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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）

　　　　７７７７月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（月月月月））））
1111 中国中国中国中国、、、、石化製品輸出国石化製品輸出国石化製品輸出国石化製品輸出国にににに・・・・・・・・日本向日本向日本向日本向けはけはけはけは４０４０４０４０％％％％超増超増超増超増、、、、アジアアジアアジアアジアのののの供給地図供給地図供給地図供給地図にににに変化変化変化変化

　中国が石油化学製品の輸出国になりつつある。近年の活発な新増設投資で供給余力が拡大してい
る。日本の中国からの化学品輸入は３月中旬から急増、前年同期比で４０％を超える伸びを記録し
ている。メチルエチルケトン（ＭＥＫ）など東日本大震災で国内の供給が滞り調達先を海外に求め
る動きが広がった製品もあるが、酢酸および誘導品の伸びが顕著であるほか、イソシアネートでも
中国品の存在感は着実に増している。
　ただ、中国からの輸入増は、そのまま中国の石油化学が自足体制になりつつあることを意味する
訳ではない。エチレンなど基礎石油化学品の絶対量の不足は当分続くわけで、ＰＥなど誘導品の形
で基礎製品の不足を補うという構造が変化する訳ではない。
　ここ１０年来、高い経済成長を背景にＳＩＮＯＰＥＣなど中国版メジャーの投資増大に加え、民
間の投資が活発化、内需を上回る水準に達している石油化学製品が増えていることを浮き彫りにし
ている。実際、ＳＩＮＯＰＥＣ系商社や上海市政府がバックアップする貿易企業が日本法人の活動
は年々活発化しており、日本を市場として捉える動きが鮮明になりつつある。

2222 新社長登場新社長登場新社長登場新社長登場・・・・・・・・・・・・住友化学住友化学住友化学住友化学　　　　十倉雅和氏十倉雅和氏十倉雅和氏十倉雅和氏、、、、フローバルフローバルフローバルフローバル経営経営経営経営をををを強化強化強化強化
▼就任の年に東日本大震災が発生しました。サプライチェーン（ＳＣ）に対する影響をどうみます
か。
「社長就任直前まで担当していた情報電子材料分野に関して言えば、韓国の大手ユーザーは直接の
サプライヤーばかりでなく、その先の原料サプライヤーまで動向を把握しており、日本以外からも
調達を広げようとする動きは起こり得る。震災以前からの生産拠点の海外移転の動きは、電力制約
により加速されるかも。
▼中期経営計画２年目の評価は。
「強い財務体質の構築とグローバル経営の強化の２本柱で取り組んでいる。財務体質強化は、中期
よりも長いレンジで過去と未来の双方からみたい。今だから言えるが、三井化学との統合が破談と
なって当社は石油化学事業の抜本的強化を迫られた。他社が投資を抑制した時期にラービグ計画、
米製薬セプラコール買収、液晶材料への集中投資を実施した。この文脈のなかで評価すべきだ。
今後、実施した投資の果実を得る段階に来ている。Ｄ／Ｅレシオを本来の姿に戻すことが重要だ。
▼各事業の状況は。
「基礎では合繊原料の市況が高騰し、アルミなど無機材料は環境・エネルギー関連用途で伸びた。
石化は千葉、ラービグとシンガポールの３拠点間の連携を強めるなど、もう少し頑張らなくてはな
らない。。１０年は情報電子の出来過ぎの年。高分子有機ＥＬ材料の量産体制を整備したが、有機
ＥＬ技術は太陽電池、有機半導体へも発展させることが出来る」
▼グローバル経営体制確立の進捗は。
「各事業部は画一ではない。石化は安価な原料。情電はマーケット立地のＳＣ、医農薬は新製品の
開発次第だ。最重要市場である中国には政府との対応や人脈形成のために統括機能を置いており、
９月には投資公司も活動開始する。しかし、事業の具体的な指揮は各事業部がとることになる」
▼震災後、日本でのものづくりをすることの意味が、あらためて問われています。
「伸びる市場は海外。日本でものづくりを継続するなら、産業インフラの競争力を高めなくてはな
らない。日本はＣＯ２排出削減、少子高齢化、食糧など多くの課題を抱えている。これらの課題を
解決して、デファクトスタンダード化するチャンスだ。しかしその為には日本としてのグランドデ
ザイン、実現に向けたロードマップが必要だ。でなければ日本は没落する。やれる能力はあると信
じている」

2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・危機危機危機危機にににに強強強強いいいい経済経済経済経済をををを強調強調強調強調したしたしたした経済白書経済白書経済白書経済白書
　２００８年の世界同時不況、今年３月の東日本大震災、日本経済は新たな試練に直面したが、復
旧に向けた動きは着実に進展している。しかし、電力供給の制約、原発事故収束の長期化、不安定
な雇用環境、資源高の影響、海外経済の不透明感など先行きのリスク、不安が広がっている。
　このような課題にいかに対応するか、この視点でまとめたのが内閣府が２２日に公表した１１年
度版経済財政白書だ。副題を「日本経済の本質的な力を高める」として“危機に強い経済への転換”
実現のために、自由貿易協定（ＦＴＡ）などを通じたグローバル化とイノベーションの加速を強調
した。
　これまで自然災害に遭遇した世界各国の事例に基づいて、中長期的な成長のカギは、労働者のス
キルなどの人的資本の充実とともにノウハウ、特許、ソフトウエアなど無形資産への投資が重要と
した。グローバル展開を進める上で重要性を増す無形資産のなかで、日本は自然科学分野の研究開
発、資源開発権、著作権及びライセンスなど「革新的資産」が相対的に高いことが特徴である。
ただ、フロー、ストックのいずれも頭打ち傾向にあり、企業のグローバル化は海外需要の獲得やガ
バナンス改善による付加価値を押し上げ、生産性上昇にも寄与すると分析している。しかし、わが
国の取り組みが遅れていることは否定できない。日本企業はグローバル展開とイノベーション創出
を軸に動き出しているが、これを後押しする政策の重要性は論を待たないだろう。
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2222 出光興産出光興産出光興産出光興産・・・・千葉千葉千葉千葉ででででＦＣＣＦＣＣＦＣＣＦＣＣ改造完了改造完了改造完了改造完了・・・・・・・・・・・・プロピレンプロピレンプロピレンプロピレン能力最大能力最大能力最大能力最大２１２１２１２１万万万万トントントントン
　　　　コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化にににに貢献貢献貢献貢献

　出光興産は、千葉コンビナートの競争力強化をリードする。このほど千葉製油所で進めていた流
動分解（ＦＣＣ）装置の改造を完了。これによりプロピレンの生産能力を年８万６０００トンと約
３割拡大するばかりでなく、下流工程のボトルネック解消などの条件整備により、同２１万にまで
引き上げられる体制を構築した。千葉地区全体で潜在能力を引き出していきたい考えで、今後の企
業連携における焦点となりそうだ。

2222 ＩＥＡＩＥＡＩＥＡＩＥＡ・・・・・・・・・・・・石油備蓄石油備蓄石油備蓄石油備蓄、、、、追加放出追加放出追加放出追加放出はははは行行行行わずわずわずわず
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は先週、加盟国による石油備蓄の追加放出は行わないと発表した。
その一方で加盟国に対し、石油市場への悪影響への懸念から、年内の石油備蓄の積み戻しを行わな
いよう要請しており、日本政府は民間備蓄義務量の引き下げを年末まで継続することを決めた。

3333 ６６６６月月月月ののののＰＰＰＰＰＰＰＰフィルムフィルムフィルムフィルム出荷実績出荷実績出荷実績出荷実績・・・・・・・・・・・・ＯＰＰＯＰＰＯＰＰＯＰＰはははは１４１４１４１４．．．．７７７７％％％％増増増増、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰはははは１０１０１０１０．．．．９９９９％％％％増増増増
　　　　１１１１－－－－６６６６月出荷月出荷月出荷月出荷、、、、食品向食品向食品向食品向けけけけ大幅増大幅増大幅増大幅増

　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた出荷実績によると、６月の合計出荷は、２軸延伸
ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムが前年同月比１４．７％増の２万１２８３トン、
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムは、同１０．９％増の１万４１１９トンだった。
この結果、１－６月の合計出荷はＯＰＰが前年同期比６．４％増の６万４６５９トン、ＣＰＰが同
６．９％増の４万３７３７トンとなった。

【１－６月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

11111111 円高円高円高円高、、、、経済回復経済回復経済回復経済回復シナリオシナリオシナリオシナリオへのへのへのへの影響影響影響影響ないないないない・・・・・・・・・・・・与謝野馨経済財政担当相与謝野馨経済財政担当相与謝野馨経済財政担当相与謝野馨経済財政担当相
　与謝野馨経済財政担当相は２２日の閣議後の会見で、円高が日本経済の回復シナリオに与える影
響を問われて「多分ない」と否定し「安全な資金の逃避先として、この瞬間は金、あるいは日本の
国債が選ばれているのだろう」との見方を示した。
　経財相は、「開国」の重要性を提言した経済財政白書の公表を受け、環太平洋連携協定（ＴＰＰ)
について言及。「多少の犠牲を払っても参加しておかないと長期の国益は実現できない」と積極的
な姿勢を示したうえで、「ＴＰＰに参加すると日本の農業が壊滅するという怪しげな宣伝があるが、
政策によって補完が可能」と強調した。
　また、復興債をめぐり「短期間で返す考え方で行くべきなのかなと思っている。ただし、一次的
な負荷は大きい。どういう税目で賄うか、７月末にかけてかなり大事な議論になる」と述べた。

12121212 旭化成旭化成旭化成旭化成　　　　藤原健嗣藤原健嗣藤原健嗣藤原健嗣　　　　社長社長社長社長にににに聞聞聞聞くくくく・・・・・・・・・・・・強強強強いいいい製品製品製品製品、、、、海外海外海外海外でででで勝負勝負勝負勝負　　　　石化全体石化全体石化全体石化全体でででで流流流流れをれをれをれを見極見極見極見極めめめめ
　溶液重合スチレンブタジエンゴム（Ｓ－ＳＢＲ）でシンガポール進出を決めた旭化成。日本国内
では、水島で三菱化学との協業を進めるなど体制整備を図ると同時に、海外では市場占有率の高い
製品で積極果敢に進出し、ポジションを一段と高める戦略で、Ｓ－ＳＢＲもこの一環となる。
駐在歴もありシンガポールを熟知する藤原健嗣社長に今後の展望を聞いた。
◆シンガポールでＳ－ＳＢＲ投資を決めた背景は。
「需給がタイトななか原料ブタジエンを確保できたことが大きい。供給するシャルとも良い関係を
構築している。また顧客となるエコタイヤを生産するメーカーがインドネシアやタイ、中国などに
あり、アクセスが良いのも理由の１つ。
◆他の日系３社も同じ時期にアジアで新増設するが、供給過剰の懸念は。
「２０１３年に稼働開始するので１～２年は供給が需要を上回るかもしれないが、当社の２期・年
１０万トンは早晩埋まる。中国では現在、エコタイヤは新車向けが主流だが、２～３年後には履き
替え需要も増加する。またアジアで生産するタイヤは欧州などに輸出されるため、欧州の基準を満
たす必要があり、Ｓ－ＳＢＲの需要はアジアで急速に伸びる」
◆次のＳ－ＳＢＲの投資計画について。
「エコタイヤの伸びは急速だが、１５年くらいになればより詳細に市場を見定められると考えてい
る。一方で重要なのはブタジエンをどうするかだ。当社はブテンを原料にブタジエンを製造する
ＢＢ－ＦＬＥＸプロセスを開発中のほか、プロピレンを高選択的に生産できるオメガプロセス、
ＢＴＸの生産比率を高めるアルファプロセスも保有しており、（需給タイトが予想される）Ｃ３以
降の石化原料を補完していく。ただ、現在のブタジエンの不足は中東でエチレン年１０００万トン
能力に達するエタンクラッカーが急速に立ち上がったことが背景にあり、今後は中東ではガス不足
にためエタンクラッカーは増えない。しかし、経済成長でエチレン需要は確実に増えて行く。そう
すると中国などアジアでナフサクラッカーが長期的に今後どれだけ出てくるかが重要になる。
ブタジエンやプロピレンなど単品でみるのではなく、石化全体の流れを見極めたい」

11111111 中小企業景況感中小企業景況感中小企業景況感中小企業景況感・・・・・・・・・・・・４４４４－－－－６６６６月大幅悪化月大幅悪化月大幅悪化月大幅悪化、、、、日本公庫調日本公庫調日本公庫調日本公庫調べべべべ　　　　先行先行先行先行きはきはきはきは改善傾向改善傾向改善傾向改善傾向
　日本政策金融公庫がこのほど明らかにした４－６月期の全国中小企業動向調査によると、従業員
２０人以上３００人以下の中小企業の業況判断ＤＩ（「好転」と回答した割合から「悪化」とした
割合を差し引いた指数）は、東日本大震災の影響で前期（１－３月）比２０．０％悪化のマイナス
２４．８となった。ただ、先行きは７－９月期がマイナス２４．４、１０－１２月期がマイナス
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１４．３と改善する見通しを示している。日本公庫は「供給体制の回復で持ち直しの兆しも見られ
る」としている。
　日本公庫では今回、東日本大震災の影響について特別調査も行った。震災発生時から６月の調査
時点までの事業への影響をみると「販売先や受注先が直接・間接の被害を受けたことによる売上高
の減少」（３７％）、「原材料・部材・商品・燃料の不足」（３０％）、今後の影響については「
原材料・部材・商品・燃料などの高騰」（３７％）の割合が最も高く、次いで「自粛ムード・節約
意識の高まりによる売上高減少」（３１％）となっている。考査は６月に実施、中小企業６９３６
社が回答した。

　　　　７７７７月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（火火火火））））
1111 出光興産出光興産出光興産出光興産・・・・三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・千葉千葉千葉千葉にににに合理化投資合理化投資合理化投資合理化投資１０１０１０１０億円億円億円億円、、、、エチレンエチレンエチレンエチレン共同配管共同配管共同配管共同配管でででで原料融通原料融通原料融通原料融通

　出光興産と三井化学は、千葉地区における両社エチレンセンターの一体運営を強化する為、今期
に１０億円の合理化投資を実施する。原料選択の最適化とナフサインフラの共同活用が内容。両社
のエチレン装置間に共同配管を敷設し、相互に原料を融通できるようにする。両社は一体運営によ
り３０億円の合理化効果が得られるとしており、このうち約１０億円分に関しては設備改造が必要
と説明していた。
　両社は第２ステップとして出光興産千葉製油所との一体運営に向けた検討を進めて行く。また、
千葉地区の他のエチレンセンターにも参加を呼び掛けており、水島地区で三菱化学・旭化成ケミカ
ルズ間で実現したダウンサイジングを、千葉地区でも検討しやすくなる環境整備も進めたいとして
いる。

2222 ６６６６月月月月のののの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・・・・・・・・・・・・８１４８１４８１４８１４円下円下円下円下げのげのげのげの５５５５万万万万６２１０６２１０６２１０６２１０円円円円
　経産省がまとめた６月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、輸入単価は１キロリットル当
り５万６２１０円で、前月よりも８１４円値下がりした。ドル建て単価は１トン当たり１０１７．
８ドルで、前月より２．３ドルの値上がり。
　為替レートは１ドル８０．９円で、０．６円円高に振れた。

10101010 ガラスガラスガラスガラスびんびんびんびんリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル促進協促進協促進協促進協・・・・・・・・・・・・地域型地域型地域型地域型リユースリユースリユースリユース拡大拡大拡大拡大、、、、年度内年度内年度内年度内にににに支援組織支援組織支援組織支援組織
　ガラスびんリサイクル促進協議会はこのほど、２０１１年度の事業計画を発表した。容器包装リ
サイクル法改正に向けた審議開始を控え、１５年をターゲットとする「第２次３Ｒ自主行動計画」
に沿ったガラスびんの３Ｒを推進するとともに、広報活動も積極的に展開、事業者としての取組み
をアピールする。
　リデユースでは、容器の更なる軽量化・薄肉化を推進し、１本当たりの平均重量を１５年までに
０４年比２．８％軽量化することを目指す。
　リユースでは、リターナブルびん普及の取組みを加速する。地域型リユースの拡大を支援する全
国的組織「びんリユース促進支援センター（仮称）」を今年度中に立ち上げたい考え。環境省の「
びんリユース在り方検討会」と連携したりユーズびん利用実証事業にも積極的に参加。飲食チェー
ンにおけるリユース商品取扱い促進に向けては、ワタミグループと、関東に続き東北・甲信越エリ
アで取扱い拡大を図る。
　リサイクルでは、１５年までにリサイクル率７０％以上(１０年実績６８％）を目指す。再生材
利用の指標となるカレット利用率の目標は９７％(同７４．２％）に設定。カレット回収率を増やす
ため、日本容器包装リサイクル協会と都市部での残渣原料で連携する。



　広報対策としては、展示会でのガラスびん３ｚＲに関する直接広報活動の実施、自治体との連携
強化による情報発信、容リ協と連携した各自治体の市民啓発支援策の検討を進める。

　　　　７７７７月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（水水水水））））
1111 サウジサウジサウジサウジ石化合弁始動石化合弁始動石化合弁始動石化合弁始動・・・・・・・・・・・・ダウダウダウダウ・・・・アラムコアラムコアラムコアラムコ　　　　２００２００２００２００億億億億ドルドルドルドル投資投資投資投資、、、、１５１５１５１５年稼働年稼働年稼働年稼働

　ダウ・ケミカルとサウジアラビア国営石油会社（サウジアラムコ）は、サウジアラビアにおける
石油化学プロジェクトの具体化に乗り出す。両社の取締役会は合弁会社の設立を承認し、設備建設
を始めることを決めた。プロジェクトの総投資額は２００億ドルに達する。原料にはナフサとエタ
ンの両方を活用、２０１５～１６年に生産活動を順次開始する。中東以外の市場ではダウ・ケミカ
ルが販売を担当し、日本を含むアジア地域と欧州を中心に供給する。
　両社が設立する合弁会社は「サダラ・ケミカル・カンパニー」。０７年から事業化調査や基本設
計などを進めてきた。サダラ・ケミカルは１３年末をめどに株式公開を予定、公開後の出資比率は
同等になる。生産するのはエチレン、プロピレン、イソシアネート、ポリエーテルポリオール、
プロピレンオキサイド、プロピレングリコール、エラストマー、直鎖状低密度ポリエチレン、低密
度ポリエチレン、グリコールエーテル、アミン類などで年産合せて３００万トンを上回る。
　

2222 ナフサスポットナフサスポットナフサスポットナフサスポット１０００１０００１０００１０００ドルドルドルドル超超超超ええええ
　輸入スポットナフサ価格が、１トン当たり１０００ドルを超える水準となってきた。国際エネル
ギー機関（ＩＥＡ）の原油備蓄放出の効果が限定的だったことなどから原油相場が上昇。これに連
動してナフサ市況も上がり調子となっている。足元の輸入スポットナフサ価格は、日本プレミアム
も換算して１トン当たり１０１０ドルどころ。６月下旬には、景気後退懸念やＩＥＡの備蓄放出で
原油市況につれて急落、同９００ドルを割り込む水準に達した。しかし、その後は投機資金の原油
市場への流入加速もあって上昇に転じた。ＩＥＡが追加放出を行わないことを決めたこともあり、
ここにきて上げ足を速めている。急速に進む円高で相殺されている部分はあるが、それでも足元は
国産価格に換算すると１キロリットル当たり５万７０００円程度となる。１カ月前の最安値時の同
５万２０００円程度からみると急激な上昇。
　今年に入って２回の値上げが実施されたポリオレフィン等では、同６万円価格を前提にした価格
体系へと移行しているが、一時はスポットナフサ価格が下落したことから、先行き製品価格の修正
が必至と見られた。しかし、ここにきての上昇により状況は不透明になってきた。

3333 食品包材食品包材食品包材食品包材・・・・・・・・・・・・震災特需震災特需震災特需震災特需にににに一服感一服感一服感一服感、、、、６６６６月月月月　ＰＳＰ　ＰＳＰ　ＰＳＰ　ＰＳＰ前年割前年割前年割前年割れれれれ、、、、好調好調好調好調ののののＰＰＰＰＰＰＰＰ系系系系もももも調整局面調整局面調整局面調整局面
　大震災後、夏場の電力削減問題もあり需要が急拡大した食品包装材料。２０１１年４-６月の累計
内需は、代表的な食品包装材料である２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ)で前年同月比８．７％増と
なるなど各製品とも例年を上回るペー
スで推移した。ただ、６月に入ると発
泡ポリスチレンシート（ＰＳＰ）が前
年割れに転じるなど、一部では震災特
需に収束傾向が見られる。末端や流通
段階では在庫増が目立つケースも出て
きたようで、需要には一服感が広がり
そうだ。
　こうした中で、包装材料にとっての
課題はコスト問題にシフトしつつある。
ここにきてナフサのスポット価格が１
トン当たり１０００ドルを超えるなど、
再び原料コスト問題が包装材料メーカ
ーにのしかかっている。川下の食品段
階でデフレ傾向が解消されていないな
か、原料コストをいかに転嫁するのか
注目される。

　　　　７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（木木木木））））
1111 ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン市況市況市況市況にににに連動連動連動連動・・・・・・・・・・・・粗粗粗粗ＣＣＣＣ４４４４留分新価格方式留分新価格方式留分新価格方式留分新価格方式にににに、、、、昭和電工今月昭和電工今月昭和電工今月昭和電工今月からからからから年内年内年内年内にににに比率比率比率比率５５５５割割割割

　昭和電工は、粗Ｃ４留分の価格にブタジエン市況を連動させた新しい価格決定方式（フォーミュ
ラ）を７月から実施する。従来のナフサ連動のフォーミュラを変更するもので、同社はブタジエン
価格が４０００ドルに達する昨今の状況にあって、Ｃ４留分の価値が高まっていると主張していた。
　三井化学もブタジエン連動部分を取り入れたフォーミュラを実施しており、三菱化学、東ソー等
他の粗Ｃ４留分サプライヤーにも波及する可能性が出てきた。

1111 震災震災震災震災ととととサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーン・・・・・・・・・・・・印刷印刷印刷印刷インキインキインキインキ一時一時一時一時はははは「「「「非常事態非常事態非常事態非常事態」、」、」、」、代替原料確保代替原料確保代替原料確保代替原料確保へへへへ各社懸命各社懸命各社懸命各社懸命
　３・１１の震災後、丸善石油化学・千葉工場のアルコールケトン設備の復旧に１年を要すること
が明らかになり、インキ各社は事態打開に向けた取り組みに相次ぎ動き出した。最大手のＤＩＣは
海外拠点や国内外の同業他社から調達・購入するとともに、代替原料ソースの探索や代替技術の
活用を推進。東洋インキＳＣホールデイングスは海外調達に加え、ノンＭＥＫ製品のさらなる拡充
に乗り出す。サカタインクスは、輸入品による代替調達の他、他原料へのシフトも視野に入れる。
　こうした各社の懸命な取り組みによって、代替原料を用いた処方・設計による新聞インキおよび
オフセットインキの生産にメドが立ち、当面の安定供給が維持される見通しとなった。一方、新た
な懸念材料として、代替原料のタイト化や海外調達などのコスト負担が浮上してきた。これにナフ
サ価格上昇にともなうインキ溶剤の値上げなどが加わり、震災以降、インキ各社は相次ぎ価格改定
を打ち出している。先頃、出光興産はＤＩＢへの参入を表明。今秋から年９０００トン規模の生産



を徳山工場で開始する。この動きに対しインキ各社は、おおむね歓迎の意向を示しており、調達コ
スト低減やリスクヘッジにつながるかが注目される。また、今後の国内インキ需要動向や丸善石化
千葉工場の“復旧後”の市場環境など、先行き不透明な状況が続きそうだ。

7777 特集特集特集特集　　　　石油化学産業石油化学産業石油化学産業石油化学産業・・・・・・・・・・・・試練試練試練試練ををををバネバネバネバネにににに中計方針中計方針中計方針中計方針をををを加速加速加速加速
　　　　３３３３・・・・１１１１１１１１でででで状況一変状況一変状況一変状況一変　　　　鹿島操業停止鹿島操業停止鹿島操業停止鹿島操業停止、、、、サプライチェーンサプライチェーンサプライチェーンサプライチェーン寸断寸断寸断寸断
・・・・国内事業基盤強化国内事業基盤強化国内事業基盤強化国内事業基盤強化、、、、装置一体運営等各社連携装置一体運営等各社連携装置一体運営等各社連携装置一体運営等各社連携・・・・強強強強いいいい事業事業事業事業をををを海外展開海外展開海外展開海外展開、、、、競争優位競争優位競争優位競争優位でででで存在感一段存在感一段存在感一段存在感一段とととと
　 　日本の石油化学産業は思わぬ試練を迎えている。国内では東日本大震災により、サプライチェー

ンが寸断、需要・供給ともに大混乱となった。海外でも市場を牽引していた中国が金融引き締めに
より急ブレーキ。オレフィン、ポリオレフィンともアジア市況が低迷して汎用樹脂事業の採算が悪
化している、また、内外価格差が拡大して一部製品の輸入量が増加。秋以降は自動車生産はフル操
業を回復し、中国需要も戻ることが期待されている。しかし、石化各社はこうした状況の大きな変
化に対応できるよう、国内事業基盤の強化と競争優位事業の海外展開を加速させようとしている。
中期経営計画の諸施策を前倒し実施に向けて動き出している。
　千葉地区の出光興産と三井化学、水島地区の三菱化学と旭化成ケミカルズでは、両社エチレン装
置の一体運営が取り組まれている。２社間で原料最適化、インフラ共同活用などの推進とともに、
誘導品事業の整理を先行させた三菱化学は水島で３０％のダウンサイジングを実施した。
　海外事業については、千葉・シンガポール・サウジアラビアにエチレンセンターを構える住友化
学は、３拠点のシナジーを高めることに注力しており、ペトロラービグの収益化が当面の課題。
シンガポールでも溶液重合スチレン・ブタジエンゴム（Ｓ－ＳＢＲ）新設を決めた。Ｓ－ＳＢＲは
旭化成ケミカルズなども新設を決めており、日系企業の存在感が高まっている。旭化成はＡＮの
世界展開を推進し、今夏タイ拠点を立ち上げるのに続き、韓国でも１系列建設を決めた。サウジで
も検討している。三井化学はシンガポールでの「エボリュー」新設を上期中に方向づける方針で、
フェノール、「タフマー」、ＰＰ自動車材についても検討している。三菱化学は海外有力事業で提
携戦略を推進しており、中国石化工（ＳＩＮＯＰＥＣ）、タイ・ＰＴＴ等と複数の案件を検討して
いる。同社が保有するアクリル酸、バイオプラスチック、ヘキセン１などの技術をベースに共同事
業化も含めた検討に入っている。出光興産はベトナムのニソン製油所・石化計画の最終投資決定に
向けた検討を急いでいる。丸善石油化学は震災でアルコールケトン製造装置が１年以上の停止を余
儀なくされ、１日でも早い復旧を急ぐとともに、ＭＥＫなど実績のある製品でアジア展開の可能性
を探るとしている。

12121212 転換点迎転換点迎転換点迎転換点迎えるえるえるえるアジアアジアアジアアジア石化石化石化石化・・・・・・・・・・・・金融引金融引金融引金融引きききき締締締締めめめめ、、、、電力不足電力不足電力不足電力不足のののの中国中国中国中国““““変調変調変調変調””””
　　　　モータリゼーションモータリゼーションモータリゼーションモータリゼーション加速加速加速加速、、、、合成合成合成合成ゴムゴムゴムゴム需要拡大需要拡大需要拡大需要拡大、、、、原料確保原料確保原料確保原料確保にににに課題課題課題課題・・・・カギカギカギカギはははは次次次次ののののナフサクラッカーナフサクラッカーナフサクラッカーナフサクラッカー

　アジアの石化市場は中国の変調により転換点を迎えている。景気の過熱抑制に向けた中国政府の
金融引き締め政策と、中国における電力不足が背景にある。アジアでは定修年の今年は供給が不足
すると予想されていたが、供給減少を需要減少が上回っている状況で、年後半も中国政府は景気の
過熱抑制を継続するとみられ、ポリエチレンなどを中心に石化市場は一服感が広がりそうだ。
　一方で新興国のモータリゼーション加速と、先進国における環境基準強化を追い風に、省燃費と
安全性を兼ね備えたエコタイヤの需要が拡大する方向にあり、合成ゴムに対する引き合いが強まっ
ている。しかし主要原料ブタジエンはナフサクラッカーのみを供給源とするため、供給が需要に追
いつかない状況にある。今後、アジアの石化市場はブタジエンを抽出できる新しいナフサクラッカ
ーがいつどこで立ちあがるかがカギとなる一方、長期的にはブタジエンを目的生産する新技術も動
向を大きく左右しそうだ。

　　　　中国中国中国中国エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産１５００１５００１５００１５００万万万万トントントントン突破突破突破突破　　　　第第第第１２１２１２１２次次次次５５５５カカカカ年計画年計画年計画年計画プロピレンプロピレンプロピレンプロピレン２２００２２００２２００２２００万万万万トントントントン目指目指目指目指すすすす
　「２０１０年の中国化学工業の総生産額は５兆２３００億元となり、米国を抜いて世界一に
躍り出た」―。５月に北京で開かれた、第１２次５カ年計画に沿った石油・化学工業の中期計画
説明会の席上、中国石油・化学工業連合会首脳は上述のように語り、国際金融危機や四川大地震を
はじめ多くの災害を乗り越えて、中国の石油化学工業は第１１次５カ年計画期中の目標指標を達成
したと総括した。化学工業にとっても、現状の規模と成長予測から中国は今や世界的重要市場とな
り、中国国内はもとより全世界のプレーヤーがしのぎを削る激戦区となった。能力拡大が続く石油
化学工業では、今年始動した第１２次５カ年計画でも引き続き新増設が図られる見通しだ。

16161616 マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア「ＲＡＰＩＤ」「ＲＡＰＩＤ」「ＲＡＰＩＤ」「ＲＡＰＩＤ」計画計画計画計画・・・・ＣＰＣＣＰＣＣＰＣＣＰＣ((((台湾台湾台湾台湾））））参画参画参画参画がががが浮上浮上浮上浮上、、、、製油所製油所製油所製油所・・・・ナフサクラッカーナフサクラッカーナフサクラッカーナフサクラッカー移設移設移設移設へへへへ
　ペトロナスがマレーシア・ジョホール州で進める大型石化コンプレックス計画「ＲＡＰＩＤ」プ
ロジェクトに、台湾中油（ＣＰＣ）が参画する可能性が浮上している。ＣＰＣはかねてから公害問
題などにより、２０１５年に廃業もしくは移設の対象になっている台湾・高雄の製油所およびナフ
サクラッカーをマレーシアおよびインドネシアを候補に移設を検討してきたが、現在はマレーシア
を最有力候補としてジョホール州政府と移設に関する交渉を進めている。
　交渉は順調に進んでいるとみられ、製油所・ナフサクラッカーの移設が実現した場合、ペトロナ
スがＲＡＰＩＤプロジェクトで計画するオレフィン合計で年産３００万トンの一部を担う公算だ。



また、ＣＰＣが移設を決めた場合には、台湾から複数の川下メーカーも進出するものとみられ、新
たに台湾勢による東南アジアの石化市場への進出が加速する。

　　　　７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（金金金金））））
1111 ＰＣＰＣＰＣＰＣフィルムフィルムフィルムフィルム、、、、透明透明透明透明・・・・難燃難燃難燃難燃　　　　高水準高水準高水準高水準でででで両立両立両立両立・・・・・・・・・・・・帝人化成帝人化成帝人化成帝人化成、Ｖ－、Ｖ－、Ｖ－、Ｖ－００００相当実現相当実現相当実現相当実現

　帝人化成は、世界で初めて米安全検査規格（ＵＬ）９４のＶ－０相当の難燃性を持つ高透明フィ
ルムを開発した。独自の重合技術により開発した特殊ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂を採用、ＰＣ
本来の透明性を損なうことなく、高い水準で耐熱性と難燃性を付与することに成功した。光学デイ
スクやフラットパネルデイスプレイ（ＦＰＤ）に加えて、発光ダイオード（ＬＥＤ）や有機エレク
トロミネッセンス（ＥＬ）用途での採用を見込む。今年度中にも量産化し、２０１３年度に１０万
平方メートルの販売を目指す。
　通常、年年性を付与する為には難燃材などを添加するのが一般的だが、難燃材の添加により透明
性が損なわれるという課題を抱えていた。同社は分子レベルで樹脂の組成を改良し、難燃剤を添加
することなく高い光学特性と耐熱性・難燃性を両立させることに成功。難燃性は厚さ０．１ミリメ
ートルにおいてＵＬ９４のＶ－０相当を実現。また熱収縮率は０．０１％、ヤング率は２．６ギガ
パスカルと実用レベルで問題ない機械的特性を持つ上、既存のキャスト板製造設備での生産が可能。

2222 ４４４４----６６６６月期月期月期月期　　　　国産国産国産国産ナフサナフサナフサナフサ・・・・・・・・・・・・５５５５万万万万９０００９０００９０００９０００円円円円にににに上昇上昇上昇上昇
　４-６月期の国産基準ナフサ価格が、１キロリットル当たり５万９０００円に決まった。前四半期
の５万２４００円に比べ６６００円（１２．６％）の値上がりで、３四半期連続の上昇。足元では
スポット価格が１トン当たり１０００ドルを突破するなど高騰しており、７-９月期の国産価格は
一段と上昇しそうだ。

11111111 サーモフィッシャーサーモフィッシャーサーモフィッシャーサーモフィッシャー・・・・・・・・・・・・最新最新最新最新のののの食品安全性評価食品安全性評価食品安全性評価食品安全性評価ででででセミナーセミナーセミナーセミナー
　サーモフィッシャーサイエンテイフィックはこのほど、食品企業や公的機関の品質管理部門担当
者らを対象にした「高度な食品安全の確保セミナー」を開催した。米国・欧州で導入されている「
新興環境汚染」に対する新たな食品汚染モニタリングシステムのほか、国内で拡大している放射線
汚染食品のリスクに関する講演が行われた。
　国内で問題となっている放射能汚染食品への対応として、聖徳大学人間栄養学部の林徹教授(元
農業・食品産業技術総合研究機構　食品総合研究所）は、適切な情報提供として外部被曝の単位で
ある空間線量率（シーベルト／時）および積算線量（シーボルト）よりも、重視すべきは内部被曝
量と指摘。放射能を含んでいる食品、水、空気、土壌の放射能汚染（ベクトル／キログラム）につ
いての情報が必要とした。また、放射線影響では「早期影響」（数週間）と「晩期影響」（長期の
潜伏期間後）を評価する必要などを示した。

12121212 ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン・・・・・・・・・・・・アジアアジアアジアアジア市況市況市況市況がががが反落反落反落反落、、、、合成合成合成合成ゴムゴムゴムゴムのののの減産響減産響減産響減産響くくくく　　　　タイヤタイヤタイヤタイヤ向向向向けなどけなどけなどけなど需要需要需要需要はははは底堅底堅底堅底堅くくくく
　ブタジエンのアジア市況が反落している。スポット市場では今月半ばに過去最高の１トン当たり
４３００ドル（ＣＦＲ）まで上昇したが、足元では４１００ドルを下回る水準まで値下がりしてい
る状況。韓国や台湾など域内の合成ゴムメーカーが原料ブタジエン高騰を受けて減産を強化してい
るためで、石化製品のなかでは独歩高を続けていたブタジエン市況は一段落しそうだ。ただ、中期
的にブタジエンの需要は、エコタイヤ向けなどを中心に拡大するのが確実な一方、供給の増加分は
少なく、需要増を下回る傾向が続く見通し。このため市況は再び反転する可能性が高く、合成ゴム
設備の稼働率にも注目が集まっている。

12121212 タイタイタイタイ化学産業化学産業化学産業化学産業　　　　新新新新ステージステージステージステージへへへへ・・・・・・・・・・・・国内外国内外国内外国内外でででで投資拡大機運投資拡大機運投資拡大機運投資拡大機運、、、、総選挙後総選挙後総選挙後総選挙後のののの政権安定期待政権安定期待政権安定期待政権安定期待
　タイで化学産業の新たな投資拡大の機運が高まっている。マプタプット工業地区における一時停
止問題が一段落する中、石油化学では技術力を持つ日本企業など海外勢と組み新しい誘導品を事業
化する動きが強まっているほか、植物原料が豊富な利点を生かし、グリーンケミカルという新しい
分野を切り拓こうとする機運が高まっている。ＰＴＴグループのプラサート・ブンサンプン社長・
ＣＥＯ（最高経営責任者）は「化学は国内投資が中心になる」と今後の投資方針を明確にする。
　先頃の総選挙でタクシン派が勝利し政治安定に期待が集まる半面、反タクシン派との対立は根深
く、今後も政治的争いは続く可能性がある。リスク分散を含め、タイ企業はミャンマーやベトナム
など海外での投資を狙う動きもある。今後のタイ化学産業は、国内外の情勢をにらんだ新しいステ
ージに向かうことになる。
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