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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）

　　　　２２２２月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（月月月月））））
1111 ダウダウダウダウ・・・・ケミカルケミカルケミカルケミカル・・・・・・・・石化事業石化事業石化事業石化事業　　　　再再再再びびびび存在感存在感存在感存在感、　、　、　、　米米米米・・・・サウジサウジサウジサウジでででで設立以来設立以来設立以来設立以来のののの大型投資大型投資大型投資大型投資
　　　　シェールガスシェールガスシェールガスシェールガス活用活用活用活用しししし、、、、クラッカークラッカークラッカークラッカー大幅増強大幅増強大幅増強大幅増強　　　　競争力競争力競争力競争力をををを抜本強化抜本強化抜本強化抜本強化

　ダウ・ケミカルは、米国やサウジアラビアにおける設立以来、最大規模の新増設計画によっ
て石油化学事業を再生する。ダウはローム・アンドハース（Ｒ＆Ｈ）買収やスチレン事業撤退
などによって大きく構造転換、石化のポジションは低下していた。一連のプロジェクトによっ
て石化の競争力を抜本的に強化し存在感を再び高める。ジェームス・Ｒ・フィッタリング本社
執行副社長・フィードストック＆エネルギー部門担当は本紙との会見で、「三井物産との合弁
事業で今まで以上に塩素の競争力が高まることに加え、（メキシコ湾岸地域などへの投資で）
エチレン、プロピレンのコスト優位性を高め、資源を持つ石油メジャーと比べてもより競争力
を持てる」と語り、競争を勝ち抜く自信を示した。
　フィッタリング本社執行副社長は「シェールガスの埋蔵量を正確に見通すことは難しいが、
開発が進むにつれて、埋蔵量の見通しが増大することはあっても減少することはない」と述べ
、シェールガスの開発が大型投資の契機になったことを明らかにした。大型投資はルイジアナ
州やテキサス州を中心に進んでいる。ルイジアナ州では２００９年に稼働停止したクラッカー
を持てる」と語り、競争を勝ち抜く自信を示した。２０１２年末までに稼働を始める予定。
また、１３年にはよりエタンを活用するよう原料の柔軟性を高めるとしている。さらに、メキ
シコ湾岸地域にエタンクラッカーを新設、エチレンの生産能力は１５０万トンで、１７年の稼
働を予定している。現在このクラッカーに付随する誘導品を選定しており、１２年第２四半期
から第３四半期には詳細を詰める方針だ。

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・・・・・・・・・・・・１１１１月月月月はははは１５１５１５１５．．．．４４４４％％％％減減減減のののの５４５４５４５４万万万万７４００７４００７４００７４００トントントントン
　経産省がまとめたエチレン生産速報によると、生産量は前年同月比１５．４％減の５４万７
４００トンとなった。前年同月比減は５カ月連続、２ケタ減は４カ月連続となった。定修は前
年、今年ともなし。前月比では４．４％増。

10101010 日化協日化協日化協日化協・・・・・・・・・・・・ｃ－ＬＣＡｃ－ＬＣＡｃ－ＬＣＡｃ－ＬＣＡガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン、、、、今年度中今年度中今年度中今年度中にににに策定策定策定策定
　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ　ＣＯ２２２２削減貢献量削減貢献量削減貢献量削減貢献量のののの産出方法産出方法産出方法産出方法などなどなどなど　　　　標準化標準化標準化標準化しししし透明性確保透明性確保透明性確保透明性確保へへへへ、、、、チェックリストチェックリストチェックリストチェックリストもももも添付添付添付添付

　日本化学工業協会は、化学製品の“ＣＯ２排出削減貢献量”を評価する環境影響分析手法「
カーボンライフサイクルアナリシス（ｃ－ＬＣＡ）」のガイドラインの骨格を固めた。「ｃ－
ＬＣＡの目的」「ＣＯ２排出削減貢献量の算出方法」「評価する製品の選定方法」「データの
信頼性・透明性の向上」の４つを主眼とする。ガイドラインに沿って確実にｃ－ＬＣＡを実行
するためのチェックリストを付ける。環境経営の指標としてｃ－ＬＣＡを活用する企業が増え
ているが、分析結果の信頼性と透明性を確保するための標準的な指針が求められていた。今年
度中の策定・発行を目指す。

10101010 京都議定書目標達成関連予算京都議定書目標達成関連予算京都議定書目標達成関連予算京都議定書目標達成関連予算・・・・・・・・・・・・１２１２１２１２年度年度年度年度、、、、総額総額総額総額９８００９８００９８００９８００億円億円億円億円にににに
　　　　 　環境省は、政府の２０１２年度予算案のうち、京都議定書目標達成計画関係分をまとめた。

全府省の関連予算項目を同省が集計したもの。総額は９８００億円で、１１年度当初予算に比
べ６８０億円の減額。非公共分野の予算を８３０億円減額したことが主な要因。一方で公共事
業関連は１５０億円増えた。予算項目では、原子力関連や住宅用太陽光発電導入支援補助金等
が減っている。

12121212 大型石化大型石化大型石化大型石化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、、、、東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアでででで建設計画始動建設計画始動建設計画始動建設計画始動
　　　　インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア・・・・・・・・・・・・１６１６１６１６年年年年ににににエチレンエチレンエチレンエチレン１００１００１００１００万万万万トントントントン、、、、湖南湖南湖南湖南、、、、ブタジエンブタジエンブタジエンブタジエン新設新設新設新設もももも

インドネシアでは湖南石油化学が２０１６年の完工を目指してエチレン年産１００万トン等の
設備を建設する。石化製品の自給率が低いインドネシアにおける一大供給拠点になる。
バンテン州チレゴンに用地を確保、総額５０億ドル（約３９００億円）を投資しエチレン年
１００万トン、プロピレン同５５万トンのナフサクラッカーのほか、ブタジエン抽出設備１４
万トンも付帯、ポリエチレン（ＰＥ）６５万トン、ポリプロピレン（ＰＰ）６０万トン、モノ
エチレングリコール（ＭＥＧ）７０万トンの誘導品設備で構成する。

　　　　ベトナムベトナムベトナムベトナム・・・・・・・・・・・・ＳＣＧＳＣＧＳＣＧＳＣＧなどなどなどなど５５５５社社社社がががが合弁合弁合弁合弁、、、、ナフサナフサナフサナフサ・・・・ガスガスガスガス供給契約供給契約供給契約供給契約もももも
ベトナムではサイアムセメントグループなどが合弁契約を結んだ。１３年には最終的な投資を
決定し、１８年前後に稼働する見通しだ。これによって同国初の石化コンプレックス計画が具
体化に向かうことになる。先頃、ＳＣＧ及び塩ビ子会社タイ・プラスチック・アンド・ケミカ
ル（ＴＰＣ）、カタール国営石油の子会社ＱＰＩベトナム、ペトロベトナム及びベトナムナ
ショナル・ケミカル（ビナケム）の間で合弁契約が締結された。
　また、カタール国営石油の石油製品販社タスウィークはクラッカーへのプロパン及びナフサ
の長期供給契約を締結したほか、ペトロベトナムガス総公社（ＰＶＧＡＳ）はエタン供給に関
する覚書を結んだ。合弁契約やファイナンスを確定した後、最終的な投資決定は２０１３年を
見込む。

平成24年2月17日



　　　　２２２２月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（火火火火））））
1111 アジアアジアアジアアジア石化市況石化市況石化市況石化市況　　　　旧正月明旧正月明旧正月明旧正月明けをけをけをけを境境境境にににに、、、、底打底打底打底打ちちちち・・・・・・・・・・・・原料上昇原料上昇原料上昇原料上昇、、、、在庫在庫在庫在庫もももも低水準低水準低水準低水準

　アジアの石油化学市場が底を打ち復調に向かい始めた。中国の旧正月休みを境に、市況が総
じて上向きに転じている。原料・ナフサ、ベンゼンといった原料価格の上昇に加え、休み前ま
でに水準が下がった在庫状況を受け、需要家などが買いを活発にしている。これから定修シー
ズンに向かうことや、欧米からの流入が減少していることも域内の需要を引き締めている。
　世界景気は穏やかながら回復傾向が見えており、特別な状況変化が無い限り今年後半に向か
って回復傾向を強めていく可能性が大きい。
　１月２３日の旧正月前に１トン当たり１２００ドル前後だったエチレン市況は、1月末の旧正
月明けとともに上昇し、同１３００ドルを伺く気配。プロピレンは同１４００ドルどころから
同１５００ドル付近に値を上げ、ブタジエンは同３０００ドル台前半から同４０００ドルに達
しつつある。誘導品を見ても、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）が
同１３００ドル台から１４００ドルまで上昇。
　市況上昇の要因としては、原油・ナフサ価格の上昇が挙げられる。また、今回の旧正月休み
前は例年と異なり在庫積み増しが見られなかったうえ、減産を継続している誘導品も多く在庫
水準が総じて低下している。更に、減産が進む欧州、定修時期を控えた米国などからポリオレ
フィンなどの流入量が減少。これから韓国を中心にクラッカーの定修が相次ぐこともあって、
買いが活発化している。少なくとも原料の上昇分程度を、価格に転嫁できる需給状況となって
きた。

2222 プライムポリマープライムポリマープライムポリマープライムポリマー・・・・・・・・・・・・内外内外内外内外でででで生産体制再構築生産体制再構築生産体制再構築生産体制再構築　ＨＤＰＥ　ＨＤＰＥ　ＨＤＰＥ　ＨＤＰＥ・・・・ＰＰ、ＰＰ、ＰＰ、ＰＰ、国内各国内各国内各国内各１１１１系列停止系列停止系列停止系列停止へへへへ調整調整調整調整
　　　　高機能高機能高機能高機能ＰＰＰＰＰＰＰＰ増強増強増強増強はははは海外海外海外海外でででで

　プライムポリマーは国内外で生産体制の再構築を推進する。メタロセン直鎖状低密度ポリエ
チレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）「エボリュー」新プラント建設は、予定通り２０１２年度上期中に決
定する。国内では高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）各１系列の停止
に向け、今後両親会社との調整を進める。円高により汎用品分野で輸入品が定着していること
や、アジアで高機能製品需要が堅調であることに対応する。また、中期的課題としていた国内
での高機能ＰＰ増強も、海外立地とする方向に転換した。

11111111 １０１０１０１０－－－－１２１２１２１２月期実質月期実質月期実質月期実質ＧＤＰ、ＧＤＰ、ＧＤＰ、ＧＤＰ、年率年率年率年率２２２２．．．．３３３３％％％％減減減減・・・・・・・・・・・・輸出低迷輸出低迷輸出低迷輸出低迷でででで２２２２期期期期ぶりぶりぶりぶりマイナスマイナスマイナスマイナス
　内閣府が１３日発表した２０１１年１０－１２月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整済）速
報値は、物価変動を影響を除いた実質が前期比０．６％減、年率換算で２．３％減となった。
欧州政府債務問題を背景とした海外経済の減速や円高にタイの洪水被害が重なり、輸出が減少。
外需が足を引っ張り、２四半期ぶりにマイナスとなった。
　物価変動を反映した名目ＧＤＰは０．８％減、年率換算にして３．１％減。
　同時に発表した１１年のＧＤＰは、実質が前年比０．９％減、名目が２．８％減。震災の影
響で外需が縮小したことを主因に、実質、名目ともに２年ぶりのマイナス成長となった。

12121212 住友化学住友化学住友化学住友化学　　　　首脳陣首脳陣首脳陣首脳陣にににに聞聞聞聞くくくく　　　　シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール・・・・・・・・・・・・石化川下事業石化川下事業石化川下事業石化川下事業でででで高付加価値追求高付加価値追求高付加価値追求高付加価値追求
　　　　８０８０８０８０億億億億ドルドルドルドル規模規模規模規模へへへへ原料確保課題原料確保課題原料確保課題原料確保課題

　石化チェーンの川下製品における高付加価値を追求する住友化学。シンガポールでは、この
ほど日本国外で初となるＳ－ＳＢＲのプラント建設に着工。第２期計画も視野に入れている。
また、アクリル樹脂（ＰＭＭＡ）第３期や、エチレン酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）新設等
、シンガポールにおける今後の投資計画も目白押しだ。だが課題となるのは原料確保。シンガ
ポール石油化学（ＰＣＳ）のＰＣＳコンプレックス１（ＰＣＳ１）も稼働から約３０年を迎え
る。今後のシンガポールの石化事業の戦略について住友化学の石飛修代表取締役副社長、大野
友久常務執行役員、機能性樹脂事業部の久米孝典事業部長ら、石化部門の首脳に聞いた。
■■■■シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールでででで投資計画投資計画投資計画投資計画がががが相次相次相次相次いでいますいでいますいでいますいでいます。。。。
「前から言われていることだが、日本では量を追い求めるビジネスモデルでは生き残れない。
今後さらに付加価値の高い事業ポートフォリオの拡充を進めていく。シンガポールはＡＳＥＡ
Ｎ（東南アジア諸国連合）市場へのアクセスもあり、今後の当社における付加価値の高い川下
戦略を考慮する上でさらに重要性を増すだろう。シンガポール事業は、シェルやカタール石油
などとの合弁を含め７０億ドル規模に達しているが、将来的に８０億ドル規模が見えてくる」
■■■■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おけるにおけるにおけるにおける川下拡充川下拡充川下拡充川下拡充のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな原料確保原料確保原料確保原料確保はははは。。。。
「例えばＣ４を例に挙げると、現在ＰＣＳ２ではブテンをプロピレンソースにしており、ＰＣ
Ｓ２でブタジエン抽出設備を現時点で持たない理由はそこにある。ただプロピレンソースを手
当てすることが出来れば、ＰＣＳ２にブタジエン抽出設備というオプションも視野に入ってく
る。当面、シンガポールでは、シェルとブコム島にコンデンセートスプリッターを有効活用す
ることが優先。また、、液化石油ガス（ＬＰＧ）に関してはインフラ自体が整わないと現時点
では競争力にメリットがないが、価格との折り合いのなかで１つのオプションではある。
ＰＣＳ１の更新については、スクラップアンドビルドという可能性はない。収率の最適化など
を追求していく」
■■■■ラービグラービグラービグラービグととととシンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの住住住住みみみみ分分分分けはけはけはけは。。。。
「例えばポリプロピレンを例に挙げると、ラービグでは３５万トン２系列という規模を最大限
に生かした競争力を持つ。ラービグで少量の高付加値品を生産するというのは逆に経済性に見
合わない。こうした高付加価値製品の生産はシンガポールが最適地と考えている。住友化学の
グローバル拠点間で、汎用・高付加価値の各製品でそれぞれ強い分野を作り分けていくという
ことが基本路線となるだろう」

　　　　２２２２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））
2222 米原油生産米原油生産米原油生産米原油生産　ＥＩＡ　ＥＩＡ　ＥＩＡ　ＥＩＡ見通見通見通見通しししし・・・・・・・・・・・・２０２０２０２０年年年年にににに日量日量日量日量６７０６７０６７０６７０万万万万バレルバレルバレルバレル　　　　シェールオイルシェールオイルシェールオイルシェールオイルがががが牽引牽引牽引牽引

　米エネルギー省エネルギー情報局（ＥＩＡ）は、米国の原油生産量が、２０１０年の日量５



５０万バレルから２０年には６７０万バレルに拡大するとの見通しを明らかにした。シェール
オイルやメキシコ湾深海での開発が進むためで、その後も３５年まで同６００万バレル以上を
維持すると見ている。米国における原油生産のピークは７０年９６４万バレルで、その後減少
傾向を辿り０８年には４９６万バレルまで落ち込んでいた。２０１０年の生産実績は５４７万
バレル。最大の牽引役はシェールオイルで、２０年に１０年比日量７８万バレル増、メキシコ
湾深海での生産は同５４万バレル増になる一方、アラスカ州では同１１万バレル減、その他の
海上油田は同２２万バレル減。２０年以降はシェールオイルが３０年に日量１３２万バレルと
なるまで拡大を続ける以外、減少傾向になるが、同６００万バレル以上を維持し、３５年の生
産量は６１２万バレルと予想されている。

3333 ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴフィルムフィルムフィルムフィルム市場市場市場市場　　　　１２１２１２１２年年年年はははは停滞停滞停滞停滞・・・・・・・・・・・・包装用包装用包装用包装用はははは供給過剰供給過剰供給過剰供給過剰、、、、光学用光学用光学用光学用もももも韓台猛追韓台猛追韓台猛追韓台猛追
　２０１２年のポリエステル（ＰＥＴ）フィルム市場は低迷が続きそうだ。フラットパネルデ
イスプレイ（ＦＰＤ）向けの大幅な需要減による輸出減に加えて、１１年１０月以降、国内の
工業用途が減少。欧州経済不況の余波が出始めている。１２年はこれまで市場を牽引してきた
ＦＰＤ向けや、太陽電池バックシート向けの需要増は難しい。汎用品である包装用は、中国、
韓国、台湾メーカーによる供給過剰となっており、光学用に強みを持つ日本勢は苦戦を強いら
れそうだ。
　ＰＥＴフィルムの１１年の出荷実績は前年比６％減の３４万２０００トン。主力のＦＰＤ向
け用途は、液晶テレビの生産調整が響いた。スマートフォン、タブレットＰＣ向けは、台数が
増えても面積が小さいため、ＦＰＤ向けで占める割合は数％に過ぎないという。
　太陽電池バックシート向けは、モジュールメーカーの生産過剰で在庫が積み上がっている。
　包装用など汎用品は、ＳＫＣ、Ｋｏｌｏｎ（コーロン）などの韓国メーカーが円高・ウオン
安で大きくシェアを伸ばした。包装用の内需は６万６０００トンだが、フィルムコンバータの
輸入分が約２万トンほどあると見られる。一方で包装用を中心とする海外メーカーは収益確保
が難しくなってきており、光学用や高付加価値品の開発に乗り出してきている。また、中国で
は１０年ごろから包装用ＰＥＴフィルムの生産設備の大増設が行われ、１００万トンの能力が
あるとみられる。内需が伸びている一方で、輸出量が増えていることから再び増設が始まった
との見方がある。インドメーカーも輸出を増やしている。
　ＰＥＴフィルムの市場構造が変化を迎えようとしている流れのなかで、いち早く新規分野を
開拓できるかが命運を分けそうだ。

6666 総合商社総合商社総合商社総合商社、、、、北米北米北米北米のののの石化計画石化計画石化計画石化計画　　　　検討本格化検討本格化検討本格化検討本格化・・・・・・・・シェールガスシェールガスシェールガスシェールガスをををを原料原料原料原料にににに、、、、川下展開川下展開川下展開川下展開でででで付加価値追求付加価値追求付加価値追求付加価値追求
　三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅など総合商社が、米国のシェールガス・オイルを原
料フィードとした石油化学の事業化について検討を本格化し始めた。自社でガス権益を確保し
ているもののガス輸出が難しいなか、川下石化をバリューチェーンに加えることでチェーン全
体を高付加価値化することを狙っている。エネルギー、化学など部門ごとにタテ割りで活動し
てきた総合商社が、最近は部門の枠を超えて事業を推進し始めていることも背景。エチレンク
ラッカーのほかメタノール、プロパン脱水素などの事業化検討も進めているようだ。
　ここわずか２年の内に総合商社は、北米にシェールガス・オイル権益を保有した。ただ、米
国がガスの輸出を禁止しているなかシェールガスの開発が活発化、北米でのガス価格は国際価
格と比べ、かなり割安となっている。早晩、輸出が解禁されるという見方もされているが、こ
のまま国内でのエネルギー用途に限定した事業構造では、先行き収益性などが課題となる可能
性もある。逆に考えると、産出したガスをエネルギー用途以外に生かせば、高い競争力を確保
できることになる。
　天然ガス田には、メタンがほとんどを占めるドライガス田と、エタン、プロパン、ブタン等
も含むウエットガス田があるが、住友商事のパーネット、三井物産のテキサス州イーグルフォ
ードの権益はウエット。また、伊藤忠はシェールオイル権益をワイオミング州ナイオブララ
エリアに持ち、丸紅もナイオブララにオイル権益を持つほか、イーグルフォードにガス・オイ
ル権益を取得した。これら権益を中心に、川下計画として石化事業の立ち上げが検討される。

10101010 プラプラプラプラ処理協処理協処理協処理協、「ＣＦＰ、「ＣＦＰ、「ＣＦＰ、「ＣＦＰととととＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡのののの今後今後今後今後」」」」・・・・制度構築制度構築制度構築制度構築へへへへデータデータデータデータ公表公表公表公表をををを、、、、企業企業企業企業のののの相互利用相互利用相互利用相互利用がががが重要重要重要重要
　　　　工学院大工学院大工学院大工学院大・・・・稲葉教授稲葉教授稲葉教授稲葉教授がががが講演講演講演講演

　プラスチック処理促進協会はこのほど、工学院大学工学部の稲葉敦教授を招き、「カーボン
フットプリント（ＣＦＰ）とライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）の今後」と題した講演会
を行った。稲葉教授は国内外におけるＣＦＰ制度の現状と課題を説明。ＣＦＰ及びＬＣＡの対
象が製品から組織へと広がり、ＣＯ２だけでなく水などさまざまな環境影響が定量化されつつ
ある潮流を示したうえで、制度構築にはサプライチェーンを構成する企業が各々のデータを公
表し、互いに利用する姿勢が重要と述べた。
　国内では、今年度で３年間のＣＦＰ制度試行事業が終了。４月から民間事業に移行する。
課題として、製品範囲（プロダクトカテゴリー）の設定の難しさを挙げた。範囲設定が「○○
味のアイスクリーム」のように限定すると、認証製品を販売できるメーカーが少なくなり、逆
に範囲設定を「菓子類」のように広げ過ぎると、原料や製造方法が違くメーカー間で製品範囲
規則（ＰＣＲの合意がしにくく、製品間の比較も難しくなる。
　また、ＣＯ２だけが製品選択の基準になることは避けるべきで、製品の機能など他の情報も
同時に表示された方が良いとも述べた。
　ＣＦＰ制度はタイや韓国、台湾などアジア諸国でも整いつつあり、小売業を中心にＣＦＰマ
ーク表示製品でなければ売れなくなるという危機感が強まっているという。
　米国ではさらに挑戦的な取り組みが始まっている。小売大手が主導する民間団体「サステイ
ナビリテイー・コンソーシアム」は、食品や日用品、電子機器などの環境負荷を算定・報告す
る基準の作成を進めている。生産者が、消費者ではなく小売など顧客に報告するための基準で、
ダウ・ケミカルやＢＡＳＦなど素材メーカーもコンソーシアムに参加している。最大の特徴は
共通の基準で計算した製品の環境負荷情報をクラウド(データベース）に登録し、小売など川下
企業が製品購入時にデータを自由に取り出して利用する構想。「グリーン購入」を促す仕組み



だが、稲葉教授はクラウドに送り込む各社データの客観性確保が課題と指摘する。
　稲葉教授は、ＷＲＩ（世界資源研究所）とＷＢＣＳＤ(持続可能な開発のための世界経済人
会議）が作成したＳＣ全体のＧＨＧ排出を算定・報告する基準「スコープ３」や、欧州委員会
が作成中の製品および企業の環境フットプリントにも触れ、「ＬＣＡ実施の流れは今後も加速
する」と強調。そのうえで、日本の政府や企業が不在のままＬＣＰやＣＦＰの制度作りが欧米
で進むことに危惧を示した。また今後は、サプライチェーンを構成する企業がともに環境負荷
データを公表し、改善施策を講じる姿勢こそが重要になると指摘した。

10101010 プラプラプラプラ工連工連工連工連がががが欧州報告書欧州報告書欧州報告書欧州報告書のののの日本語版日本語版日本語版日本語版・・・・・・・・・・・・プラプラプラプラ容器包装容器包装容器包装容器包装ののののＧＨＧＧＨＧＧＨＧＧＨＧ削減効果削減効果削減効果削減効果　　　　排出量排出量排出量排出量のののの５５５５倍倍倍倍にににに
　日本プラスチック工業連盟は、報告書「プラスチック容器包装・より効率的な資源活用に向
けて」をまとめた。プラスチックヨーロッパの研究報告書の日本語版。
　プラ容器包装は食品ロスの低減や効率的な輸送に貢献し、栄養による恩恵は生産、廃棄処理
段階の温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量に比べ少なくとも５倍に達するという。他の容器包装素
材で代替すると多くの場合、エネ消費量、ＧＨＧ排出量の増加につながるため、資源効率の高
プラ容器包装を選択することが重要と訴えている。

【ＥＵ２７＋２のプラ容器包装カーボン収支】（２００７年、百万トン、ＣＯ２相当）
生産生産生産生産・・・・廃棄処理段階廃棄処理段階廃棄処理段階廃棄処理段階
　飲料用ボトル
　その他食品容器包装
　選定された生鮮容器包装
　その他容器包装
使用時使用時使用時使用時のののの利点利点利点利点のののの例例例例
　トラック積載向上 ＊トラック積載向上は飲料用ボトルのみ
　食品ロス低減
　生鮮食品ロス低減
　プラスチックによる代替
合計合計合計合計カーボンカーボンカーボンカーボン収支収支収支収支
使用使用使用使用＋＋＋＋回収回収回収回収：：：：生産生産生産生産

　　　　２２２２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（木木木木））））
3333 中央化学中央化学中央化学中央化学・・・・・・・・・・・・ＰＰＰＰＰＰＰＰ系発泡多機能素材系発泡多機能素材系発泡多機能素材系発泡多機能素材、、、、新製品投入新製品投入新製品投入新製品投入をををを本格化本格化本格化本格化　　　　来月央来月央来月央来月央、、、、弁当容器弁当容器弁当容器弁当容器などなどなどなど発売発売発売発売

　中央化学は、耐熱性、断熱性、大幅な軽量化と省資源性、意匠性などを兼ね備えた発泡多機
能新素材「スマートダッシュ（ＳＤ）」による、本格的な新製品投入を開始する。３月１２日
上市予定で弁当容器の新製品を投入するほか、機能性惣菜容器についてもＳＤへの素材変更で
付加価値向上を図る。これに続き、ＳＤを採用した新製品を市場投入することで、市場シェア
の拡大を新市場の開拓を推進していく。

3333 三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂三菱樹脂・・・・・・・・・・・・共押出多層共押出多層共押出多層共押出多層フィルムフィルムフィルムフィルム、ＰＬＡ、ＰＬＡ、ＰＬＡ、ＰＬＡ２５２５２５２５％％％％以上使用以上使用以上使用以上使用　　　　新製品新製品新製品新製品プリマハムプリマハムプリマハムプリマハムがががが採用採用採用採用
　三菱樹脂は１５日、食品包装を中心に使われる共押出多層フィルム「ダイアミロン」から
バイオマスポリマーのポリ乳酸（ＰＬＡ）を２５％以上使用した「同ＭＦ　Ｐタイプ」を開発、
販売開始したと発表した。ハム・ソーセージ大手メーカーのプリマハムが発売する新商品２つ
に採用された・共押出多層フィルムの深絞り包装用途において、植物由来プラスチックを原料
に使用した製品は業界初。

4444 花王花王花王花王・・・・・・・・・・・・新規新規新規新規ヘアケアヘアケアヘアケアヘアケア用感触向上剤用感触向上剤用感触向上剤用感触向上剤、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル展開展開展開展開にににに着手着手着手着手　　　　中国皮切中国皮切中国皮切中国皮切りにりにりにりに欧米欧米欧米欧米・・・・アジアアジアアジアアジア
　花王は、新規ヘアケア用感触向上剤「カオーソフケア　ＧＰ－１」のグローバル展開に乗り
出す。同製品はシャンプー・コンデイショナーに配合することで指通りなどの使用感や毛髪の
まとまり、艶が向上する。単独でも使えるが、シリコーンの毛髪表面への吸着を改善できる。
　既存のヘアケア用品の置き換えではなく新規市場を形成できる新素材として期待している。
昨年の化粧品産業技術展「ＣＩＴＥ　Ｊａｐａｎ」で市場投入し、既に採用が始まっている。
更に海外での普及を目指し、第１弾として２月２７日から中国・上海で開催される化粧品原料
展「ＰＣＨⅰ」に出典、引き続き欧米、アジアに広く紹介する。

12121212 サウジサウジサウジサウジ・・・・ジュベールジュベールジュベールジュベール・・・・・・・・・・・・石化石化石化石化６６６６計画計画計画計画がががが承認承認承認承認、、、、合成合成合成合成ゴムゴムゴムゴム、ＳＡＰ、ＳＡＰ、ＳＡＰ、ＳＡＰなどなどなどなど総額総額総額総額４４００４４００４４００４４００億円投資億円投資億円投資億円投資
　サウジアラビア・アルジュベールで計画されている複数の石化プロジェクトが前進する。サ
ウジ基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）やエクソンモービル、サウジ・インターナショナル・ペトロ
ケミカル（ＳＩＰＣＨＥＭ）、ＴＡＳＮＥＥやエポニック等が計画していた各案件がこのほど
政府から正式承認された。これによりＳＡＢＩＣおよびエクソンが計画するエチレンプロピレ
ンゴム（ＥＰＤＭ）やカーボンブラック、ＳＩＰＣＨＥＭが計画するエチレン酢酸ビニルコポ
リマー（ＥＶＡ）／直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）、ＴＡＳＮＥＥおよびエポニ
ックが計画する高吸水性樹脂（ＳＡＰ）などが具体化へ動き出すことになる。これら増強計画
の投資額は総額２１２億サウジリアル（約４４００億円）。

12121212 中国化学品市場中国化学品市場中国化学品市場中国化学品市場・・・・・・・・・・・・荷動荷動荷動荷動きいぜんきいぜんきいぜんきいぜん低水準低水準低水準低水準、、、、１１１１月月月月はははは低稼働低稼働低稼働低稼働　　　　今週以降本格化今週以降本格化今週以降本格化今週以降本格化にににに期待期待期待期待
　中国の化学品の荷動きはいぜん比較的低調に推移している。関係者によれば石化基礎化学品
を中心に原油価格の上昇もあり市況は上げ基調だが、重要に力強さが欠けている状況。年末に
かけ春節向け需要から活気が戻ったのが、稼働日数が少なかったこともあって「１月は、ぱっ
たり止まった」（日系商社）という。１０年に１度の指導者交代が控えていることも今年の見
通しを難しくしており、「４月以降、景気対策を実施しても効果が出るには時間を要する」こ
とから樹脂を含め中国の化学品市場の本格回復は今年後半、というのが大方の見方だ。
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　　　　２２２２月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金））））
1111 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業界業界業界業界・・・・・・・・・・・・『『『『期期期期ずれずれずれずれ』』』』問題解消問題解消問題解消問題解消にににに期待期待期待期待、、、、自動車向自動車向自動車向自動車向けけけけ交渉交渉交渉交渉にににに注目注目注目注目
　　　　プライムポリマープライムポリマープライムポリマープライムポリマー、、、、新新新新フォーミュラフォーミュラフォーミュラフォーミュラをををを全全全全ユーザーユーザーユーザーユーザーにににに提案提案提案提案　　　　一部一部一部一部でででで基本合意基本合意基本合意基本合意もももも

　ポリオレフィン業界の悲願ともいえる「期ずれ」問題解決に向けた取り組みが注目を集めて
いる。プライムポリマーが昨年末に新たな価格決定方式（フォーミュラ）を提案、１月末まで
にすべてのユーザーに申し入
れを完了した。今後、本丸の
自動車各社と交渉を進めたい
考え。
　日本ポリプロ、住友化学も
挑んだテーマだが、ポリプロ
ピレン（ＰＰ）最大手のプラ
イムポリマーが乗り出したこ
とで期ずれ問題の改善が期待
される。

2222 丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学丸善石油化学・・・・・・・・・・・・ＭＥＫＭＥＫＭＥＫＭＥＫ・・・・ＤＩＢＤＩＢＤＩＢＤＩＢにににに「「「「再参入再参入再参入再参入」、」、」、」、４４４４月月月月にににに再建設備試運転再建設備試運転再建設備試運転再建設備試運転　　　　信頼回復信頼回復信頼回復信頼回復へへへへ全力全力全力全力
　丸善石油化学は、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、ジイソブチルケトン（ＤＩＢ）市場への
再参入を２０１２年度の最重要課題と位置付ける。東日本大震災でアルコールケトン設備が全
焼し、当時ＭＥＫではアジア最大、ＤＩＢでは国内唯一の生産能力を喪失。４月初めに再建設
備の試運転を開始できる見通しとなったため今後、需要家からの信頼回復に全力を挙げる。

2222 １１１１月実績月実績月実績月実績・・・・・・・・・・・・エチレンエチレンエチレンエチレン生産生産生産生産、、、、１５１５１５１５％％％％減少減少減少減少、、、、主要樹脂主要樹脂主要樹脂主要樹脂もももも出荷量減出荷量減出荷量減出荷量減　　　　
　石油化学工業協会がまとめた２０１２年１月の主要石油化学製品実績によると、エチレン生　
産は前年同月比１５．４％減、前月比４．４％増の５４万７４００トンだった。　
実質稼働率試算は、前月比１．７％増となる８３．１％とやや持ち直した。
　主要樹脂は、前年比でいずれも出荷量が減。ＬＤＰE、ＰＰは前年の出荷水準が低かったこと　
に加えて、在庫整理の長期化や輸入品増加の影響が大きく、低迷している。　

【１月の主要石化製品生産実績】（単位：千トン、増減％）

【１月の樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、増減％）

10101010 高品質再生高品質再生高品質再生高品質再生ＰＥＴＰＥＴＰＥＴＰＥＴ・・・・・・・・「ＭＲＰＥＴ」「ＭＲＰＥＴ」「ＭＲＰＥＴ」「ＭＲＰＥＴ」本格普及本格普及本格普及本格普及へへへへ、、、、飲料飲料飲料飲料ボトルボトルボトルボトル軸軸軸軸にににに拡大拡大拡大拡大、、、、化粧品向化粧品向化粧品向化粧品向けけけけ等提案等提案等提案等提案
　　　　協栄産業協栄産業協栄産業協栄産業、、、、生産能力生産能力生産能力生産能力もももも増強増強増強増強

　協栄産業（栃木県小山市、古澤栄一社長）は、使用済みＰＥＴボトルを原料とする高品質の
再生ＰＥＴ樹脂「ＭＲＰＥＴ」の普及を図る。飲料メーカー２社に採用された飲料用ＰＥＴボ
トル向けは、他の飲料メーカーからも注目を集めており、飲料ボトル用ラベルへの採用も５社
程度に拡大した。化粧品ボトルや高機能繊維など、非飲料向け用途提案も強化している。需要
拡大に備え、昨年にはリサイクル設備を１系列増設した。ＭＲＰＥＴを広く社会に普及させる
ことで、ＰＥＴボトルの高度循環利用を促す。
　ＭＲＰＥＴは、使用済みＰＥＴボトルを高度化リサイクル手法「メカニカルリサイクル」を
用いて再生した高品質ペレット。アルカリ洗浄した再生フレークを真空・高圧環境下で再縮合
重合反応させることで、異物や汚染物質を徹底的に除去する。一度劣化した物性を高めること
も可能。ボトル容器や薄膜フィルム、高機能繊維など、従来手法では再商品化が困難だった用
途への展開が可能となった。
　昨年、サントリー食品と共同で飲料用ボトルへ再商品化する「ＢｔｏＢメカニカルリサイク
ルシステム」を日本で初めて構築。ＭＲＰＥＴを原料の５０％に用いた「リペットスタイルボ
トル」が製品化され、清涼飲料水ボトルに導入された。今夏から投入する。ラベルへの採用も
５社程度に拡大し、ロールフィルムとシュリンクフィルムが市場に流通している。

生産高 前月比 前年同月比

エチレン 547.4 104 85
ＬＤＰＥ 125.9 100 81
ＨＤＰＥ 82.9 121 97
ＰＰ 249.4 119 101

生産生産生産生産
出荷出荷出荷出荷

在庫在庫在庫在庫
国内国内国内国内 輸出 計
100.5

前年同月比 81 80

14.2 114.7 411.6
前月比 100 100 90 99 103
数量

116

ＨＨＨＨ
ＤＤＤＤ

数量 82.9 59.1 6.5 65.6 212.4

ＬＬＬＬ
ＤＤＤＤ

125.9

100 43

83 80

88 108
前年同月比 97 80 63 78 113
前月比 121

ＰＰＰＰ
ＰＰＰＰ

数量 249.4 191.0

前年同月比 101 95
前月比 119 102 77

59 91 100

14.6 205.6 657.5
100 108


