジアやインド市場。また、ロッテケミカルはアフリカにオフィスを開設し、トレーダーを
経由せずに自社で販売する体制を整えているという。また、生産能力の縮小が予測される日本市場も汎用
品の需要地として視野に入れている。
　「脱中国への意識」の契機となった中国による石化製品の内製化計画だが、韓国内では「昨今の環境規
制の厳格化から、全計画が実現する可能性は低い」（同）とみる向きが多い。加えて中国の内需が巨大な
規模で継続成長を続けていることも投資計画に安心感を与えたようだ。
　一方、中国がＡＤ税で自国保護を進める芳香族製品については、韓国勢はその成り行きを注視している。
具体的にはスチレンモノマーだ。そのほかパラキシレンの動向にも注目は集まっている。


