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　２月１８日（月）
２ 社説・・・米中動向に鑑み重要性増す日独連携

　ドイツのメルケル首相が今月初めに約３年ぶりに来日、安倍晋三首相と会談した。対中外交
重視の姿勢を鮮明にしてきたメルケル首相だが、足元では知的財産権の問題等で中国への警戒
感を高めている。保護主義の台頭を前に自由貿易体制も揺らぐなか、日本にとってドイツとの
連携は重要なカードになる。両首脳は会談で経済面での関係強化で合意。「今年の主要２０
カ国・地域（Ｇ２０）の議長国である日本とドイツが連携し、共にルールに基づく秩序づくり
をしよう」と呼び掛けた。

　ドイツ工業団体の調査では同国製品の模倣品の８割以上が中国製だと報告され、国内で不信

感が高まっている。１月にドイツ産業連盟が政府に対し「中国が市場の規律を著しく脅かして
いる現実を直視すべきだ」と訴え、中国に対する厳しい措置を採るよう求めた。ドイツ産業界
には、同様の技術立国である日本と共通の価値観を持つことができ、連携して中国に知的財産
の保護の重要性を迫ることが可能との見方がある。
　中国は両国にとって魅力的な市場であることは間違いないが、中国政府が産業の高度化を
促進するなか、強力なモノづくりのライバルになってきたのも事実だ。中国とは貿易等で上手
く付き合いながら、他方で知的財産の問題等での解決等を迫る仕組みが必要になる。
　日独首脳会談では、人工知能（ＡＩ）や自動運転などでのデータといった先端分野で協力を
推進していくことでも合意した。これら分野で両国は米中に遅れをとっており、共同研究等を
強化することも確認した。自動車産業大国の日独が適性なルール作りなどで連携する意義は大
きい。
　今年は日本がＧ２０の議長国を務める。米国が保護主義に傾斜し、英仏首脳の求心力も低下
するなか、日独が多国間主義や世界貿易機関（ＷＴＯ）改革の推進で担う役割は小さくない。

２ 昭和電工　中計設備投資、初年度に５割・・・高純度ガスなど育成、さらなる構造改革も
　昭和電工が積極策に打って出る。２０１９～２１年の中計に盛り込んだ設備投資枠２５００
億円の内、約５割を初年度に計画。その一方で、低収益事業の構造改革も一段と踏み込む。
　黒鉛電極が収益を稼ぐ間に、新たな柱の育成を急ぎ、収益基盤の多角化を図る狙いだ。
　中計初年度の１９年１２月期は設備投資額（意思決定ベース）１１８０億円を計画。
３年総額の４７％に相当するが、森川社長は「その準備を前もって進めてきた」と語り、用意
周到ぶりを伺わせた。成長投資の筆頭は、半導体向け高純度ガスとパワー半導体用のＳｉＣ（
炭化ケイ素）エピウエハーだ。主力事業の競争力強化にも資金を投じる。黒鉛電極で事業買収
した旧ＳＧＬの生産拠点、主に基礎化学品を生産する川崎事業所で生産性向上等の改善投資を
実施。石化製品を手掛ける大分コンビナートでも基礎化学品エチレンを原料に使う新規誘導品
の事業化準備に取り組む。
　前中計で汎用アルミナ事業の撤退等に取り組んだ構造改革は、新中計でも手綱を緩めない。
国内需要が低迷するアルミ缶事業、中国ＥＶ市場の立ち上がり遅れが響いたリチウムイオン
２次電池材料事業の減損処理等で前期に２２５億円の特別損失を計上。１９年１２月期も黒鉛
電極と基礎化学品の改善投資に伴う設備除却損、一部事業の構造改革費で２００億円程度の
特損を見込む。国内アルミ缶事業は、今期中に生産能力の最適化を図り、販売価格の地金連動
性への移行も進める意向だ。
　１９年１２月期の純利益予想は前期比８％増の１２００億円。すべての利益項目で３期連続
の過去最高更新を見込んでいる。
　「足元の収益力は着実に高まった」。ただ、今期も全社営業利益１９００億円の約８割を
黒鉛電極が属する無機セグメント（１４８０億円）で稼ぐ偏った収益構造は変わらない。
より安定した収益基盤を築くには、意志ある投資の成果を早期に発現させることが重要になる。

　２月１９日（火）
２ エチレン系石化製品　１８年内需　前年割れ・・・定修集中で輸出８％割れ

　経産省が公表したエチレン換算輸出入実績によると、２０１８年のエチレン系製品の内需は
前年比３％減の４９０万５０００㌧だった。１８年は定修の集中年にあたり、石化製品を内需
に振り向けるため輸出を抑える動きが広がった。
　１８年のエチレン生産量は６１５万６５００㌧、エチレン系製品の輸入量は４．１％増の
８８万２５００㌧、輸出量は８．１％減の２１３万４０００㌧だった。
　エチレン設備は国内１２基の内７基が定修を実施。
　１９年の国内エチレン設備の定修予定は３基と前年に比べ少なく、稼働率を９６％と想定す
ると年間生産量は６５０万㌧弱になる見込み。
　内需は底堅く推移するとみられる反面、米中貿易摩擦や中国経済の減速、米シェール由来
石化製品の増産がアジア市況に及ぼす影響は見えにくい。年間を通じて輸出がどの程度で推移
するかが１つの焦点になりそうだ。

　エチレン稼働率　１月は９８．４％
　エチレンの２０１９年１月生産量は前年同月比０．６％減の５８万８００㌧だった。
定修プラントはなく、エチレン設備の稼働率は９８．４％となった。
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４ 酢酸エチルに底打ち感・・・酢酸定修を控え先高観も
　酢酸エチルの価格に底打ち感が出てきた。アジア市況の指標となる中国ＦＯＢ価格は１月中
旬から１㌧当たり３０㌦程上昇し足元は８３０㌦前後。原料の酢酸のアジア価格は低調だが、
中国国内価格は小戻りし、連れ安は収まった模様。春は需要期のため引き締まりが予想される。
また、域内で酢酸の定修が続くため、連れ高となる可能性が高い。
　酢酸のアジア需給は、主用途である高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）や酢酸ビニルモノマー
（ＶＡＭ）等の需要が振るわない一方で、供給は安定している。余剰バランスのなかで、アジ
ア価格は下がった。それに反して中国国内価格は春節前の買い増しを受けて小幅で上昇し、酢
酸エチルの下げ止め要因になったとみられる。
　３月以降は塗料などの需要期で、引き合いが強まる公算が大きい。また、中国、台湾、韓国
の酢酸メーカーが３月から順次定修を行うため、酢酸市況は反発すると見られている。
　日本では昨年末に買いが鈍り、足元はやや需給が緩んでいるもよう。ただ、２０１８年の
内需は微増になったとの見方が多い。昨年の輸入量は前年比１０．５％増の１２万９１０１㌧。
　国内主要メーカーが定修を行ったため、輸入品が補填したことが増加の要因だが、粘接着剤
原料や食品包装用等の需要が堅調だったことも影響したと思われる。

４ １２月のプラ製品出荷・・・前年並みの４７．１万トン
　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２０１８年１２月出荷は速報ベースで４７万１２０３トンで前年同月並みだった。

【１２月のプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）

5 工場ルポ　東洋アルミニウム　蒲原製造所・・・高性能アルミ箔開発へ
　東洋アルミニウム蒲原製造所（静岡県清水市）は、国内主力生産拠点として１９７３年に建
設された。現在は、食品、医薬品、電子部品用のアルミ箔を年間１万㌧生産する。８９年には
加工工場を建設しアルミ箔に紙・水性糊を貼り合わせ、印刷、型付け加工を施した食品向け包
材等の張り合わせ加工を開始。富士川沿いの５万３１４２平方メートルの敷地で従業員１３５
人が２４時間体制で製造を行う。
　現在、高性能アルミ箔の開発は、箔地（帯板）の特性向上を可能にする新規に導入した連続
鋳造機（ＣＣ鋳造機）を軸に技術開発中。全長１４メートルの量産直結型試作機は、ＣＣ鋳造
機に加えて永久磁石による溶湯電磁拡販器を装備した２５㌧の傾動式溶解炉、板切断機・巻き
取り機を備える。導入には建屋建設を含めて約９億円を投じた。２０１６年から検討を開始し、

２０１８年末に本格稼働した。今年度末までに開発に必要な基礎データの取得を進める計画で
１９年度に製品開発を行い２０年度の製品化を見込む。
　ＣＣ鋳造機はアルミ溶湯を２本の水冷ロールとガスバーナーで鋳造と熱間圧延を同時に行う
もので、厚さ７ｍｍ＊幅１８００ｍｍの板材を製造する。既存のＤＣ工法に比べて約１００倍
の急速冷却と熱間圧延により製造されたアルミ板材では、鉄や銅などの添加元素の過飽和固溶
且つ結晶物微細分散化が可能。鉄の飽和固溶量は一般的なアルミ材の０．０５％程度に対し、
ＣＣ材では１％以上の過飽和固溶量とすることができる。その効果は、製造条件の適正化によ
りアルミ箔の機械的特性の飛躍的向上とともに、高伸び化、ピンホール低減、導電性や発熱性
といった特性の創出ができる。
　箔地として仕上げるためには冷間圧延設備が必要になるが「市場規模等状況を見て導入を
検討する」方針だ。
　親会社の日本軽金属ＨＤでは、“創って作って売る”を合言葉に、グループ総合力をベース
に新領域のビジネスモデル創出に取り組んでいる。東洋アルミニウムでもＣＣ鋳造機をフル
活用し、リチウムイオン２次電池用途などの高機能化や、銅箔や鉄箔等他の金属箔の代替を
可能にするアルミ箔を実現することで市場規模の拡大を目指す。

１２ ＰＤＨ中国で相次ぎ稼働・・・年内に３基、計１８５万㌧　ＰＰ等誘導品計画対応
　２０１９年は中国において、プロパン脱水素（ＰＤＨ）設備が相次ぎ立ち上がる。浙江衛星
石化股份有限公司や深圳巨正源股份有限公司、福建美得石化有限公司が新たに新設備を新設し、
総生産能力は１８５万㌧に達する。いづれもＰＰ等川下の誘導品計画が付随しており、ＰＤＨ
の建設、稼働動向が誘導品市況にも大きく影響を及ぼしそうだ。
　中国では１９年、エチレンについても年後半にかけて大型設備の相次ぐ稼働が予定されてい
る。恒力集団は大連市（遼寧省）の長興島経済区で年末にも１５０万㌧のナフサクラッカーの
完工、試運転を計画。浙江石油化工有限公司も舟山市（浙江省）で２０００万㌧の精製能力を
軸に１４０万㌧のエチレン生産設備等の年内の稼働を目指している。江蘇省泰興経済開発区で
はシンガポール系のＳＰケミカルズが中国初のエタンクラッカーを建設中で「今年４月にも原
料投入を開始する」予定だという。

471,203 99.9
在庫 417,226 411,425 102.5

36,812 36,604 105.8

合計
生産 482,185 450,467 102.1
出荷 493,651

容器（中空成形）
生産 41,258 38,541 102.9
出荷 44,869 42,479 106.0
在庫

25,055 94.8
在庫 20,502 20,467 93.4

255,219 248,200 106.6

日用品・雑貨
生産 25,285 24,007 96.2
出荷 25,812

フィルム・シート
生産 222,804 207,694 101.9
出荷 223,926 218,158 99.5
在庫

主な品目 区別 １１月 １２月 前年同月比



　２月２０日（水）
２ 新社長に聞く　プライムポリマー　藤本　健介　氏・・・付加価値比率高め、世界へ

■・・・ポリオレフィンの需給見通しは。
「リーマン・ショックで需給バランスが大きく崩れ、業界各社は設備停止する等構造改革を進
めてきた。その成果もあって現在、国内バランスは引き締まっている。特にＨＤＰＥは各社が
設備停止した影響もあってひっ迫した状況が続いている。年末に少し落ち着いたが、当面は
堅調な状況が続くとみている」
■・・・ポリオレフィンの需給見通しは。懸念材料は。
「為替動向が気に係る。１㌦当たり１００円くらいまではいいが、円高は業績の下振れ要因と
なるため、注視している。また、ドライバー不足等安定した物流を確保するうえで不安材料が
増えている」
■・・・米シェール由来のＰＥの動きは。
「米国外への輸出が増えている。日本には直接ほとんど輸入されていないが今後、国産品より
安価で使いやすいＰＥは流入してくるのではないか。全体の需要増を供給増が上回っている為
少し市況も落ちてきている。ただ、来年後半には需要の伸びが追い付き、バランス方向に向か
うとみている」
■・・・新中計について。
「２０～２２年度の新中計に向け、１９年度は策定の準備に入る。当社は０５年設立だが、
１０周年を迎えた１５年に１０年間を踏まえ『機能性ポリオレフィンでグローバルナンバー
ワン』『社員がずっと働き続けたい魅力ある会社』という２つの目標を定めた。今回は３０年
のあるべき姿をまず描き、そのために何をするのか、社員と対話し思いを共有する。定量的な
目標も定性的な目標も定める方針だ」
　１月１日に就任した藤本健介社長に話を聞いた。

４ 「炭素価格付け」負担増どこまで　環境省、導入議論を本格化・・・エネコスト懸念
　環境省はカーボンプライシング（炭素の価格付け）の導入に向けた議論を本格化した。
１８日の有識者会議で炭素税を取り上げ、求められる課税水準や急激なエネルギーコスト上昇
の回避策等を示した。企業や消費者を脱炭素化へ向かわせる「価格シグナル」としての実効性
を保持しながら負担増を許容範囲に収める可能性を探っていく。
　気候変動問題の解決には温室効果ガス（ＧＨＧ）の大幅な削減が求められ、政府は２０５０
年の８０％削減を目標に掲げている。ただ現在の延長上では実現が困難。（野心的目標）
　カーボンプライシングには、ＧＨＧ排出量を価格に反映させることで、より低炭素な製品や
サービスが選択され、脱炭素化に向けたイノベーションを喚起する効果が期待できる。その
一方で、エネルギーの大半を化石燃料に依存している現状での導入はエネルギーコストの急激
な上昇を招き、産業を衰退させてしまうとの反対論も強い。
　そこで環境省では、有効に機能するカーボンプライシングのあり方を探る検討会を立ち上げ
昨年来検討を重ねてきた。今回、主要な手法の一つである炭素税についてこれまでの議論を
整理した。
　環境省は、炭素税がエネルギー転換を促す「価格シグナル」となるための課税水準として、
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が示した３０年にＣＯ２排出量１㌧当たり６０ユーロ（約７５
００円）、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）による２５年に同６３㌦（約７０００円）等を例示
した。
　カーボンプライシング導入に伴うエネルギーコストの急激な上昇を抑えるために、段階的の
課税額を引き上げていくことや、既存のエネルギー課税を炭素税とみなし、既に課税額が高い
エネルギー程追加課税を少なくする案も提示した。
　また、負の影響が特に大きい業種や低所得者等に対しては、炭素税の減免や還付措置を講じ
る必要があるとした。
　炭素税には化石燃料を対象にした地球温暖化対策税の前例があるが、課税額はＣＯ２排出量
１㌧当たり２８９円と不十分。既存のエネルギー関連税収全べて炭素税換算しても同４０００
ほどに止まり、国際機関が提唱する水準に近づけるには追加課税が必要になる。
　既存のエネルギー関連税制を炭素税に換算した場合、化石燃料ごとの税率の開きは大きい。
石油石炭税の課税額はＣＯ２排出量１㌧当たりに換算すると原油が１０００円強であるのに対
して、液化天然ガス（ＬＮＧ）は７００円弱、石炭は６００円弱。ガソリンを対象にした揮発
油税は約２万５０００円と突出している。 （石化原料用ナフサは？？？）
　炭素税の有効なあり方を描くには、炭素価格を設定したうえで、化石燃料毎に価格への影響
を明らかにする必要がありそうだ。
　次回会合では排出量取引を議論する。炭素税と併せてカーボンプライシングの可能性を探る。

４ 環境省と日本財団、「海ごみゼロウイーク」設定・・・２０００カ所で一斉清掃
　環境省は１８日、日本財団と共同で、海洋ごみ削減を目的とした海岸や河川等の全国一斉
清掃を呼び掛けた。５月３０日の「ごみゼロの日」から６月８日の「世界海洋デー」前後まで
を「海ごみゼロウィーク」と設定した。２０００カ所で８０万人規模の参加を目指す。
　参加者は青いＴシャツ等青色のものを身に着けて活動に参加し、オリジナルのごみ袋にごみ
を集める。３月上旬に特設ウェブサイトを開設し、登録を呼びかける。
　原田義昭環境大臣は「日本財団と共に海洋環境保全に向けた機運を盛り上げ、国民各階層の
取り組みを促すとともに、わが国の取り組みを内外に発信し海洋プラスチック問題の解決に
向けてリーダーシップを発揮していきたい」と抱負を述べた。

４ 豊洲市場・・・発泡スチロール容器　板状にリサイクル
　豊洲市場は１８日、発泡スチロール製容器のリサイクル施設を報道陣に公開した。
場内で鮮魚箱等として用いられた発泡スチロール製の容器を圧縮して、プラスチック原料とし
て販売している。凡そ４億円をかけて発泡スチロール製容器の圧縮機を４ライン整備した。



午前４時から午後２時まで、容器を熱で溶かした上で圧縮し、板状（インゴット）にしている。
　場内で使用されたもののほか、小売店への出荷に利用したものも有償で引き取っている。
インゴットは委託先を通じて主に東南アジアに輸出されている。
　前進となる築地市場では年２０００㌧ほどの容器を処理し、販売高は４０００万円強だった。
豊洲には築地にはなかった魚類の加工ができる施設が加わったため、容器使用量の増加が見込
まれている。

４ 欧州化学品庁が規制案・・・意図的マイクロプラスチックを削減
　０．０１％以上なら流通禁止、医薬品は適正使用促す表示

　欧州化学品庁（ＥＣＨＡ）が製品に意図的に加えられたマイクロプラスチック（ＭＰ）の
規制案を提示した。ＭＰを０．０１％以上含む製品の流通を原則禁止する。化粧品や洗剤に
加え農業資材なども対象になる。一定の分解性能を持つプラスチックや別枠で規制される肥料
は除く。また、工業用地で使用される製品や医薬品等、環境への放出が不可避でないものにつ
いては、適正処理を促す表示の義務化に止める。
　２０２０年以降に適用される見通し。製品毎に最大６年間の移行期間を設け、２０年間で
４０万㌧の排出削減を見込む。
　ＭＰは欧州域内では、規制外となる分解性のものも含めて年間約３万６０００㌧が環境に
放出されている。タイヤの摩耗、衣類の洗濯、ペレットの流出等意図しない場面で発生する
ＭＰが年７万～２８万㌧であるのと比べて少なく、環境に与えるリスクも明らかではないが、
ＥＵ内では化粧品を中心に独自の規制を行っている国が現れている。
　ＥＣＨＡではＥＵ全域で規制することの妥当性を検討してきた。昨秋、意図的ＭＰの多くは
下水汚泥中に蓄積し、これが堆肥として再利用されることで環境中に放出され、海よりも陸上
や淡水域に蓄積しやすいとの分析結果を公表した。ＭＰは一度環境中に放出されると取り除く
ことが難しく蓄積していくことから規制は妥当と判断した。
　規制案は、５ｍｍ以下の粒子と長さ１５ｍｍ以下の繊維をＭＰとみなし、これらを０．０１
％以上使用した製品の市場流通を原則禁止するもの。製品別に処方改良や代替技術の開発にか
かる時間を考慮して、施行後最大６年間の移行期間を設けた。
　肥料については、生分解性プラスチックの使用を義務付ける肥料法の改正案が審議中で、
今回の意図的ＭＰの規制案では同法の対象となる製品は適用外とした。
　工業用地内で使用される場合や動物薬を含む医薬品、ＭＰが環境中への排出しないように
設計された製品、使用によってＭＰでなくなる製品については、流通を禁止する代わりに適正
な使用法の表示を義務付ける。一方、利用者は毎年使用量等を報告する必要がある。
　ＥＣＨＡでは外部からの意見聴取を経て最終案をまとめる。欧州議会は２０２０年までに
化粧品や洗剤などへの意図的ＭＰの使用を禁止することを求めており、同年中に施行される
見通し。

　２月２１日（木）
１ 蒸留塔　働き方改革

　４月に施行される働き方改革関連法によって有給休暇の取得が義務化され、年１０日以上の有給休暇が
与えられている労働者に対し、会社は本人の希望を踏まえて時季を指定し５日分を取得させる義務が生じ
る。時間外労働の上限規制も導入され、違反した企業や労務担当者は罰則が科せられる。
　中小企業は残業時間の上限について１年の猶予期間があるものの、人材不足が叫ばれる中で厳しい実態
が待ち受ける。収益確保を目指し業務を進めるうえで、思い切った対策が必要になるかもしれない。
　かねてから指摘されている働き方改革について、企業の取組みは少しずつ進んでいるようだ。日本能率
協会がビジネスパーソン１０００人に行った調査では、働き方改革を実感していると回答した人が2017年
に比べて１０ポイント以上増加した。実感していないと答えた人の理由に、有給休暇や残業に関する回答
が高い順位を占めた。ちなみに「正社員と非正規社員の給与格差がなくならない」を押さえて、「ムダな
業務・会議が減らないから」が１位だった。改元に合わせて４月末から１０連休もあり得る。お祝い期間
であるが、働き方改革の一環ともなる。単に休みをくっつけると仕事の運営に支障を来しかねないと気を
揉む人達もいる。他人事ではないが、休みが増えるのはやはり嬉しい。

２ 社説　使い捨てプラ削減、広い視点で議論
　政府は庁舎など国の関連施設で営業する食堂で使い捨てプラスチック製品の使用を原則禁止する。会議
などで飲料物を提供する場合も繰り返し利用したり返却・回収したりできる容器の使用を求める。一部
省庁ではＰＥＴボトルで提供していた飲料をコップや紙製容器などに切り替えるなど先行して対応してい
る。国が先頭に立って廃プラ排出抑制を促す考えで、地方公共団体や産業界、国民にも同様の取組みを
広げたいという。
　国や独立行政法人などの調達方針の基準である「グリーン購入法」の基本方針に盛り込むことを８日、
閣議決定した。使い捨てプラ製品の使用を抑制すると同時に、庁舎内のコンビニなど小売店での植物由来
プラスチックの利用も促す。グリーン購入法は国以外への法的拘束力はないが、地方公共団体へは努力
義務、国民には一般的な責務として環境負荷の低い製品の選択を求めている。
　外食産業でのストロー提供取りやめをはじめ、使い捨てプラ製品を減らす動きは急速に拡大している。
ＰＥＴボトルの持ち込みを禁止するイベントも目にするようになった。使い捨てプラ製品の過剰な使用を
控えることは大事だが、使い捨てだからダメという論調があることには不安を感じる。
　例えばＰＥＴボトル。単一素材で分別も容易なＰＥＴボトルは、さまざまな材料に再資源化されており、
使用ずみのＰＥＴボトルを新しいＰＥＴボトルに戻す「Ｂ to Ｂリサイクル」が注目を浴びたことは記憶
に新しい。分別・回収に対する消費者の意識も高く、リサイクルの優等生と言われるＰＥＴボトルを単純
に「使い捨てプラ」と言い切って良いのかは疑問だ。
　リサイクルは、さまざまな主体が協力し合わないと成功しない。とくに消費者の意識は重要だ。どんな
に優れた再資源化技術であっても、回収などがうまくいかずに撤退を余儀なくされたリサイクル事業は
いくつもある。今回の措置でＰＥＴボトルリサイクルが減退するとは思わないが、単に使い捨て製品は
禁止では今後、ＰＥＴボトルやトレーに続く優良なリサイクル技術および仕組みは育っていかないのでは



ないだろうか。
　廃プラの水素エネルギー化やエタノール化など、材料リサイクル以外でも注目される取組みが進んで
いる。「クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス」や「プラスチック・スマート」フォーラム
など、廃プラ削減の全国的組織も本格的に動き出した。使い捨てプラ製品をどうやったら減らしていける
のか、より広い視点で議論が深化することを期待したい。

４ ナフサ価格強含み推移・・・韓国定修でもみ合いへ
　アジアのナフサ市況が強含んでいる。原油先物価格と連れ高になっているほか、域内クラッカーの
スポット調達が続いてタイトバランスを示す期近高・期先安の状況。先週から連日上昇し、１トン当たり
５００ドル台半ばをうかがう水準となった。今後は韓国のナフサクラッカーの定修によって需要が減少
する可能性があるが、域外品の流入減少などを背景にもみ合う公算が大きい。
　足元の輸入ナフサ価格は５３０ドル強。１月上旬から２月上旬にかけて４００ドル台後半～５００ドル
前後で推移した後、先週以降、５００ドル台前半に水準が上がった。４月前半入着の期近物は６月前半
入着の期先物より高く、需給バランスのタイト感が意識されている。
　連動関係を持つブレント原油の先物価格が荒い値動きながら、上げ基調にあることが背景の一つ。年明
けは１バーレル当たり６０ドル弱だったが、足元では６４ドル以上まで上昇しており、ナフサも連れ高と
なった。域内石化メーカーのスポット調達が安定していることも強含みの要因として大きい。
　今後は韓国で複数のナフサクラッカーが定修入りすることから、スポット需要は減少するとみられる。
一方、石化コンスティング会社のクリークスでは、欧州でのガソリン、ナフサの需給バランス改善を背景
とする同地域からアジアへの流入減などで「もみ合う展開となる公算が大きい」とみている。

１２ インドラマ　ＰＥＴで日本市場攻勢・・・アルミ触媒型、リサイクル性訴求
　インドラマ・ベンチャーズが日本のＰＥＴ市場で存在感を高めている。２０１７年に日本が中国品に
対するアンチダンピング（ＡＤ）課税措置を下したのを契機として、タイ拠点などから供給を増やし代替
需要を獲得。１８年の販売量は年２２万トン強まで拡大、市場シェアも２０％を超えトップレベルに達し
ている。さらに、リサイクル性に優れるアルミニウム触媒を用いた製品を、ＰＥＴボトル再利用を推進
する飲料メーカーなどに売り込み攻勢をかける。日本での再生ＰＥＴ拠点設置を視野に入れ、事業化も
検討している。

１２ 英ＢＰレポート　石油需要、非燃料向け鈍化へ・・・使い捨てプラ規制受け
　樹脂・化学品原料など非燃料向けの石油需要は鈍化する。このほど、英ＢＰが明らかにしたレポートに
よると、需要そのものは拡大するものの、使い捨てプラスチックの使用制限が世界で進むことで、非燃料
向けの新規需要は従来予測から最大で１０分の１に減少する可能性があるという。今回のレポートでは、
米中貿易戦争などと並び、プラスチック問題を将来のエネルギー市場における重要テーマの一つに挙げて
いる。
　また、世界的な潮流となりつつある使い捨てプラスチック規制だが、稚拙な導入による影響をＢＰは
レポートで指摘している。１７年には全プラスチック生産量の３分の１を占めた使い捨てプラスチック
だが、画期的な代替素材の開発や効率的な回収・リサイクルシステムが確立されない場合、食品廃棄など
他の環境問題が浮上し、エネルギー消費量や温室効果ガスの排出量が結果的に増加する可能性もあると
している。

１２ トタル　仏ＰＰリサイクル大手買収
　トタルはこのほど、フランスの大手リサイクル業者のＳｙｎｏｖａ社を買収した。廃棄プラスチックが
世界的な課題となるなか、高品質品の展開を強化する。Ｓｙｎｏｖａは年２万トンのリサイクルＰＰを
生産。バージン材と同等の製品を生産できることが特徴で、品質要求が厳しい自動車向けにも対応してい
る。トタルは自社で保有する樹脂に関するノウハウとＳｙｎｏｖａのリサイクル技術を組み合わせること
で、自動車向けを中心としたリサイクルソリューションを拡充する狙い。
　トタルは、これまでに包装用ＰＳのリサイクルプロジェクトや３０社が参加する国際アライアンスの
主要メンバーとして各種活動に取り組んでいる。

　２月２２日（金）
１ 石化製品１月出荷　ＬＤＰＥなど減少

　石化協は２１日、石化製品の１月の生産・出荷実績を公表した。ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥの出荷が前年同月
を下回り、ＰＰはプラスであった。出荷増減の要因として主に稼働率の差が出た格好だ。
　国内エチレン設備の稼働率は９８．４％で前年同月の９８．９％に比べ低下するも、実質フル稼働水準
の９５％を超えた。稼働率が好不況の目安となる９０％を上回るのは６２ヶ月連続。生産量は０．６％減
の５８万８００トンで、設備の臨時工事があった１８年１２月比では３．２％増えた。

【２０１９年１月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）
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１２ 韓国化学大手　１８年各社大幅減益・・・基礎化学品低迷続く、ＬｉＢ関連は伸び
　２０１８年の韓国化学大手の業績は、一部を除き大幅な減益となった。需給バランスが軟化した基礎
化学品の落込みが昨年下期から顕著になり、１０～１２月期では赤字に陥ったケースも見られた。一方、
ＬＧ化学やＳＫイノベーションが手掛けるＬｉＢ分野は売上高が拡大するなど、電池関連が成長事業とし
て軌道に乗りつつある。
　１８年の韓国化学大手は、総売上高こそ伸びたものの、利益が２ケタ減となるケースが大半となった。
各社に共通するのは、オレフィンやポリオレフィンをはじめとする基礎化学品事業の落込みだ。中国など
アジアの需要地で景気が減速する一方、米国ではシェールガスベースの石化コンプレックスの立ち上げが
本格化したことなどを背景に、製品価格が下落。事業環境の悪化が顕著となった下沖はとくに各社の利益
マージンが低迷した。在庫の増大も業績に影響したとみられる。

１２ 使用ずみプラリサイクル　ブラジルコンソで技術開発へ
　ブラジルで使用ずみプラスチックのケミカルリサイクル技術の開発を目指した取組みが始まる。同国の
化学大手のブラスケムを中心とするコンソーシアムがプロジェクトを進める。
　ブラスケムのほか、リオデジャネイロ連邦大学の研究機関、工業界の人材育成のために設立された全国
工業関係職業訓練機関であるＳＥＮＡＩの研究機関、環境関連事業を展開するＣｅｔｒｅｌ社がコンソー
シアムを組んだ。
　スナック類などのパッケージや買い物袋などのケミカルリサイクル事業の確立を目指している。ケミカ
ルリサイクルによって各種のプラスチック原料に再生、製品ライフサイクルが終わると廃棄するというリ
ニア・エコノミー（線形経済）から脱却し、サキュラー・エコノミー（循環型経済）への転換につなげる。
　ブラスケムはＰＥやＰＰの大手で、植物由来のＰＥでも市場をリードしている。リサイクルイイシアチ
ブの「ＷｅＣｙｃｌｅ」を主導し、この一環としてＰＰ製カップのリサイクルプログラムを開始している。
企業や商業店舗で廃棄されたＰＰ製カップを回収し、樹脂にリサイクルする取組みで、このため現地企業
などと手を組んだ。
　このほか海洋を中心とする環境中のプラスチック廃棄物問題の解決策確立を目指して化学、プラスチッ
ク加工、消費財、小売り、廃棄物処理の各事業を手掛ける世界各国の企業が設立した「Alliance to End
Plastic Waste（AEPW）」にも参加し、幅広い活動を続けている。


