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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）

　　　　１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（月月月月））））
1111 エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産　　　　実質過去最低実質過去最低実質過去最低実質過去最低・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１年年年年、、、、４４４４．．．．７７７７％％％％減減減減のののの６６９６６９６６９６６９万万万万トントントントン、、、、稼働率稼働率稼働率稼働率８６８６８６８６％％％％止止止止まりまりまりまり
　　　　景気低迷景気低迷景気低迷景気低迷、、、、輸出減少響輸出減少響輸出減少響輸出減少響くくくく、、、、センターセンターセンターセンター再構築待再構築待再構築待再構築待ったなしったなしったなしったなし

　２０１１年の国内エチレン生産量が６６９万トンとなった。これは９４年以来の低水準だが、
最後に新設されたエチレンセンターの京葉エチレンが商業生産を開始したのは同年１２月。
現在の国内生産体制が固まってから過去最低の生産量となる。今年は１１年ほど落ち込まない
にしても７００万トン台の回復は難しいとみられ、各コンビナートで再構築の努力が引き続き
求められる。
　経産省製造産業局化学課がまとめたエチレン生産速報によると、１１年の国内生産量は前
年比４．７％減の６６８万９４００トンとなった。１１年は４社６プラントの定修があったた
め、エチレン生産能力は７７７万トン。震災等のトラブル停止を除くと、稼働率は８６．１％
だった。
　中国需要が盛り上がらないために輸出は低迷し、逆に高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、直
鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）の輸入量が急増。輸入品は鹿島事業所が生産再開し
ても大きく数量を落とすことなく現在も継続している。１０月以降は欧州危機の影響でアジア
市場で石化製品価格が急落した。
　１２年を現時点で予測すれば、明るい展
望は描きにくい。供給能力は１１年と同じ
７７７万トン。欧州危機は出口が見えず、
中国をはじめとしたアジアの景気に影響を
与える。ユーザー企業の海外生産シフトの
動きもあり、厳しくなる一方のように見え
る。ただ、中期的には中国をはじめ新興国
需要が回復し、０９～１０年のように石化
製品の需要が締まる局面も生まれるだろう。
　国内の石化各社に求められているのは、
需給や景気の影響を出来る限り小さくする
よう事業基盤を強化することだ。能力縮小
だけが解ではないだろうが、中期的に生き
残れる事業かどうかを厳しく見極めること
が求められる年になることは間違いない。

2222 エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２月月月月はははは１９１９１９１９％％％％減減減減
　経産省がまとめた２０１１年１２月のエチレン生産速報によると、生産量は前年同月比１８．
８％減の５２万４３００トンとなった。前月比は５．８％減。この結果、１１年のエチレン生
産量は前年比４．７％減の６６８万９４００トンとなり、再び７００万トン台を割り込んだ。

2222 天坊石連会長天坊石連会長天坊石連会長天坊石連会長・・・・・・・・・・・・イランイランイランイラン原油輸入問題原油輸入問題原油輸入問題原油輸入問題ででででコメントコメントコメントコメント
　石油連盟の天坊昭彦会長（出光興産会長）は、イラン原油の輸入についてコメントを発表し
た。「米国の生産問題が日本に及ぼす影響を小さくするために、日本政府が全面に立って交渉
してもらっていることに謝意を表したい」としたうえで、輸入は「あくまで個社ベースでの話
で、石連として全社を統括してコメントを発する立場にはないが、各社それぞれに安定供給を
確保するために対応を考えていると思う。石連として必要があれば、政府にサポートをお願い
していく」とした。

10101010 プラプラプラプラ工連工連工連工連、、、、ラーメンラーメンラーメンラーメン包材例包材例包材例包材例にににに提言提言提言提言・・・・・・・・・・・・プラプラプラプラ製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装　ＭＲ　ＭＲ　ＭＲ　ＭＲ優先優先優先優先ににににアンチテーゼアンチテーゼアンチテーゼアンチテーゼ
　　　　ごみごみごみごみ発電発電発電発電などなどなどなどＴＲＴＲＴＲＴＲがががが有効有効有効有効

　日本プラスチック工業連盟は、「マテリアルリサイクル優先へのアンチテーゼ」と題する提
言をまとめた。身近なインスタントラーメンの包装材料を題材に、プラスチック製容器包装の
マテリアルリサイクル（ＭＲ）は困難であり、ごみ発電などサーマルリサイクル（ＴＲ）が有
用であることを解説。消費者や事業者、自治体の努力を無駄にしないためには、ＭＲを優先す
る現在の仕組みを早急に撤廃する必要があるとした。ホームページにも掲載し理解を呼びかけ
ていく。
　現行の容リ法の回収対象のうち、プラ製容器包装の処理についてはＭＲによる再商品化が優
先されている。２００４年度に全体の２４．６％だったＭＲの落札量は、１０年度にＭＲ優先
の上限が５０％になったが、１１年度は５３．６％と高どまっている。入札価格が高くても
ＭＲが優先して落札される仕組み。再商品化費用の構成比は落札量以上に高く、１１年度の再
商品化見込み費用総額に占めるＭＲの比率は６９％。落札単価はケミカルリサイクル（ＣＲ）
の３７．６円／キログラムに対しＭＲは７１．６円／キログラムとなっている。ただ、家庭か
ら出るプラ製容器包装は複合素材が多く、かつ残渣や異物が混ざることも多い。このためＭＲ
では選別の過程で半分が産業廃棄物として処分される。再商品化利用製品もパレットや土木建
築資材、日用雑貨などで、高品質な用途では利用されない。プラ工連ではこれまでもＭＲの対
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象は「単一素材で数量も確保できるＰＥＴボトルや白色トレイなど、ごく一部の製品に限られ
る」と主張。一昨年に「家庭から出る廃プラの再資源化のあるべき姿」、昨年に「プラ製容器
包装の機能と環境配慮」と題する提言を行い、今回は国民食ラーメンを事例にＭＲ優先への考
え方に対するアンチテーゼをまとめた。
　プラスチックは異なる材質が混ざると物性が大幅に低下してしまう。複合素材製の容器包装
は組成などの把握が極めて難しく分別の手間・コストも膨大。単一素材である発泡ポリスチレ
ン（ＰＳ）製カップも印刷や油汚れがある場合はＭＲに適さない。高炉還元剤化やコークス炉
化学原料などのＣＲ、もしくは焼却処理される。
　プラ工連が有効な手法とするのがＴＲ。容リ法ではＣＯ２排出抑制や省資源化の視点からプ
ラ製容器包装は洗って分別回収し燃やすべきではないとの考え方から、ＴＲは緊急避難的な位
置付け。一方、自治体では容器包装を除く廃プラの埋め立てから焼却への転換が進んでいる。
焼却による熱回収は埋め立てよりも役立つからだ。とくに、ごみ発電は新たなエネルギー源と
しても期待できる。分別回収やコストの問題に直面する自治体が新たに焼却炉を設置する場合、
廃プラのＴＲで発電効率を高める必要があるとする有識者の声もある。
　０９年度に開催された産構審と中環審合同の「プラスチック製容器包装に係る再商品化手法
検討会」で１０年度のＭＲ優先の上限を５０％とする暫定措置がとられたが、これは科学的
合理的根拠に基づく結論ではない。容リ法改正に向けた議論・検討が間もなく始まるが、歩留
まりが４５％といわれるＭＲへの固執は「“無駄な努力”や効率の悪さという“見えないコス
ト”のツケを消費者や自治体に回しているようなもの」。
　提言では、事業者の負担を含めた社会的コストの削減を図る観点からも、ＴＲ検討といった
支援も視野に入れることを訴えた。

10101010 経産省経産省経産省経産省・・・・国交省国交省国交省国交省・・・・・・・・・・・・住宅住宅住宅住宅・・・・建築物建築物建築物建築物　　　　ゼロエネゼロエネゼロエネゼロエネ化化化化をををを支援支援支援支援、、、、機器機器機器機器などなどなどなど導入費用補助導入費用補助導入費用補助導入費用補助
　経産省と国交省は、住宅・建築物のゼロエネルギー化を推進するため、共同で補助金事業を
立ちあげる。住宅は年間数千戸を目標に、省エネ機器とエネルギー制御機器を組み合わせた住
宅システム、中小工務店によるゼロエネルギー住宅の普及を支援する。建築物は省エネ性に優
れた設備機器の導入、官庁施設のゼロエネルギー化に取り組む。２０１２年度予算案で経産省
は７０億円、国交省は２０２億円を確保した。
　現行のエネルギー基本計画は、２０年までに標準的な新築住宅と新築公共建築物をゼロエネ
ルギー化する目標を掲げており、さらに普及の前倒しが求められている。
　経産省はハウスメーカーなどが提案する省エネ機器とエネルギー制御機構を組み合わせた住
宅システム導入を支援する。住宅の高断熱化、高効率給湯器、ＬＥＤ照明、太陽熱温水器、住
宅エネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ）などの導入を想定。４月に公募を開始し、最
大２分の１を補助する。

10101010 中環審中環審中環審中環審・・・・・・・・・・・・環境利用率最終処分量環境利用率最終処分量環境利用率最終処分量環境利用率最終処分量　　　　前倒前倒前倒前倒しししし目標達成目標達成目標達成目標達成、、、、０９０９０９０９年度循環基本計画年度循環基本計画年度循環基本計画年度循環基本計画のののの進捗点検進捗点検進捗点検進捗点検
　中央環境審議会循環型社会計画部会は、第２次循環型社会形成推進基本計画の第４回点検結
果をまとめた。１トン当たりの投入資源が生み出す価値（生産金額）で有効利用を評価する「
資源生産性」、投入総資源量のうち再利用・再生利用の割合を示す「循環利用率」、「最終処
分量」の３つの指標で計画の進捗状況を把握・点検するもの。
　２００９年度は、循環利用率と最終処分量において２年連続で１５年度目標を前倒しで達成
した。一方で、０９年度は金融危機の影響で生産量の減少があったことを指摘、景気にかかわ
らず持続可能なかたちで目標達成を維持する必要があるとした。
　全体として日本は３Ｒの取り組みの浸透や国民の意識向上により、循環型社会形成に向けた
目標達成に向かっていると評価した。今後は世界全体で化石資源や有用金属の資源制約が強ま
ることが予想されること、東日本大震災を契機に安全・安心が確保された循環の流れを構築す
る重要性が高まっていることを踏まえ、これまでの「量」に着目した循環型社会構築だけでな
く、資源確保や安全・安心の確保などの循環の「質」に着目した取り組みを進める必要がある
と指摘している。

【資源生産性・循環利用率・最終処分量の推移】換算係数や廃棄物等データの見直しにより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昨年度と一部数値が異なっている

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２年自動車生産年自動車生産年自動車生産年自動車生産、、、、８８８８％％％％増増増増のののの２０００２０００２０００２０００万台万台万台万台へへへへ
　中国の自動車生産が、成長軌道に回帰する見通しとなってきた。中国自動車工業協会は、
２０１２年の生産・販売台数について前年比８％増の２０００万台前後になると推定した。
成長を下支えする要因としてはマクロ経済の安定的成長や小型化、省エネルギー化など生産車
種の多様化による消費者の選択肢の広がり、所得水準の上昇や社会保障制度の改善などを挙げ
ている。実際、部材供給サイドでも「足元の需要は好調で今年は力強さが感じられる」（塗料
メーカー９など手ごたえを掴んでいるようだ。
　中国自動車工業会によると、１１年の生産台数は前年比０．８％増の１８４２万台、販売台
数については同２．５％増の約１８５１万台だった。生産・販売とも過去１３年で最も低い伸
びに止まっている。その背景として、中央政府のマクロコントロール、自動車購入促進政策の
撤廃を最大の要因と指摘。このほか北京市など大都市における自動車購入制限措置を挙げた。
　１０年までの高度成長段階から安定成長期に移行したものの、世界最大の自動車生産国とな
った中国に対する部材メーカーの期待は大きい。近年は欧米大手化学企業を中心に、現地で自
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動車産業向けの生産基盤や研究開発基盤を強化する動きも広がっている。

　　　　１１１１月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・リスクリスクリスクリスク管理管理管理管理にににに軸足軸足軸足軸足をををを移移移移したしたしたした労安法労安法労安法労安法

　化学物質をリスクに基づいて管理しようとする国際動向に対応して、労働安全衛生法（労安
法）規制に事業者の創意工夫を認める緩和措置が導入される。今回の措置を契機にリスク管理
が浸透するような啓蒙普及を厚労省に望みたい。
　労安法では化学物質による労働災害防止に取り組む中、必ずしも化学物質の取り扱いを熟知
していない事業者が多いことで、細かく規制する傾向があった。一方で、製造工程の多様化・
複雑化が進み、化学物質の種類も増加していることで、効果的・効率的な対策を導入する為に
は事業者の創意工夫が必要とする意見も根強かった。厚労省は昨年４月、「職場におけるリス
クに基づく合理的な化学物質管理の促進にための検討会」を立ち上げた。中心テーマは、有害
物の発散抑制の方法を局所排気装置（局排）などに限定している現行法令の見直しだった。
　３回の検討会を通じて、有機溶剤中毒予防規制などの特別規則に基づく措置による仕様規定
から、措置の結果である管理濃度を守ることを中心とする性能規定に改めることとした。
これにより、一定の条件下で事業者の自主判断で多様な発散抑制措置を選択できるようにした。
　具体的には、有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤（第３種を除く）、特定化学物質障害予防規
則の第２類物質および鉛が対象物質になる。これらを局排以外の発散抑制方法で第１管理区分
を達成でき、所轄労働基準監督署長が許可した場合に認められる。この申請はこれからだが、
これまで柔軟性を欠く傾向が指摘されていた労安法に自主的判断が導入されたことを産業界も
評価しており、定着することを期待したい。

2222 昭和電工昭和電工昭和電工昭和電工・・・・・・・・・・・・大分大分大分大分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
　　　　プロピレンプロピレンプロピレンプロピレン塔改造塔改造塔改造塔改造、、、、ポリマーグレードポリマーグレードポリマーグレードポリマーグレードにににに集中集中集中集中、ＳＭ、ＳＭ、ＳＭ、ＳＭ合弁原燃料合弁原燃料合弁原燃料合弁原燃料などなどなどなど相互融通相互融通相互融通相互融通

　昭和電工は、大分石油化学コンビナートの競争力強化を推進する。２０１２年３月末までに
プロピレン蒸留塔を改造し、低濃度プロピレン生産をやめて高濃度プロピレンだけを生産する
ようにするとともに、従来回収し切れていなかったＣ３留分も回収することで、プロピレン生
産能力を数万トン引き上げる。同コンビナート内のプロピレン需要の増大に対応するもの。
　また、新日鉄化学との合弁のＮＳスチレンモノマーとの間でも、低濃度エチレンの原料化や
余剰蒸気の有効活用などを目的とした設備改修を１３年春に行うことにしている。

3333 プラプラプラプラ製品製品製品製品・・・・原材料原材料原材料原材料・・・・・・・・・・・・輸入輸入輸入輸入、、、、いぜんいぜんいぜんいぜん高水準高水準高水準高水準　　　　国内品国内品国内品国内品とのとのとのとの価格差拡大価格差拡大価格差拡大価格差拡大
　プラスチック製品、原材料の輸入がいぜん高水準で推移している。２０１１年１～１１月の
累計では、プラスチック原材料が前年同期比１３．３％増の１８５万８７５０トン、プラスチ
ック製品が同９．５％増の１７０万４２９７トン。
　東日本大震災の影響が一巡した昨秋以降も、超円高の影響で汎用樹脂およびその主力製品で
あるフィルム・シート類で旺盛な輸入が継続している。１ドル＝７０円台の超円高を背景に国
内品と輸入品の価格差が拡大していることが最大の要因。汎用樹脂の場合は、価格差は最大で
１キログラム当たり４０円程度まで拡大しているとされ、需要家が輸入品の手当てを増やして
いる。
　１～１１月累計ベースでみると、輸
入の伸び率が高いのは塩化ビニル樹脂
の前年同期比５．３倍が飛びぬけてお
り、以下高密度ポリエチレンの同２倍
強、ポリスチレンの同６２％増、ポリ
プロピレンの同５７％増など。同様に
プラスチック製品のうち、板・シート・
フィルム類ではポリスチレン製が同
３５％増、ポリプロピレン製、塩化ビ
ニル樹脂製、ＰＥＴ製などが同２０％
以上増加している。
　こうした輸入品の拡大は超円高を背
景に予想を上回っており、石化産業に
とって無視できない動きとなってきた。

10101010 米国米国米国米国、ＧＨＧ、ＧＨＧ、ＧＨＧ、ＧＨＧ排出量排出量排出量排出量１０１０１０１０年実績年実績年実績年実績・・・・・・・・・・・・９９９９産業産業産業産業でででで３２３２３２３２億億億億トントントントンにににに、、、、発電部門発電部門発電部門発電部門がががが７７７７割割割割
　米国環境保護局（ＥＰＡ）はこのほど、「ＧＨＧ報告プログラム」（ＧＨＧＰＲ）に基づく
初のＧＨＧ排出調査結果を発表した。調査対象は米国における２０１０年の排出実績。
発電や石油精製など大規模固定排出源をもつ９産業のＧＨＧ直接排出量は合計３２億１４００
万トンで、うち７割を発電部門が占めた。次回調査以降、報告義務を課す産業を増やし、デー
タ精度向上を図る。

12121212 インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・・・・・・・・・新新新新たにたにたにたにＭＴＯＭＴＯＭＴＯＭＴＯ計画浮上計画浮上計画浮上計画浮上、、、、パプアパプアパプアパプア州候補州候補州候補州候補、、、、日系企業中心日系企業中心日系企業中心日系企業中心ににににＦＳ　ＦＳ　ＦＳ　ＦＳ　
　インドネシアで新たにメタノールからのオレフィン生産（ＭＴＯ）プロジェクトが浮上して
いる。現在、インドネシア・パプア州を候補地として、日系企業を中心に事業化調査が水面下
で進行中。廉価な天然ガスを確保してメタノールを生産、更に川下のオレフィン１００万トン
規模のサプライチェーン構築を視野に入れた構想だ。稼働時期は２０１４年から１５年を想定。
同プロジェクトが実現に向かえば、さらなるダウンストリームの進出が予測され、インドネシ
アは新たな石化製品の生産基地として存在感が高まることになる。
　インドネシアでは、チャンドラアスリが保有するナフサクラッカーを中心にオレフィン生産
を行っているが、国内需要に追い付かず輸入に頼っている。１０年の輸入実績は、エチレン約
５９万トン、プロピレン約２２万５０００トン、ブタジエン約４万２０００トンとなっている。



こうした状況を受け、現在チャンドラアスリによるナフサクラッカーの増強や、韓国の湖南石　
油化学が検討するナフサクラッカーを軸とする新たなコンプレックス計画に加えて、新たに
ＭＴＯからの供給ソースの可能性が浮上し、日系企業によるＦＳが取り進められている。

　　　　１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（水水水水））））
1111 スチレンスチレンスチレンスチレン工業会会長会見工業会会長会見工業会会長会見工業会会長会見・・・・・・・・・・・・日本日本日本日本ののののＰＳＰＳＰＳＰＳ輸入増加輸入増加輸入増加輸入増加「「「「市場市場市場市場のののの国際化進国際化進国際化進国際化進むむむむ」」」」
　　　　技術技術技術技術ででででアジアアジアアジアアジアののののリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップをををを

　日本スチレン工業会の首長信幸会長（ＰＳジャパン社長）は１７日会見し、工業会及び日本
のポリスチレン（ＰＳ）メーカーの今年の展望として、「アジア市場におけるリーダーシップ」
と「新市場を創造する技術開発」の２点を挙げた。昨年、ＰＳの輸入量が内需の１割び相当す
る年間７万トンレベルまで増加したことについては「日本市場の国際化が進んでいる」と述べ
た。

11111111 １１１１月月例報告月月例報告月月例報告月月例報告・・・・・・・・・・・・景気判断据景気判断据景気判断据景気判断据ええええ置置置置きききき　　　　輸出入輸出入輸出入輸出入はははは下方修正下方修正下方修正下方修正
　古川元久経済財政担当相は１７日、１月の月例経済報告を関係閣僚会議に提出した。輸出、
輸入の各判断を下方修正したが、国内景気全体では「緩やかに持ち直している」と前月の判断
を据え置いた。
　輸出は、欧州債務問題を背景に外需低迷や円高により「このところ弱含んでいる」に変更。
輸入は、原材料などアジアからの数量が伸び悩み、「このところ増勢が鈍化している」とした。
生産については、タイの洪水による減産を挽回する動き等から、「緩やかに持ち直している」
との見方に変えた。
　海外の景気判断は「弱い回復となっている」として据え置いた。地域別では、欧州の判断を
引き下げ、牽引役ドイツを含め「足踏み状態にあり、一部に弱い動きもみられる」とした。
一方、米国は雇用情勢の改善などを踏まえ「緩やかに回復している」に上方修正した。

12121212 中国中国中国中国ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ・・・・・・・・・・・・１１１１１１１１年年年年１０１０１０１０----１２１２１２１２月期月期月期月期　　　　８８８８．．．．９９９９％％％％増増増増、、、、通年通年通年通年ではではではでは２２２２年年年年ぶりぶりぶりぶり１１１１ケタケタケタケタ成長成長成長成長
　中国国家統計局が１７日発表した２０１１年第４四半期の国内総生産（ＧＤＰ）は物価変動
の影響を除いた実質で前年同期比８．９％増と、０９年第２四半期以来２年半ぶりに９％を割
り込んだ。金融引き締めや欧州債務危機が内外需要を押し下げ、景気減速が浮き彫りになった。
前期比では２．０％増だった。
　１１年の実質ＧＤＰは前年比９．２％増と２年ぶりに１ケタ成長にとどまった。ただ、政府
目標の８％は上回り、名目ＧＤＰは２年連続で世界第２位を維持したとみられる。

12121212 中国石化中国石化中国石化中国石化・・・・・・・・・・・・サウジサウジサウジサウジ西部西部西部西部でででで石油精製石油精製石油精製石油精製、、、、アラムコアラムコアラムコアラムコとととと合弁合弁合弁合弁　　　　年産年産年産年産２０００２０００２０００２０００万万万万トントントントン能力能力能力能力　　　　
　ＳＡＢＩＣ　ＳＡＢＩＣ　ＳＡＢＩＣ　ＳＡＢＩＣとはとはとはとは天津天津天津天津ＰＣＰＣＰＣＰＣ計画調印計画調印計画調印計画調印

　中国とサウジアラビアの企業が石油・化学分野での連携を強めている。中国石化（ＳＩＮＯ
ＰＥＣ）とサウジアラムコは合弁でサウジアラビア西部の工業都市ヤンブーに石油精製施設を
新設することで合意した。５２０万平方メートルの敷地に年２０００万トン能力の拠点を構築
する計画で、２０１４年下半期の稼働開始を目指す。完成すれば中国石化にとって初めての海
外精製拠点となる。
　一方、中国石化とサウジ基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）は、１１年に覚書を締結した天津での
ポリカーボネート（ＰＣ）樹脂・年産２６万トン新設プロジェクトを正式決定するとともに、
新たな事業機会を共同で開拓していく方針で一致した。

12121212 １１１１１１１１年中国年中国年中国年中国・・・・・・・・・・・・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、、、、上期上期上期上期２２２２ケタケタケタケタ増増増増がががが寄与寄与寄与寄与
　中国の２０１１年のエチレン生産量が１５００万トンを突破した。１７日に国家統計局が発
表した速報値によると、２０１１年の生産量は前年比７．４％増の１５２８万トンとなった。
１２月の生産量は１３５万トンだった。新増設の本格稼働もあって上半期が前年実績を大きく　
上回った後、８月から１０月まで
３カ月連続で前年割れとなっていた。
　第４四半期に入って総生産額の伸び
が落ち込んでいるほか、化学品市況が
総じて年初水準に下落するなど、市場
全体に下振れ圧力が高まっていること
が懸念材料として指摘されている。
それでも引き続き内需が主導するかた
ちで１２年の石油・化学工業総生産額
は２０％以上の伸びが見込まれている。
なお、１２年のエチレン生産量を
１７００万トンと推定している。

１１１１月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（木木木木））））
1111 自動車販売急自動車販売急自動車販売急自動車販売急ブレーキブレーキブレーキブレーキ、、、、アジアアジアアジアアジア各国各国各国各国でででで伸伸伸伸びびびび鈍鈍鈍鈍るるるる・・・・・・・・・・・・部材部材部材部材、、、、原料原料原料原料のののの減産広減産広減産広減産広がるがるがるがる

　アジアで自動車の販売に急ブレーキがかかっている。昨年、中国とインドの２大市場はイン
フレを警戒する政府の金融引き締めを背景に伸びが大きく鈍化。東日本大震災やタイ洪水が響
き、インドネシアやタイも精細を欠く。
　影響は部材に波及、タイヤはアジア全域で大幅な減産が続く。天然ゴムは需給軟化を背景に
価格が下落、合成ゴムも「中国など主要市場の引き合いが鈍く減産せざるを得ない」（大手メ
ーカー）状況。今年はインフレ警戒を続ける中国・インド政府の金融政策がアジア自動車市場
のカギを握る。
　中国の昨年の新車販売台数（商用車、輸出を含む）は前年比２．５％増の１８５０万台で、



３年連続で世界１位の座を保ったが、２０１０年の３２％増から大きく鈍化。インドも商用車
を含む新車販売台数（輸出は除く）は８％増の３２９万４２５７台と３年連続で過去最高を記
録したものの、１０年の３４％増に比べて伸びは小さい。中国、インド両政府はインフレ加速
に対する警戒感を強めている。とくにインドは貧困層の所得向上に拍車がかかり、食糧を中心
にインフレが急激に進む恐れが拭えず金利引き上げを繰り返している。金利引き上げはローン
の負担増を招き自動車販売に大きな影を落とす。
　インドネシアも昨年の販売台数は１１月に５カ月ぶりの前年割れになるなど安定感を欠いた。
通年では当初見込みの９０万台を突破できず８９万台強だった。今年は補助金対象の石油燃料
の供給制限が実施される見込みで、大きく鈍化することが確実だ。
　タイは洪水被害で、昨年は１０年並みの８０万台程度となる模様。ただ、震災とタイ洪水に
よる不可抗力的な影響が大きく、今年は９０万台以上に回復する見方が支配的となっている。
　タイヤや合成ゴムの需要が低迷する一方、主原料のブタジエンは一層の需給タイト化が懸念
される。供給源であるナフサクラッカーが減産を強いられるなか、供給量が一段と限定される
ためだ。足元の市況は上昇局面にある。

1111 コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート連絡会議連絡会議連絡会議連絡会議、、、、初初初初のののの全国規模開催全国規模開催全国規模開催全国規模開催・・・・経産省製造産業局化学課経産省製造産業局化学課経産省製造産業局化学課経産省製造産業局化学課　　　　宮本明彦課長宮本明彦課長宮本明彦課長宮本明彦課長がががが講演講演講演講演　　　　
　全国規模で初となるコンビナート連絡会議（主催・中国経済産業局など）が１８日、岡山県
倉敷市で開催された。コンビナートには石油・化学、鉄鋼、自動車など異業種が集積しており、
国際競争力強化に向け共通課題があることから意見交換を目的に開催された。約３００人が参
加した。
　経産省製造産業局化学課の宮本明彦課長が記念講演に立ち、日本の化学産業の現状と経産省
の化学産業政策について説明。化学産業が付加価値額、研究開発費ともに全産業トップの重要
産業であると強調した。また、「企業数が多く欧米大手に比べて収益性に課題がある。そのう
え設備が古く、円高の逆風にさらされている」と問題点を指摘した。国際競争力強化のためコ
ンビナート強化が行われており、近接するコンビナート間の連携に踏み込むことを考える必要
があると、今後の課題を提起した。

12121212 １１１１１１１１年対中国直接投資年対中国直接投資年対中国直接投資年対中国直接投資・・・・・・・・・・・・過去最高過去最高過去最高過去最高のののの１１６０１１６０１１６０１１６０億億億億ドルドルドルドル、、、、欧米欧米欧米欧米はははは減少減少減少減少
　中国商務省は１８日、２０１１年の海外から中国への直接投資（ＦＤＩ）が前年比９．７％
増の１１６０億ドルと過去最高を記録したと発表した。ただ、１２月は１２２億４２００万ド
ルと前年同月比１２．７％減少した。欧州債務危機で世界経済の先行きに不透明感が漂う中、
減少傾向が強まっている。
　欧州連合（ＥＵ）の投資額は、３．７％減の６３億４８００万ドル、米国は２６．１％減の
２９億９５００万ドルにとどまった。
　一方、中国から海外への直接投資額は６００億７０００万ドルと前年比１．８％増加した。
うちＥＵ向けは９４．１％増の４２億７８００万ドルと大きく伸び、ユーロ安などを背景に、
中国企業が欧州での投資を積極化していることが裏付けられた。

12121212 サイアムセメントグループサイアムセメントグループサイアムセメントグループサイアムセメントグループ・・・・化学事業事業投資化学事業事業投資化学事業事業投資化学事業事業投資５５５５年年年年でででで２５２５２５２５億億億億ドルドルドルドル、、、、グリーンプロダクトグリーンプロダクトグリーンプロダクトグリーンプロダクト拡充拡充拡充拡充
　　　　付加価値追求付加価値追求付加価値追求付加価値追求　　　　海外海外海外海外Ｍ＆Ａ、Ｍ＆Ａ、Ｍ＆Ａ、Ｍ＆Ａ、日系化学日系化学日系化学日系化学とととと協業協業協業協業もももも

　タイ素材大手のサイアムセメントグループ（ＳＣＧ）は、タイ国内外で化学事業を大幅に強
化する。ＳＣＧは向こう５カ年で５０億米ドル（約３８３０億円）をＡＳＥＡＮ(東南アジア
諸国連合）で投資する方針を打ち出しているが、その内、約２５米億ドル規模を化学分野に投
じる見込みだ。カン・トラクルフーン社長兼ＣＥＯ（最高経営責任者）が明らかにした。
　カンＣＥＯは化学分野の成長戦略としてタイ国内では高付加価値を追求、海外ではＭ＆Ａ戦
略を推進する方針を強調。とくに重点戦略に位置付ける「グリーンプロダクト」を拡充する為
「付加価値をもたらす技術力を有する日系企業との協業」を視野に入れる。こうした製品・技
術開発の為、２０１２年にはＲ＆Ｄへの投資を２０億バーツ(約４８億円）、１５年には５０億
バーツ（約１２０億円）に拡大、１５年までにグループ全体売上げ高の３分の１をグリーンプ
ロダクトから創出する。

　　　　１１１１月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金））））
1111 石化協会長石化協会長石化協会長石化協会長・・・・・・・・年後半年後半年後半年後半のののの需要回復期待需要回復期待需要回復期待需要回復期待、、、、東電値上東電値上東電値上東電値上げげげげ「「「「影響大影響大影響大影響大」」」」

　石油化学工業協会は１９日、今年初めての定例会見を開いた。高橋恭平会長（昭和電工会長）
は２０１２年の見通しについて「基本的には非常に厳しい」としながらも、「足元の状況は良
くはないが、中国の春節明けに向けてトレーダーが動きを見せている。国内でも復興需要が本
格化してくるはず」と述べ、今年後半に需要が回復してくるとの期待感を示した。
　今年は米国や中国で政治的な大きな動きが生じることに触れ、「このままでは世界に後れを
とってします」と危機感を表明。「日本もスピード感を持って実行に移してほしい」と注文を
つけた。
　１１年のエチレン生産量が実質過去最低となる６６９万トンだったことについては「震災が
あったにもかかわらず内需は意外と底堅かった。金融引き締め策や欧州金融不安の二重苦で、
後半から中国の需要が崩れたのが響いた」と分析した。
　また、東電が４月から企業向け電力料金の値上げを打ち出したことに対しては、「化学業界
全体でのインパクトは大きい。（値上げを）受けない訳にはいかないものの、自助努力の限界
をはるかに超えている」と懸念を示した。

1111 超短波超短波超短波超短波
　　　　 ■・・・資源偏重の収益構造が課題視されている総合商社。三菱商事の小林健社長は非資源分

野の拡大・強化を推進するなかで、「化学品事業は非資源分野の星」と語る。化学品グループ
の宮内孝久ＣＥＯの言葉を借りると「化学品はムカデのように多くの足を持っている」とのこ
とで、広範な製品で構成され対面業界も幅広い同事業の基盤に信頼を寄せる。



■・・・ここにきてブルネイのＣ１ケミカル、ペルーのリン鉱石など大型プロジェクトへの参
画を相次いで決めた。「基本はトレードだが、原料立地での事業投資もどんどんやる。トレー
ドもこれまでよりリスクをとって展開するなど重装備で進めていく」戦略を示す。
「ケミストリーの語源はアラビア語で錬金術だそうだ」とし、化学品事業の業績への大きな貢
献を期待している。

2222 天坊石連会長会見天坊石連会長会見天坊石連会長会見天坊石連会長会見・・・・・・・・・・・・石油石油石油石油のののの重要性再認識重要性再認識重要性再認識重要性再認識をををを、、、、過度過度過度過度のののの天然天然天然天然ガスシフトガスシフトガスシフトガスシフト懸念懸念懸念懸念
　石油連盟の天坊昭彦会長（出光興産会長）は１９日会見し、「非在来型石油の開発で石油価
格は５～１０年後には１バレル当たり６０～７０ドルで落ち着くだろう。この時、天然ガスは
契約ベースのため価格が硬直的であることから競争力をなくす」と、今後のエネルギーミック
スにおける過度な天然ガスシフトに懸念を示した。
　同日まとめたエネルギー政策に対する提言には、「暖房・給湯・輸送部門における石油利用
の維持・推進」「系統電源における石油火力の安定的な稼働」とともに、「天然ガスシフトあ
りきの政策の見直し」を盛り込んだ。「今がクリテイカルポイント。天然ガスや再生可能エネ
ルギーにばかり期待して、震災で明らかになった石油の重要性を見失わないよう強く訴えてい
く」具体的にはＡ重油から天然ガスへの燃料転換補助金、ガスコージェネレーション補助導入
の見直し、他のエネルギーとのイコールフッテイングを確保するよう求めていく。
　また、イラン問題に触れ、「イランが実際にホルムズ海峡を閉鎖するとは思わない」としな
がらも、「日本は地政学的に不安定な中東に石油を依存せざるを得ない。ホルムズ海峡を通ら
ないパイプラインを円借款で建設するなどの提案を行っていきたい」との考えを示した。

2222 １１１１１１１１年年年年エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産・・・・・・・・４４４４．．．．７７７７％％％％減減減減のののの６６９６６９６６９６６９万万万万２００２００２００２００トントントントン、、、、石化製品生産軒並石化製品生産軒並石化製品生産軒並石化製品生産軒並みみみみ前年割前年割前年割前年割れれれれ　　　　　　　　
　石油化学工業協会がまとめた１１年エチレン生産量は、前年同月比４．７％減の６６９万
２００トンとなった。リーマンショックのあった０８年を下回る低水準で、他の石化製品も全　
面的な落ち込みとなった。アジア需給の緩和や円高による輸出の縮小が響いた。
　１２月のエチレン生産実績は前年同月比１８．８％減の５２万４３００トン。設備稼働率は
８１．４％で、定修プラントはなかったものの、前月に比べ３．０ポイントの減少。
　主要樹脂は、稼働要因などから揃って大幅なマイナスとなった。内需は低密度ポリエチレン
（ＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）ポリプロピレン（ＰＰ）はフィルム分野など
の出荷が低迷。レジンメーカーや川下産業の中間段階における在庫調整と円高などにともなう
輸入品の増加の影響とみられる。

【１２月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、増減％）

【１２月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、増減％）

10101010 物質別物質別物質別物質別ＶＯＣＶＯＣＶＯＣＶＯＣ排出排出排出排出インベントリーインベントリーインベントリーインベントリー、、、、環境省見直環境省見直環境省見直環境省見直しししし・・・・・・・・・・・・石油系混合剤石油系混合剤石油系混合剤石油系混合剤８８８８項目項目項目項目にににに
　　　　印刷用高沸点溶剤印刷用高沸点溶剤印刷用高沸点溶剤印刷用高沸点溶剤とととと塗料用石油系混合剤塗料用石油系混合剤塗料用石油系混合剤塗料用石油系混合剤をををを追加追加追加追加

　環境省は、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の物質別排出インベントリーに、印刷用高沸点溶剤
と塗料用石油系混合剤を加える。
　物質別１０分類のうち、石油系混合溶剤のグループで明示する物質名を見直したもの。
同省はＶＯＣ排出量を塗料、接着剤など発生品目別のほか物質別でも推計している。物質別イ
ンベントリーは炭化水素系、アルコール系、石油系混合溶剤など１０グループに分類し、それ
ぞれに代表的な物質名が記載されている。
　石油系混合溶剤はこれまで、工業ガソリン２号（ゴム揮発油）など４物質と「その他」「分
類できない」の６つに区分されていた。しかし、石油系混合溶剤の８割以上を「その他」「分
類できない」が占めているため、物質名を特定する必要があることが指摘されていた。
　これにより、石油系混合溶剤のグループは８項目に区分される。印刷用高沸点溶剤の排出量
は１万３０４９トン（０９年度）、塗料用石油系混合剤は６万８３６３トン（同）と推計され
ている。塗料用石油系混合剤はミネラルスピリットと芳香族ナフサに大別できることから、さ
らに、２項目に分けることも検討する。
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　追加項目の候補に挙がっていた製造機器類用シンナー(０９年度排出量５３８８トン）、化学
品原料（同７７１０トン）は、ＶＯＣ排出オンベントリー全体の１％未満と少量であることか
ら項目に加えない。
　今年６月に新推計に基づく２０１０年度の排出量結果を公表する。

10101010 エネエネエネエネ庁庁庁庁・・・・・・・・トップランナートップランナートップランナートップランナー制制制制、、、、建材建材建材建材にもにもにもにも１５１５１５１５年年年年めどめどめどめど導入導入導入導入　　　　窓等検討窓等検討窓等検討窓等検討　　　　民生部門民生部門民生部門民生部門のののの省省省省エネエネエネエネ加速加速加速加速
　経産省資源エンルギー庁は、民生部門の省エネ対策を強化するため、２０１５年を目標に住
宅・建築物向けの建材トップランナー制度を導入する。トップランナー制度は、これまで家電
や自動車などの機器を対象としていたが、窓や断熱材などに広げる。省エネ性能に優れた建材
の普及により住宅の断熱性を強化。エアコンなどの機器の負荷低減を住宅全体の省エネ性能向
上を図る。


