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　日本ポリエチレン製品工業連合会
松井

「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）

　　　　５５５５月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月））））
1111 岐阜岐阜岐阜岐阜プラプラプラプラ・・・・住江織物住江織物住江織物住江織物・・・・・・・・・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰハニカムハニカムハニカムハニカム構造体構造体構造体構造体　　　　鉄道向鉄道向鉄道向鉄道向けけけけ難燃性認定難燃性認定難燃性認定難燃性認定

　岐阜プラスチック工業と住江織物は２８日、難燃性ポリプロピレン（ＰＰ）樹脂ハニカム構造体
を共同開発したと発表した。岐阜プラスチックが開発した樹脂ハニカム構造体と住江織物の難燃化
技術を融合したもので、鉄道車両用材料燃焼試験で難燃性認定を取得した。今年９月に上市し、鉄
道やバスなど輸送機器市場で拡販する。建材関連市場向けの製品開発も推進し、２～３年後に年間
３０億円の販売を目指す。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・化学産業化学産業化学産業化学産業はははは復旧復旧復旧復旧をををを加速加速加速加速しししし供給責任供給責任供給責任供給責任をををを
　東日本大震災の影響を受けて、３月の鉱工業生産指数は前月比１５．３％を過去最大の落ち込み
になった。被災地の生産は３２％低下したが、減少寄与の約８割は被災地以外の生産減によるもの
で、原材料や部品等の生産急減や物流の混乱が生産活動を直撃したことを示している。
　化学工業の生産減は１１．４％減で、生産再開に向けた精力的な取り組みが続いているが、多く
の製造業向け原材料供給から日常生活に不可欠な製品の供給を担うだけに、復旧作業の加速を望み
たい。石油化学の大型プラントが集中する鹿島並びに京葉コンビナートが被災したことで石油化学
製品は、化学工業の生産低下を上回る１２．４％減になった。
　鹿島、京葉地区に設備が集中しているエチレン（１３．７％減）、ＥＧ（４０．４％減）、ＰＰ
（２４．４％減）、フッ素樹脂（３４．０％減）、合成ゴム（２４．２％減）等の減産が目立ち、
原材料調達の影響を受けたカプロラクタム（３０．９％減）も落ち込んだ。ソーダ工業会、高圧
ガスなどの工場の被災に加えて、電力供給の問題もあり、１０％以上の減産を余儀なくされた。
逆に、被災の少なかったＰＴＡ、ＡＮ、ＭＭＡ樹脂などの生産は順調に推移している。
　化学工業の川中、川下に位置する石けん・合成洗剤・界面活性剤（２０．３％減）、塗料・印刷
・インキ（１２．３％減）、写真感光材（１１．８％減）なども減産となったが、この一因に川上
の基礎化学品の減産、供給余力の低下が影響しているようだ。
　４月の製造工業生産予測調査は前月比３．９％増、５月は２．７％増と２カ月連続の上昇見込み。
３月の反動による増産が進みそうだが、震災以前の生産体制を整備するには課題を残している。
設備修復とともに電力供給問題も抱えている。化学材料が幅広い産業の生産活動の生命線になって
いることを認識して、安全操業に注意しながら稼働引き上げが急がれる。

6666 民主党民主党民主党民主党、、、、電力対策電力対策電力対策電力対策でででで中間報告中間報告中間報告中間報告・・・・・・・・・・・・再生可能再生可能再生可能再生可能エネエネエネエネ導入導入導入導入　　　　支援強化支援強化支援強化支援強化などなどなどなど提言提言提言提言
　民主党は、今後の電力需給対策について中間報告をまとめた。電力需給問題対策プロジェクトチ
ーム（直嶋正行座長）が検討したもの。太陽光発電の導入支援強化、自家発電設備の新増設・稼働
再開支援により百数十万キロワットの供給増を見込む。需給面では、期間限定の家電エコポイント
制度導入、節電量に応じた電力料金キャッスバック等を盛り込んだ。５月上旬に最終的な報告を
取りまとめる。

6666 経産省経産省経産省経産省、、、、原子力政策原子力政策原子力政策原子力政策などなどなどなど議論議論議論議論・・・・・・・・・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策賢人会議政策賢人会議政策賢人会議政策賢人会議をををを設置設置設置設置
　経産省は、「今後のエネルギー政策に関する有識者会議」（エネルギー政策賢人会議）を設置す
る。会議メンバーは有馬朗人東京大学名誉教授、大橋光男昭和電工相談役をはじめ７人。
原子力政策の見直しなどを論議し、海江田万里大臣に提言する。

8888 中国中国中国中国・・・・大連長興島石化計画着大連長興島石化計画着大連長興島石化計画着大連長興島石化計画着々々々々とととと・・・・・・・・新新新新たにたにたにたに精製一体精製一体精製一体精製一体コンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックス　　　　カタールカタールカタールカタール国営国営国営国営とととと実徳集団実徳集団実徳集団実徳集団
　　　　日系化学誘致日系化学誘致日系化学誘致日系化学誘致へへへへ専用区域専用区域専用区域専用区域もももも

　中国・大連長興島の石油化学プロジェクトが大きく進展している。第１期計画となる中国石油（
ペトロチャイナ）と中国第４位の石油精製企業、延長集団による年産２０００万トン級のリファイ
ナリー計画が年末にも着工する見通しであるほか、新たに大連の大手企業グループ、実徳集団とカ
タール国営石油公社が石油精製・石油化学の一体コンプレックス建設の事業化調査（ＦＳ）に入っ
た模様だ。年産２００万トン規模の石油精製と同１００万トン級のエチレンプラント建設計画が浮
上している。またダウンストリームでは日系化学企業の誘致を目指し、新たに「日本石化企業区域」
として６００万平方メートル、加工や中小の日系企業誘致を促す三十五万平方メートルの「日本中
小型企業区域」といった日系企業に特化した工業用地を整備した。
長興島の石油化学コンプレックス計画では、総開発面積５０２平方キロメートル内に大型石油化学
コンプレックス、造船、金属加工などを集積させる。今後の高い経済成長が見込まれる環渤海経済
圏や、中国国内で経済発展が遅れているとされる遼寧省、吉林省など東北３省の経済基盤の底上げ
を担うもので昨年、中央政府の国家経済発展委員会から中国東北部で初の国家級開発区へ承認され
たことから現在、多様なプロジェクトが進展している。
　長興島は東南アジアの石化基地として成功したシンガポール・ジェロン島をモデルとし、島の
基礎設計にはシンガポールのＪＴＣ（ジェロンタウンコーポレーション）も加わっている。

　　　　５５５５月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））
1111 北米石化北米石化北米石化北米石化「「「「復権復権復権復権」」」」新新新新たなたなたなたなステージステージステージステージ・・・・・・・・・・・・シェールガスシェールガスシェールガスシェールガスのののの原料化構想相次原料化構想相次原料化構想相次原料化構想相次ぐぐぐぐ

　北米の石油化学産業の「復権」が新たな段階に入ってきた。シェブロン・フィリップス・ケミカ
ル、ダウ・ケミカルなどがクラッカーの新増設構想を相次いで打ち出し始めたもので、いずれも非
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在来型天然ガスであるシェールガスを原料として使用する。北米の石化産業は、数年前まではポリ
オレフィン等の輸入国に転じると懸念されてきたが、シェールガス開発の進展にともなう原料コス
トの低下を背景に、輸出競争力の強化が進行。さらに、新規投資の対象となる動きにも結び付くよ
うになっている。
シェブロンやダウのほかにも独バイエル、台湾ＦＰＣグループなどもクラッカー増設の構想を進め
ているといわれる。ガス輸送の難しさなど課題はあるものの、今後は年間６０万トン程度のエチレ
ン増設が進むと予想する関係者もある。シェールガス革命の影響は、北米市場が石化の新規投資の
対象地域となるという新たな次元に入ってきたといえよう。

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・競争競争競争競争とととと挑戦挑戦挑戦挑戦でででで成長目指成長目指成長目指成長目指すすすす経済同友会経済同友会経済同友会経済同友会
　東日本大震災、そして原子力発電事故は日本企業に衝撃を与えた。産業界は生産活動の復旧と
行して、激しくなる国際競争、少子高齢化の進展など、わが国が直面した課題への対応も迫られる。
経済同友会は短期的な景気対策と中長期の成長戦略は分けるべきとして、「競争」に向き合い、　
「挑戦」をエンカレッジする社会を目指す経済成長戦略を発表した。
　経済同友会は今年１月、１０年後のあるべき日本の姿を描いて、①グローバル化　②少子・高齢
化対応　③低炭素社会づくり　④地域活性化の４つの戦略的成長分野を定めた。この実現に向けて、
企業自らが成長戦略を策定、需要創造と経済革新に挑戦して、健全な市場競争を通して新しい成長
分野を開拓し、経済成長のけん引役になるべきとした。
　一方で既存システムの維持を主眼とする政策や、フロンテイアへの挑戦を阻害する社会風土を批
判した。政府の新成長戦略にある“行き過ぎた市場原理主義”との表現に対し、「市場競争自体を
否定したり、政策自体を成約してしまうことは問題」と同友会らしい反論もした。
　今回の意見書は震災前の議論に基づいており、公表には様々な意見があったという。公表に踏み
切ったのは、日本の抱える構造的問題は一段と深刻になり、正面から向き合う必要があると判断し
たためだ。１人当たりのＧＤＰ世界ランキングの急落、先進国で突出した水準のＧＤＰ比の公債等
残高、急速に進む高齢化による生産年齢人口の減少など、具体的数字に基づいて産業構造の転換を
迫る。
　この構造問題の解決のためには、健全な競争と、挑戦をエンカレッジする社会への転換を求める。
競争に対する否定的な雰囲気が生まれていることを問題にし、健全な競争を通して生産性を高めな
がら産業構造を転換する。また、過度な補助金や金融支援など社会的政策手法を批判する。
　急速な需要減少に対応した景気対策と、潜在成長率の回復を目的にした中長期的な成長戦略を
明確に分けるべきとする。
　日本企業は海外事業を牽引役に収益を拡大して、その配当金を国内に還流することで日本国民の
経済的豊かに結び付けるというシナリオを策定している。これは日本再生の１つの方策だが、短期
的な国内雇用へのマイナス効果は発生する。安定した雇用をいかに構築するか、この課題解決は
容易でない。

2222 樹脂加工樹脂加工樹脂加工樹脂加工のののの２０１１２０１１２０１１２０１１年度業績年度業績年度業績年度業績・・・・・・・・・・・・自動車生産自動車生産自動車生産自動車生産がががが左右左右左右左右、、、、夏以降夏以降夏以降夏以降のののの早期回復早期回復早期回復早期回復にににに期待期待期待期待
　自動車生産の回復の遅れが産業全体に大きな影響を及ぼすなか、樹脂加工メーカーの２０１１年
度業績も、自動車生産の回復スピードに大きく左右されそうだ。トヨタ自動車は先週末、内外の生
産が震災前の水準に回復する時期について「おおむね今年１１月～１２月頃」と公表し、ホンダも
先月２５日、「年内には正常な生産が再開できる見通し」と発表。部品・部材の不足による影響が
予想以上に長引くことが明らかになった。ただ、７月以降の稼働率上昇を目指した必死の対策が進
められているため、「１１、１２月の正常化は最悪のケース」（大手自動車部品メーカー）と早期
の稼働率上昇に期待が寄せられている。

2222 包装材用包装材用包装材用包装材用ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴフィルムフィルムフィルムフィルム・・・・・・・・・・・・植物由来植物由来植物由来植物由来をををを量産量産量産量産、、、、大日本印刷大日本印刷大日本印刷大日本印刷１５１５１５１５年年年年にににに売上高売上高売上高売上高１００１００１００１００億円億円億円億円へへへへ
　大日本印刷は２日、植物由来原料を一部に使用した包装材用ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）フィルム「バイオマテックＰＥＴ」を開発、量産を開始したと発表した。品質・機能は従来の
ＰＥＴフィルム同等で、価格は従来品比２～３割増に抑えた。同社は従来品の代替を進め、同製品
で２０１５年に１００億円の売上げを目指す。
　バイオマテックＰＥＴは、原料の約３割を占めるエチレングリコール（ＥＧ）をサトウキビ由来
に置き換えたもの。フィルム原反は東洋紡から調達する。従来のＰＥＴフィルムと同等の耐熱性、
酸素・水蒸気バリア性、加工適性を備える。蒸着加工を行うことで、よりバリア性を高めた包装材
の提供も可能。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン用輸入用輸入用輸入用輸入ナフサナフサナフサナフサ・・・・・・・・・・・・３３３３月月月月はははは３５８３５８３５８３５８円上円上円上円上げのげのげのげの５５５５万万万万４９８４９８４９８４９８円円円円
　経産省がまとめた３月のエチレン用輸入ナフサ実績によると、輸入単価は１キロリットル当たり
５万４９８円で、前月より３５８円値上がりした。ドル建て単価は１トン当たり８８６．１ドルで、
前月比７．７ドル値上がり。為替レートは１ドル８２．４円で、０．１円円安に振れた。

　　　　５５５５月月月月９９９９日日日日（（（（月月月月））））
1111 住友化学住友化学住友化学住友化学・・・・・・・・・・・・タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル参入参入参入参入、、、、サムスンサムスンサムスンサムスンのののの有機有機有機有機ＥＬＥＬＥＬＥＬ向向向向けけけけ　　　　１９０１９０１９０１９０億円投億円投億円投億円投じじじじ韓国韓国韓国韓国にににに専用棟専用棟専用棟専用棟

　住友化学は、静電容量方式タッチセンサーパネル市場に
参入する。約１９０億円を投資して、韓国の電子材料拠点
である東友ファインケムの敷地内に専用棟を建設。サムス
ングループの有機ＥＬ（エレクトロミネッセンス）パネル
向けに２０１２年第１四半期から量産に入る。まず、年間
１６０億円の売上高を目指すが、将来的にはサムスン以外
への販売も検討する。



2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・復興復興復興復興へへへへ向向向向けてけてけてけて弾力的弾力的弾力的弾力的なななな規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和をををを
　大津波被害からの復旧・復興と、原子力発電所の事故収束という未曾有の課題を抱え、政府の復
興構想会議での議論も今後、本格化する見通しだ。今回の大震災は自動車やエレクトロニクス産業
など日本経済の動脈のサプライチェーンを寸断、その影響は海外にも及んだ。この非常事態に際し
て、政府にはまず復旧・正常化へ向けた規制緩和・改革、さらに独占禁止法の暫定的な適用除外等
の弾力的で柔軟な対応を求めたい。
　大津波被害の復旧に関しては第１次補正予算が２日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
一方、原発事故の収束については東京電力による「工程表」が示されたが、政府と一体となって
収束計画のピッチをあげてもらいたい。
　今後の復旧・復興では有効な財源措置などの実施が大きな焦点となる。既に「復興税」や「復興
国債」の論議が始まっているが、日本経済の再生を論議の基盤に置くべきだろう。
財源論に流れると、経済そのものの再生の芽を摘み取ってしまう恐れがあるためだ。こうした中で、
寸断された経済の動脈のサプライチェーンの復旧は最優先事項である。課題の１つが、サプライ
チェーンが正常化する為に規制緩和・改革である。日本経団連は４月半ば、早期復旧・復興に向け
た規制改革要望の緊急調査を実施、政府に提出している。ここで提出された個別要望項目の件数は
約２００件、分野別では廃棄物・リサイクル・環境の４５件を筆頭に、危険物・防災・保安、運輸・
流通、土地・住宅、エネルギー等が続く。
　また、今夏にむけて大幅な節電が焦点になる中で、企業の自家発電装置の稼働率引き上げが期待
されるが、燃料となる重油の確保とともに、硫黄分規制の一時的な緩和への要望はかつてなく高い。
　大震災復旧・復興のグランドデザインとともに、足元の日本経済の“復旧”に向けた思い切った
決断が求められている。

2222 石油業界石油業界石油業界石油業界・・・・・・・・・・・・被災地被災地被災地被災地のののの緊急対策緊急対策緊急対策緊急対策　　　　完了完了完了完了、、、、コストコストコストコスト回収回収回収回収がががが課題課題課題課題にににに　　　　ガソリンガソリンガソリンガソリン余剰余剰余剰余剰へのへのへのへの懸念懸念懸念懸念もももも
　被災地の燃料不足解消に向けた緊急対策コストをどう回収するか―。サービスステーション（
ＳＳ）空白地解消にメドを付けるなど対策は完了に近づいており、石油業界は今後、この悩ましい
問題に真正面から向き合うことになる。地震発生後、元売り各社は被災地への燃料供給に最大限の
努力を続ける一方、市場が落ち着いた今月上旬まで震災前の卸価格を据え置いたため、コスト回収
がまったく進んでいないのが現状だ。
　地震直後は東日本で６つの製油所と１０カ所の油槽所が機能を停止したうえ、ローリーも被災す
るなど供給インフラが大打撃を受けた。これを受け石油業界では、政府と連携して北海道や西日本
の製油所から東北の日本海側へ石油製品の海上輸送を開始したほか、西日本からローリー３００台
を投入するなど緊急対策を実施。また週ごとに行っていた価格改定も市場の混乱を避けるために据
え置きを続けた。緊急対策が完了に近づいてきたことで、今後はコスト回収方法が焦点になってく
る。また、ガソリン余剰への懸念が一段と強まっている。発電用重油の増産に向けた製油所稼働率
向上にともなう供給増に止まらず、行楽自粛により従来の想定以上に需要が減少する恐れがあり、
中東情勢に連動した原油価格の上昇が続けば、更に消費は冷え込むことになる。
　電気や都市ガスが事業法に基づき税やコストを回収する仕組みがある一方、石油は完全な自由化
により回収は自己責任。かねてエネルギ―安定供給には、他のエネルギ―産業同様にコスト回収の
仕組みが必要と訴えていた。

6666 経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省まとめまとめまとめまとめ・・・・・・・・・・・・３３３３月月月月のののの化学工業統計速報化学工業統計速報化学工業統計速報化学工業統計速報、、、、生産生産生産生産・・・・出荷出荷出荷出荷ともともともとも８８８８割割割割がががが前年割前年割前年割前年割れ  れ  れ  れ  
　　　　東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災によりによりによりにより川上川下各種生産設備川上川下各種生産設備川上川下各種生産設備川上川下各種生産設備のののの停止停止停止停止がががが影響影響影響影響

【化学工業統計速報】（単位：トン、％）

8888 中央化学中央化学中央化学中央化学・・・・・・・・・・・・食品容器再利用手法食品容器再利用手法食品容器再利用手法食品容器再利用手法““““ベストミックスベストミックスベストミックスベストミックス””””追求追求追求追求、、、、ケミカルリサイクルケミカルリサイクルケミカルリサイクルケミカルリサイクル拡充拡充拡充拡充
　　　　素材素材素材素材のののの選別不要選別不要選別不要選別不要にににに、ＭＲ、ＭＲ、ＭＲ、ＭＲにににに比比比比べべべべコストコストコストコスト３０３０３０３０％％％％減減減減

　中央化学は、使用済み食品容器のリサイクルについて、複数の手法を組み合わせた「ベストミッ
クス」を追求する。マテリアルリサイクル（ＭＲ）に加え、新日本製鉄の「コークス炉化学原料化
システム」によるケミカルリサイクル（ＣＲ）を拡充する方針。同システムは、素材の種類にかか
わりなく容器を石化基礎原料に再生するのが特徴。中央化学が手掛けるＭＲに比べコストも３割
程度削減できるという。ＣＲで得た基礎原料を使う再生トレーの商品化も視野に入れる。

10101010 國光石化計画國光石化計画國光石化計画國光石化計画・・・・・・・・・・・・台湾台湾台湾台湾でのでのでのでの建設断念建設断念建設断念建設断念
　台湾の彰化県大城における大型石化投資プロジェクト「國光石化科技」の建設計画が白紙撤回と
なった。４月２７日に開かれた國光石化科技の株主総会で正式に決定した。当初から環境問題で
審査・承認が難航。来年の総統選を控え、与野党ともに反対を表明していた。台湾における代替地
の政府からの提案は望みが薄い。ただ、海外進出の道は残されているが、参加するダウンストリー
ムの主要企業はすでに独自の海外進出を模索し始めている。
　また、同じく環境問題で停滞している台湾プラスチックグループ（ＦＰＣ）麦寮第６ナフサクラ
ッカー５期計画に関しても、「國光石化プロ実現が最優先という方針を政府が掲げていた以上、同
計画も事実上頓挫」（市場関係者）する可能性が高まった。

10101010 天津天津天津天津・・・・南港工業区南港工業区南港工業区南港工業区のののの石化計画石化計画石化計画石化計画・・・・・・・・・・・・年内年内年内年内にもにもにもにも正式指導正式指導正式指導正式指導、、、、精製設備精製設備精製設備精製設備はははは年央以降着工年央以降着工年央以降着工年央以降着工
　中国・天津の南港工業区における大型石油化学コンプレックス計画が年内にも正式始動する。
本紙と会見した南港工業区の王強副主任（天津経済技術開発区管理委員会副主任兼務）は、中国石
油（ＣＮＰＣ）とロシア石油大手ロスネフチの合弁による年産１３００万トンの石油精製設備が

1.1ポリプロピレン 184,656 -14.1 218,319 -14.7 390,679

22.1
ポリエチレン 245,603 15.5 270,182 3.1 429,202 -6.6
プロピレン 441,613 -2.5 434,158 -3.8 72,087

514,759 0.1 407,377 -4.3 58,752 -0.2
複合肥料 82,081 -9.5 103,063 -16.0 397,168 -4.4
エチレン

品目 生産量 前年同月比 出荷量 前年同月比 在庫量 前年同月比



年央以降に着工し「年産１２０万トンのエチレン設備も（中央政府からの）認可が下り次第、建設
を始める」ことを明らかにした。
　南港工業区は、天津経済技術開発区（ＴＥＤＡ）が管掌する石油精製・エチレン一体化プロジェ
クトを軸に、総合化学産業の形成を目指している。経済成長が確実視される環渤海経済圏に化学品
を供給する一大プロジェクトとして、多数の誘導品計画も盛り込まれている。

　　　　５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））
2222 汎用樹脂市場汎用樹脂市場汎用樹脂市場汎用樹脂市場がががが調整局面調整局面調整局面調整局面・・・・・・・・・・・・製品値上製品値上製品値上製品値上げげげげ追追追追いつかずいつかずいつかずいつかず　　　　誘導品誘導品誘導品誘導品のののの採算悪化採算悪化採算悪化採算悪化

　汎用樹脂市場が調整局面を迎えている。原料ナフサ高に製品価格の値上げが追い付かず、エチレ
ン系、プロピレン系ともに誘導品は原料との価格差（スプレッド）を縮小させている。エチレン系
では高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、プロピレン系ではポリプロピレン（ＰＰ）の採算がとくに
悪化している。背景として、製品価格が上がり過ぎて中国での需要の伸びが鈍化してきたことと、
中東などの大型設備の稼働が上がってきていることが挙げられる。先週末の原油、ナフサ価格の急
落も懸念材料で、製品価格の値上げ交渉に影響を与えそうだ。
　エチレンは東南アジアではシェル、イランのプラント停止でタイトバランスが継続しているが、
極東アジアは中国在庫に余裕があり、直近では１トン当たり１３６５ドルで横ばい。日本のクラッ
カーは三菱化学鹿島事業所以外は通常に戻っているが、震災により在庫バランスが崩れエチレンは
余剰気味。中国、台湾では稼働調整の動きが出始めたという。日本でも定修があける夏場以降は
減産の動きが広がる可能性がある。
　一方、極東アジアのプロピレン市場は、定修シーズンと日本の震災影響でタイトバランスが続い
ている。しかし、自動車生産が急激に低下したことからＰＰ需要にブレーキがかかっおり、北東ア
ジアではプロピレン１６１０ドルに対し、ＰＰは１６５６ドルで、スプレッドは４５ドルしかない
状況。
　日本では夏場の計画停電、自動車生産の回復の遅れがあり、アジア勢よりも厳しい環境に置かれ
る。石化事業で前期までの好調を維持するのは難しくなってきた。

10101010 エネエネエネエネ庁庁庁庁・・・・・・・・・・・・企業企業企業企業のののの自家発電増強支援自家発電増強支援自家発電増強支援自家発電増強支援、、、、燃料燃料燃料燃料・・・・工事費工事費工事費工事費をををを補助補助補助補助
　経済産業省資源エンルギー庁は、電力需給対策の一環として、自家発電設備の新増設、出力増強
、休止設備再稼働を支援する。自家発の燃料費や設備工事費を補助する事業の公募を開始した。
２３日まで受け付け、６月上旬に結果を発表する。電力会社への電力供給や自家消費のため、８月
末までに稼働する自家発が対象。これにより東京電力、東北電力管内で合計２０万キロワットの
供給力確保を目指す。

10101010 テトラパックテトラパックテトラパックテトラパック・・・・・・・・・・・・ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出減排出減排出減排出減へへへへ新目標新目標新目標新目標　　　　１０１０１０１０年並年並年並年並みにみにみにみに抑制抑制抑制抑制しししし年年年年５５５５％％％％成長成長成長成長
　　　　紙容器再利用率紙容器再利用率紙容器再利用率紙容器再利用率はははは倍増倍増倍増倍増

　テトラパックは、２０２０年末までにＣＯ２排出量を１０年レベルに抑制し、使用済み紙容器の
リサイクル率は倍増する環境目標を設定した。再生可能な原材料のみを使用する持続可能な紙容器
の提供、廃棄物ゼロの達成を実現するための新環境プログラムの一環。年平均５％の成長率を実現
しつつ、目標の達成を目指す。持続可能なパッケージングを促進する新たな取り組みとして、バイ
オマスポリマーの使用なども計画している。
ブラスケムとの連携によりバイオマスポリマーを使用したキャップも今年導入する計画。

12121212 中国中国中国中国　　　　金融引金融引金融引金融引きききき締締締締めめめめ影響影響影響影響ジワリジワリジワリジワリ・・・・・・・・・・・・合繊原料合繊原料合繊原料合繊原料・・・・鉄鉱石鉄鉱石鉄鉱石鉄鉱石　　　　在庫過多在庫過多在庫過多在庫過多にににに、ＳＢＲ、ＳＢＲ、ＳＢＲ、ＳＢＲ輸入量輸入量輸入量輸入量もももも２２２２割減割減割減割減
　中国の金融引き締め政策の影響が多方面でジワリと効き始めてきた。ポリエステル生産は中小メ
ーカーを中心に減産が広がり、高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）やパラキシレン（ＰＸ）といった
原料の需要が急減し、在庫が積み上がりつつある。また原料高騰の影響もあるが、タイヤの主要
原料であるスチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）の今年第１四半期の輸入量は前年同期比２割減と
なった。鉄鉱石についても「中国の主要港湾における在庫量が過去最大規模に達している」（日系
商社）との声もある。この間、好調な中国を中心とするアジア経済に牽引される格好で需要が伸び
ていた石化製品など素材市場は、大きな転機を迎えつつあるようだ。

　　　　５５５５月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・天然天然天然天然ガスガスガスガスのののの安定確保安定確保安定確保安定確保にににに明確明確明確明確なななな戦略戦略戦略戦略をををを

　エネルギーソースとしての天然ガスの位置付けが飛躍的に高まる可能性が大きくなっている。
福島第１原子力発電所の事故を受け、原発の新増設計画に影響が出ることが必至なためだ。代替
発電源の主体は、資源量やコスト面からみて天然ガスにならざるを得ない。本格的な天然ガス時代
を迎える中で、わが国産業界としても、天然ガス資源の安定確保に向けた取り組みを一段と強めて
いくことがことが求められる。
　福島での事故後、ドイツ、スイス、イスラエルなど各国は原発政策の見直しを表明したが、世界
３位の原子炉保油国である日本の原発政策も大きな転換を求められていることは確実だ。アメリカ
フランスなど原発大国が推進政策を維持するとしているほか、中国やインドなども原発の増設計画
に変更はないとしているものの、いずれも安全性点検を強化するとしており、少なくとも新規計画
などの遅延は防ぎようがない。
　そうしたなか、代替電源の筆頭候補は天然ガスである。化石燃料のなかで天然ガスは単位エネル
ギー当たりのＣＯ２排出量が最も少ない。また近年、いわゆる北米での「シェールガス革命」によ
り、掘削可能な埋蔵量が飛躍的に増大しつつある。おそらく数百年単位での使用ができるものと
考えられる。コスト面では化石燃料のうちでは石炭に次いで低コストだ。
　一方で、太陽光、風力といった再生可能エネルギーもシェアを拡大するだろう。しかし、これら
新エネルギーは高コストで、補助金やフィード・イン・タリフ（固定価格買取制度）抜きには商業
的に成り立たないのが現実だ。天然ガスに代わって原発の新規建設の中止や遅延を補う主役となる
には力不足とみるのが妥当だろう。



　世界が本格的に天然ガス時代に入っていくなかで、日本に必要となるのは新規のガス開発や調達
への一層の努力である。新規ガス開発が、北米以外では豪州が中心となっている状況のもと、ソー
スの拡大を模索することがとりわけ重要である。サハリン、シベリア、カナダ等の地域での動向に
機動的に対応できる体制を、民間のみならず官民挙げて構築していくべきであろう。そのためにも
政府は、早急に長期的なエネルギー政策のガイドラインを作成しなければならない。

12121212 クラッカークラッカークラッカークラッカー　　　　アジアアジアアジアアジアでででで減産減産減産減産へへへへ・・・・・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン余剰余剰余剰余剰、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ３３３３、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ４４４４タイトタイトタイトタイト
　アジアのクラッカーが減産を視野に入れ始めた。エチレンの主力誘導品であるポリエチレン（
ＰＥ）の需給バランスが余剰になっているためで、すでに中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）は今月から
稼働率を１０％程度落としているほか、東南アジアでもシンガポールなど一部を除き数％の減産を
実施している企業が多く、減産幅の拡大も視野に入ってきた。
　ただ、プロピレンやＣ４は対照的に旺盛な引き合いが続いており、クラッカー企業ではマイルド
運転や、原料にナフサではなく液化石油ガス（ＬＰＧ）を使用してＣ３などＣ２以外の留分の収率
を高めるなど操業に工夫をしている。

　　　　５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（木木木木））））
1111 アジアアジアアジアアジア輸出拡大輸出拡大輸出拡大輸出拡大　　　　機能材料機能材料機能材料機能材料もももも好調好調好調好調・・・・・・・・・・・・総合化学総合化学総合化学総合化学、、、、軒並軒並軒並軒並みみみみ増益増益増益増益　　　　３３３３月期月期月期月期

　総合化学メーカー６社は１１日、２０１１年３月期決算を発表した。各社とも石油化学製品など
のアジア向け輸出が拡大するとともに、機能材料の需要が好調に推移。東日本大震災の影響が一部
であったものの、黒字転換を果たした三井化学を含めて大幅な増益となった。１２月期決算の昭和
電工を含めた７社合計の１０年度における売上高経常利益率は５．５％と、前年度比３．８ポイン
ト上昇した。今季は自動車動向など不透明要因が多いものの、引き続きアジア展開の強化や構造
改革を推進し、前期と同等以上の利益確保を目指す。

【総合化学会社の２０１１年３月期決算】（単位：億円、ナフサ価格：円／ＫＬ　為替：円／ﾄﾞﾙ）

三菱ケミカル
ホールデイングス

　　　　利益確保利益確保利益確保利益確保へへへへ外需取外需取外需取外需取りりりり込込込込みみみみ　　　　　　　　今期今期今期今期、、、、復興需要復興需要復興需要復興需要ももももカギカギカギカギ握握握握るるるる
　化学大手各社は、Ｖ字回復を遂げた前期の基調を今期も継ぐと予想している。東日本大震災後の
サプライチェーン復旧作業の長期化、電力不足、原料価格動向など収益圧縮要因はある一方で、
アジアを軸とする新興国経済の成長が牽引する外需の拡大を売り上げ増大につなげ、利益確保を
目指す。
　化学産業は三菱化学の鹿島向上が震災の影響を大きく被ったほかは、稼働を見合わせていたプラ
ントも現在までに大半が正常稼働に戻っている。震災の影響はプラス・マイナス両面を持つが、
サプライチェーンの復旧の長期化で、製販両面で影響が長引くことが懸念される半面、年後半には
復興需要の増大が見込める。幅広い裾野を持つ化学品、樹脂は復興の基幹素材だ。
　複数の不透明要因と震災の影響を抱えつつも、アジアを軸とした外需の堅調さに支えられて、各
社は今期を乗り切ろうとしている。中国に加えてインドネシアなど新たに高成長国が加わったＡＳ
ＥＡＮ（東南アジア諸国連合）市場が日本の化学産業にとってより重要性をます一年となる。

2222 米国米国米国米国、、、、ベンゼンベンゼンベンゼンベンゼン輸入拡大輸入拡大輸入拡大輸入拡大　　　　アジアアジアアジアアジアからからからから・・・・・・・・・・・・シェールガスシェールガスシェールガスシェールガス増産増産増産増産　　　　影響影響影響影響
　アジアから米国へのベンゼン輸出が拡大するとの観測が広がっている。シェールガスの増産に
より天然ガスの競争力が上昇したことで、エチレン原料のライトフィード化が進展し、芳香族の
生産量が減少する為だ。エチレンの競争力向上を背景にスチレンモノマー（ＳＭ）のアジア市場へ
の流入があっても、域内の需要増で吸収できるとみられ、アジアのベンゼン需給はタイト化に向か
うことになりそうだ。
　米国では廉価な天然ガスであるシェールガスの増産に拍車がかかっており、２０１年の生産量は
前年比４８％増の４兆８７００億立方フィート。天然ガスの生産量全体に占める構成比は同９ポイ
ント増え２３％にまで高まった。シェールガス増産に伴いナフサに対する天然ガスの競争力が高ま
り、エチレン原料に天然ガスを利用する動きが広がっている。国内生産設備の７割に上るとみられ
ナフサから原料転換の影響が、芳香族の生産減となって現れ始めている。
　ベンゼンの輸入ポジションにある米国は、アジアからの調達で国内需要を賄っており、その増減
がアジアの需給バランスを大きく左右する構図となっているためだ。米国では今後もシェールガス
の増産が続き、３５年には天然ガス生産の４５％を占めるまでになると予想されている。これに
伴いライトフィード化が進展し、アジアからの輸入量も拡大に向かうものと見られる。

2222 東洋東洋東洋東洋アルミアルミアルミアルミ・・・・・・・・・・・・ＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰアルミアルミアルミアルミ箔箔箔箔をををを値上値上値上値上げげげげ
　東洋アルミニウムは１１日、ＰＴＰアルミ箔（医薬品包装用アルミ箔）のバーコード印刷品を６
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月出荷分から値上げすると発表した。白着色印刷に両面図柄合わせ印刷追加の場合は１平方メート
ル当たり８０円（１キログラム当たり１６００円）以上、両面エンドレス印刷追加の場合は同６０
円（同１２００円）以上。
厚生労働省の通知により、ＰＴＰアルミ箔へのバーコード印刷の挿入が決定しており、製造負荷の
増大は避けられない。安定供給には新設備導入や人員増が必要な為、価格改定を決めた。

2222 エフピコエフピコエフピコエフピコ３３３３月期決算月期決算月期決算月期決算・・・・・・・・・・・・収益収益収益収益ともともともとも最高最高最高最高
　エフピコの２０１１年３月期決算は、販売数量増により売上高が前期比１２．６％増の１４０７
億２０００万円と２期ぶりに過去最高を更新。コスト削減効果もあり、営業利益が同９．８％増の
１３０億５８００万円、経常利益は同１０．２％増の１３４億６５００万円、純利益は同１１．９
％増の７９億５９００万円といずれも過去最高益を更新した。
　今期業績も売上高１３．７％増、営業利益１１．０％増、純利益８．０％増と増収増益を予想。

6666 ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン調整局面続調整局面続調整局面続調整局面続くくくく・・・・・・・・・・・・ＬＬＤＰＥＬＬＤＰＥＬＬＤＰＥＬＬＤＰＥ１３００１３００１３００１３００ドルドルドルドル後半後半後半後半、、、、原料原料原料原料マージンマージンマージンマージン悪化悪化悪化悪化
　ポリオレフィンは、アジアで調整局面が続く。ポリエチレン（ＰＥ）市況は３月下旬から軟化し
ており、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）が１カ月前対比で５０ドル前後下げの１トン
当たり１３７０～１３８０ドル（極東ＣＦＲ）などを付けている。ポリプロピレン（ＰＰ）はまだ、
１６００ドル後半を付けているが、中国需要はさほど強くない。当面、原油・ナフサ市況の下落等
も軟化材料となりそうだ。

12121212 新興国新興国新興国新興国エネエネエネエネ・・・・石化企業石化企業石化企業石化企業・・・・・・・・・・・・シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールにににに相次相次相次相次ぎぎぎぎ拠点開設拠点開設拠点開設拠点開設、、、、貿易貿易貿易貿易ハブハブハブハブ機能機能機能機能やややや税制税制税制税制などなどなどなど利点利点利点利点
　　　　アジアアジアアジアアジア拡販拡販拡販拡販のののの橋頭保橋頭保橋頭保橋頭保にににに

　新興国勢のシンガポール進出が相次いでいる。ブラジル最大の石油化学企業ブラスケムは今月中
にシンガポールにアジア初の事務所を設立、先ずオレフィンなど基礎石化製品の販売を手掛けつつ
将来は日本向けを中心に燃料混合用途としてエチルターシャリーブチルエーテル（ＥＴＢＥ）の
輸出も手掛ける計画。シンガポールでは昨年までにカタール国営石油・ガス販売企業のタスウィー
クやオマーン国営石油会社といった中東企業のほか、ロシアの天然ガス生産大手ガスプロムが相次
ぎ拠点を開設。アジアで石油製品・石化製品を拡販するための橋頭保としており、今後も新興国
企業の進出が相次ぎそうだ。

　　　　５５５５月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（金金金金））））
2222 総合化学各社総合化学各社総合化学各社総合化学各社　　　　石化事業石化事業石化事業石化事業・・・・・・・・・・・・今期今期今期今期、、、、震災影響震災影響震災影響震災影響はははは限界的限界的限界的限界的　　　　円高円高円高円高、、、、原料高原料高原料高原料高がががが収益圧迫要因収益圧迫要因収益圧迫要因収益圧迫要因にににに

　自動車生産、夏場の節電、景気動向と懸念材料が多い今期の石化事業だが、総合化学各社の業績
予想はこれらのマイナス影響を限定的とみている。鹿島事業所を被災した三菱ケミカルが全社連結
で震災影響を４００億円の減益要因とみるのを最大に、三井化学、住友化学も１００億円程度の利
益押し下げ要因になるとしている。旭化成は上期で自動車関連を中心に２０億～３０億円の減益要
因となるとみた。ただ各社とも海外売上高比率が向上していることもあり、モノマー・樹脂分野で
営業減益を予想しているのは７社中３社。むしろ円高やアジア市場の需給バランスも大きな懸念材
料となっている。
　三菱ケミカル３４％、住友化学５３％など各社とも海外売上高比率が上昇しており、石化部門に
限れば更に高い。国内の自動車向けは重要分野ではあるが、アジアの旺盛な需要が今期も継続すれ
ば十分カバーすることは出来る。２０１０年度平均で約８６円の為替レート、４万７０００円台の
ナフサ価格が、１１年度８０円、６万円超となる方が、震災要因よりも影響が大きいかもしれない。
　震災により被災した設備の立ち上げ、寸断したサプライチェーンの確認に各社とも急いだが、夏
場以降は国内生産能力の過剰という構造問題が改めてクローズアップされそうだ。

【総合化学７社の石化事業業績】（単位：億円、上段は１１年度予想、下段は１０年実績）

・ケミカルズ、ポリマーズ

・石油化学、基礎化学品、ウレタン、機能樹脂

・基礎化学、石油化学

・ケミカル

・石油化学、クロルアルカリ

・化成品・樹脂

・石油化学、化学品
（１２月期決算）

10101010 エフピコエフピコエフピコエフピコ・・・・ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ容器容器容器容器リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル強化強化強化強化、、、、中部中部中部中部にににに２２２２号号号号プラントプラントプラントプラント導入導入導入導入　　　　１００１００１００１００％％％％再生樹脂製品再生樹脂製品再生樹脂製品再生樹脂製品もももも検討検討検討検討
　エフピコは透明容器のリサイクルシステム確立に向け、ポリエステル（ＰＥＴ）樹脂のリサイク
ル基盤を強化する。中部リサイクルセンター（岐阜県安八郡）に、メカニカル（マテリアル）リサ
イクルの２号機プラントを建設する方針を固めた。
　２号機は、原料の全量を使用済ＰＥＴボトルとする考え。さらに、ＰＥＴ樹脂リサイクルについ
て、米国食品薬品局（ＦＤＡ）に食品接触容器用途のオピニオンレター（ＮＯＬ）申請を行った。
ＦＤＡ・ＮＯＬの取得により、再生ＰＥＴ樹脂１００％の透明容器の販売も検討する方針だ。

12121212 タイタイタイタイＰＴＴＰＴＴＰＴＴＰＴＴケミカルケミカルケミカルケミカル・・・・・・・・・・・・エタンクラッカーエタンクラッカーエタンクラッカーエタンクラッカー１１１１基停止基停止基停止基停止　　　　技術的問題技術的問題技術的問題技術的問題でででで、ＨＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＨＤＰＥ２２２２基減産基減産基減産基減産もももも
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980

1,080



　タイの石化大手ＰＴＴケミカルは、マプタプット地区に持つエタンクラッカー（エチレン年産能
力４６万トン）の稼働をこのほど停止した。同社によれば技術的な問題としており、停止期間など
詳細は明らかにしていない。アジア域内では、中国の金融引き締め政策によりポリエチレン（ＰＥ）
などエチレン誘導品を中心に石化製品の需給が軟化。ＰＴＴケミカルでは、子会社バンコク・ポリ
エチレンの高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）設備２基の減産も検討している。

12121212 中国中国中国中国・・・・盤錦市盤錦市盤錦市盤錦市、、、、内外企業誘致内外企業誘致内外企業誘致内外企業誘致へへへへ布石布石布石布石・・・・・・・・・・・・精製精製精製精製・・・・石化石化石化石化のののの新増設続新増設続新増設続新増設続々々々々
　遼寧省盤錦市で中国の石油精製・石油化学企業が室井手事業基盤の拡大に乗り出す。中国石油（
ＣＮＰＣ）傘下の中国石油遼河石化分公司が数年内にも石油精製設備を現状の年産５００万トンか
ら同１０００万トンに拡大する。これに合わせ水素化分解装置と接触改質装置の改造・新設も進め
ている。同市には中国３大油田の１つ、遼河油田があり、５大石油精製や化学企業も立地している。
第１２次５カ年計画に沿って、盤錦市も既存の石油精製企業の石油・関連製品生産の競争力向上を
志向している。また、現地企業の設備を高度化することでエチレン、プロピレンなど誘導品の生産
も拡充し、新たに整備した石油化工産業園区への内外企業誘致に向けた布石にする考え。
　中国石油遼河石化分公司は、同５００万トンの石油精製を軸にナフサ、ガソリン、デイーゼル油
など広範な石油製品を製造する。エチレン約５０万トンからプロピレン、ポリプロピレン（ＰＰ）
も製造している。今後、計画の詳細を詰めるが、石油精製設備を同１０００万トンに拡張し、エチ
レン能力も引き上げる計画。現在同１２０万トンの水素化分解装置、同６０万トンの接触改質装置
の新設工事をスターとしている。


