
化学工業日報抄録化学工業日報抄録化学工業日報抄録化学工業日報抄録　　　　
【【【【２２２２月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～２２２２月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（金金金金）】）】）】）】

　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２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月））））
2222 社説社説社説社説・・・・・・・・・・・・投資決断投資決断投資決断投資決断がががが迫迫迫迫られるられるられるられる燃料電池車戦略燃料電池車戦略燃料電池車戦略燃料電池車戦略

　次世代自動車として注目されて久しい燃料電池車（ＦＣＶ）だが、２０１５年の市場導入に
向け正念場を迎えている。課題となるのは燃料電池システムの技術開発を通じた性能向上とコ
ストダウン、そして燃料の水素供給網の整備だ。１５年販売から逆算すると、企業は１２年度
中に投資判断が迫られる。
　昨年１月に自動車３社とエネルギー事業者１０社は、ＦＣＶの国内市場導入と水素供給イン
フラ整備に向けて共同声明を発表した。１５年までに４大都市圏を中心に１００カ所程度の水
素ステーションを先行整備することにし、政府も積極的支援を打ち出した。現在の技術水準で
ＦＣＶの航続距離は実用レベルで５００キロを実現、車体価格は数百万円と性能は急速に向上
している。一方、現状の水素ステーション建設コストは、１５年目標の３～４億円に対し２倍
程度、水素供給コストは１立方メートル当たり９０円の目標からみると３０％以上割高という。
この低コスト化は水素製造・輸送・貯蔵・充填までサプライチェーンの技術革新が必要となる。
　政府は１５年を普及開始初年度として、２５年度までのＦＣＶ２００万段、水素ステーショ
ン１０００カ所を目指す。自動車各社は、現状はプラグインハイブリッド車、電機自動車が先
行し、ＦＣＶに対する期待は後退しているようだ。ＦＣＶ燃料は製鉄所、石油精製・石油化学
工場から発生する副生水素から確保することになりそうだが、将来は太陽光を使って水を電気
分解するすることで、究極のエコカーにつながる可能性を秘めている。高度な摺り合わせ型の
ＦＣＶは日本の技術力が発揮できるだろう。ＦＣＶ普及の長期戦略を視野に入れた政策の具体
化が急がれる。

2222 ジェイフィルムジェイフィルムジェイフィルムジェイフィルム・・・・・・・・・・・・新包材新包材新包材新包材のののの実装試験開始実装試験開始実装試験開始実装試験開始、、、、食品食品食品食品トレートレートレートレー不要不要不要不要　　　　まずまずまずまず精肉分野狙精肉分野狙精肉分野狙精肉分野狙いいいい
　ジェイフィルムは、食品トレーを不要とする新開発の包装材料「ナイトレー」で普及に向け
た実装テストに入った。衛生面などでの検証を急ぎ、まず精肉分野で本格投入を目指す。同製
品は、高齢化、個食化時代における小分け包装にマッチしており、生鮮食品の陳列形態に革命
を起こす可能性を秘めていることから、大型商品に育成していく考え。

12121212 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・・・・・・・・・・・・中東中東中東中東からのからのからのからの供給回復供給回復供給回復供給回復　　　　アジアアジアアジアアジア需要停滞需要停滞需要停滞需要停滞　　　　市況下振市況下振市況下振市況下振れもれもれもれも
　中東からポリオレフィンの供給が回復しつつある。１月下旬にサウジアラビアのアルジュベ
ール工業地帯で停電が発生し、ポリオレフィンを含め石化設備の多くが数日間にわたり稼働停
止を余儀なくされたが、現在までに大半の設備が通常稼働に復帰した。このため中国向けを中
心に輸出が増加している。しかし、中国の需要家は春節明け以降、引き続いて買い意欲が高ま
っておらず、市況も上値が重い状況。今年は中国国内の複数のポリオレフィン設備が定修等で
一時稼働を停止する予定だが、中東からの供給増加がこれを上回り、需給バランスは一段と軟
化する恐れがあり、予断を許さない状況が続きそうだ。

12121212 日中国交正常化日中国交正常化日中国交正常化日中国交正常化４０４０４０４０周年周年周年周年・・・・・・・・・・・・友好年開幕式友好年開幕式友好年開幕式友好年開幕式　　　　北京北京北京北京でででで開催開催開催開催　　　　一衣帯水一衣帯水一衣帯水一衣帯水のののの関係関係関係関係よりよりよりより強固強固強固強固にににに
「日中両国関係は、かつてないほど密接になり名実ともに一衣帯水の隣国となった。２０１２
年『日中国民交流友好年』では経済交流、分化・スポーツ交流など７分野にわたる事業をオー
ルジャパンで実施し、両国民の絆を一層深める年にしたい」―。
１６日夕刻、北京市内で行われた日中国民交流友好年開幕式で挨拶した友好年実行委員長の米
倉弘昌委員長（経団連会長）は、日中両国関係の重要性と、一層の交流促進の必要性を強調し
た。７２年９月、田中角栄首相、大平正芳外相らが中国を訪問し周恩来首相、姫鵬飛外交部部
長らと会談（肩書きはいずれも当時）した。双方が日中共同声明に調印、日中国交正常化が実
現した。

　　　　２２２２月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（火火火火））））
1111 ナフサナフサナフサナフサ、、、、オレフィンオレフィンオレフィンオレフィン　　　　アジアアジアアジアアジアでででで値上値上値上値上がりがりがりがり・・・・・・・・誘導品価格転嫁誘導品価格転嫁誘導品価格転嫁誘導品価格転嫁がががが焦点焦点焦点焦点　　　　国内国内国内国内もももも修正修正修正修正のののの動動動動きききき本格化本格化本格化本格化

　アジアでナフサ価格が上昇している。原油との価格差は昨年末から拡大傾向にあり、足元は
１１６０ドルを超えている。ナフサクラッカーの稼働率上昇が要因。コスト圧力によりオレフ
イン価格が上昇しておりブタジエンは最高値に迫る勢い。プロピレンも年初から約２００ドル
上昇している。一方、誘導品は原料の値上がりに追い付いておらず、価格転嫁が急務となって
いる。国産ナフサ価格は４月以降、１キロリットル当たり６万円が予想されており、価格修正
の動きが本格化しそうだ。
　ナフサが原油以上に騰勢を強めている要因は、アジアでナフサ需要が回復していること。
韓国勢はブタジエン価格が急上昇していることもありフル稼働に近い状況にある。台湾勢も平
均稼働率が８０％台から９０％台に上がっている。また、欧米でガソリン需要が増加している
にもかかわらず、さまざまな要因で製油所の稼働率が上がらず、余剰ナフサがアジアに流入し
にくくなっているため、ナフサの需給バランスが締まっている。一方、汎用樹脂をはじめ誘導
品の価格は原料上昇に追いついていない。足元は高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）が１３００
ドル後半、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）１３５０ドル、直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－
ＬＤＰＥ）１２００ドル後半の水準。ポリプロピレン（ＰＰ）はプロピレンとほぼ同額で、利
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益が取れていない。
　国産ナフサ価格は、１－３月１キロリットル当たり５万４０００円の水準、４月以降は６万
円が予想され、原料価格の上昇は必至の状況。石化各社は製品価格にコスト上昇分を転嫁する
ことが急務になりそうだ。

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・・・・・・・・・・・・１１１１月月月月はははは５９５５９５５９５５９５円上昇円上昇円上昇円上昇しししし４４４４万万万万８２９５８２９５８２９５８２９５円円円円
　経産省がまとめた１２月１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
リットル当たり４万８２９５円で、１１年１２月より５９５円値上がりした。ドル建て単価は
９１２．７ドルで１４．９ドルの値上がり。為替レートは１ドル当たり７７．３円で、１２月
より０．３円円高で振れた。

3333 光洋産業光洋産業光洋産業光洋産業、、、、プラプラプラプラ食品容器食品容器食品容器食品容器・・・・・・・・・・・・ベトナムベトナムベトナムベトナムにににに製販拠点製販拠点製販拠点製販拠点、、、、日系流通向日系流通向日系流通向日系流通向けにけにけにけに高機能品高機能品高機能品高機能品
　光洋産業（東京都千代田区、舟山聡一社長）は、ベトナムにプラスチック製食品容器の製造
販売拠点を設立する。ホーチミン市に新工場を建設し６月に試運転を開始する。現地に進出し
た日系のスーパー、コンビニのニーズに応える高機能容器の拠点をいち早く構築し、急速に成
長するベトナム市場向けのほか、タイ、マレーシア、インドネシア向けにも製品を供給してい
く。
　同社は、とくに電子レンジ対応の耐熱容器や、複雑な形状が要求される篏合容器などの高機
能容器を生産し、現地メーカーとの差別化を図るとともに、現地に進出した日系のスーパーや
コンビニなどのニーズに応えていく。具体的な生産品目としては、日本市場で普及している本
体がフィラー入りポリプロピレン（ＰＰＦ）製、フタが２軸延伸ポリスチレン（ＯＰＳ）製の
弁当・惣菜容器などを予定している。

3333 樹脂加工樹脂加工樹脂加工樹脂加工メーカーメーカーメーカーメーカー・・・・・・・・・・・・輸入原材料輸入原材料輸入原材料輸入原材料のののの採用拡大採用拡大採用拡大採用拡大、、、、ブレンドブレンドブレンドブレンドなどなどなどなど品質品質品質品質クリアクリアクリアクリア
　樹脂加工メーカーが、輸入原材料の採用を拡大している。東日本大震災や円高を背景に増加
した輸入原材料の使いこなしが進んでいることが背景。とくに汎用フィルム製品など主原料で
あるポリエチレン（ＰＥ）については、国産原料とのブレンデイングなどで多様な用途で使用
可能なことが明らかとなってきており、内外価格差を理由とする輸入原料増が続く。
　輸入原材料のうち、増加が目立つのがＰＥとポリプロピレン（ＰＰ）。加工メーカーは、「
あらゆる国のあらゆる樹脂を輸入し、原料に使用できるか調べた結果、ほとんどの輸入品が使
用できることがわかった」（大手フィルムメーカー）という。包装資材として使用するＰＥ
フィルムはもともと、Ｌ－ＬＤＰＥとＬＤＰＥを混ぜて使用するなど、複数の原材料をブレン
ドして使用するケースが多い。輸入品と国産品のブレンド比率をさまざまに変えるなど工夫を
凝らし、既に１年近く品質要求を満たす輸入品の使いこなし方を学習したことになる。
試行錯誤の結果、最大の障壁だった品質格差の問題がクリアされつつあることから、汎用製品
分野を中心に輸入原料の採用機運が一段と高まることになりそうだ。

10 環境省環境省環境省環境省・・・・・・・・店頭回収店頭回収店頭回収店頭回収プラプラプラプラ製品製品製品製品リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル、、、、今月下旬今月下旬今月下旬今月下旬からからからから実証事業実証事業実証事業実証事業
　環境省は、店頭回収による生活用品のプラスチック製品リサイクルの実証事業を近く開始す
る。アスクルやタカラトミー、良品計画など７社が参画する。首都圏を中心に店舗や配達先で
回収した使用済みプラスチック製品を回収・リサイクルする。同省では実証試験の結果をもと
に、リサイクル促進に向けた仕組みを検討する。
　実証事業は、携帯電話リサイクルなどを手掛ける日本環境設計が事務局となり、「ＰＬＡ－
ＰＬＵＳ（プラプラ）プロジェクト」として今月下旬から実施する。
　店頭回収に参加するのはアスクル、眼鏡店「ＪＩＮＳ］を展開するジェイアイエヌ、スター
バックス　コーヒー　ジャパン、タカラトミー、食品宅配大手らでいっしゅぼーや、良品計画
の６社。玩具、眼鏡、文具など生活用品のプラスチック製品にはリサイクルに向く素材が多く
含まれている。しかし現状では、容器包装リサイクル法の対象外であるため、多くの自治体で
は分別回収が行われておらず、焼却・埋め立てで処理されている。高度循環型社会構築の観点
からは、これらのプラスチック製品についても可能な限りリサイクル利用することが望まれる。

12121212 中国中国中国中国・・・・・・・・・・・・金融緩和金融緩和金融緩和金融緩和のののの動動動動きききき強強強強めるめるめるめる、、、、資金調達難資金調達難資金調達難資金調達難でででで荷動荷動荷動荷動きききき低調低調低調低調　　　　預金準備率引預金準備率引預金準備率引預金準備率引きききき下下下下げげげげ
　中国政府は、金融緩和の取り組みをさらに強め
る。中国人民銀行が１８日、預金準備率を０．５
％引き下げる方針を打ち出した。２４日に実施さ
れる。３年ぶりに引き下げられた２０１１年１２
月５日に続く措置で１２年に入って初めて。
　人民銀行は先に発表した１１年第４四半期貨幣
政策執行報告の中で、１１年９月以降の外国為替
資金残高の減少傾向や物価上昇の伸びの鈍化など
を第４四半期の金融政策の背景の１つに挙げた。
中国市場では昨春以来、資金調達難が荷動きに影
を落としており、一層の金融緩和が待たれている。

12 アラムコアラムコアラムコアラムコ――――プルタミナプルタミナプルタミナプルタミナ・・・・・・・・ツバンツバンツバンツバン石油石油石油石油・・・・石化投資石化投資石化投資石化投資でででで覚書覚書覚書覚書、、、、総額総額総額総額７０００７０００７０００７０００億円超億円超億円超億円超　　　　１８１８１８１８年稼働年稼働年稼働年稼働へへへへ
　 　サウジアラビアの国営石油サウジアラムコはこのほど、インドネシア国営石油プルタミナと

組み、インドネシア東ジャワ州ツバンに石油精製及び石油化学設備を建設することで基本合意
し、覚書（ＭＯＵ）を締結した。総投資額は７０００億円を超えるとみられ、日量３０万バレ
ルの処理能力を持つ石油精製荷に川下の石化コンプレックスを建設するもので今後、事業化調
査（ＦＳ）を実施する。サウジアラムコにとって海外での石油精製・石化投資は中国福建省で
のプロジェクトに続く２番目の案件で、海外市場でのプレザンス向上を狙う。



　　　　２２２２月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（水水水水））））
1111 エクソンエクソンエクソンエクソン・・・・エネエネエネエネ長期見通長期見通長期見通長期見通しししし・・・・・・・・・・・・石油枯渇論石油枯渇論石油枯渇論石油枯渇論をををを一蹴一蹴一蹴一蹴、「、「、「、「ピークオイルピークオイルピークオイルピークオイル」」」」懸念懸念懸念懸念なしなしなしなし

　米エクソンモービルコーポレーションはこのほど、２０４０年までのエネルギー動向見通し
をまとめた。担当のロブ・ガードナー氏が来日、記者懇談会を行い「ピークオイルの懸念は全
くない」と、液体燃料需要に対する懸念は全くない」と、液体燃料需要に対する供給量は今後
約３０年間にわたって潤沢にあるとの見解を示し、いわゆる「石油枯渇論」を一蹴した。
　液体燃料の需要が４０年までの３０年間で約３割拡大する一方で、オイルサンドやタイトオ
イル、深海油田などの増産で需給はバランスすると予想。この時点で累積生産量は残存埋蔵量
の４２％に過ぎず「ニーズを賄うだけの供給力は十分にある」。

2222 三井化学三井化学三井化学三井化学・・・・・・・・・・・・「「「「エボリューエボリューエボリューエボリュー」」」」米市場開拓米市場開拓米市場開拓米市場開拓、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポールからからからから輸出輸出輸出輸出
　　　　シェールガスシェールガスシェールガスシェールガス原料原料原料原料にににに現地生産現地生産現地生産現地生産もももも視野視野視野視野

　三井化学は、メタロセン直鎖状低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）「エボリュー」に関し
米国市場開拓を進める。同社はシンガポールでエボリューの大型プラント新設計画を進めてお
り、今年上半期には意思決定する方針。同製品は先進国での需要拡大も見込むことができ、米
国はシンガポールからの有望な輸出先と位置付けている。中期的には、シェールガスを原料に
エボリューの米国生産も視野に入れて米国展開を強めていく考えだ。

6666 ＩＢＣＩＢＣＩＢＣＩＢＣ・・・・・・・・・・・・中型容器中型容器中型容器中型容器（ＩＢＣ）（ＩＢＣ）（ＩＢＣ）（ＩＢＣ）はははは液体化学品物流分野液体化学品物流分野液体化学品物流分野液体化学品物流分野でででで着実着実着実着実にににに浸透浸透浸透浸透
　食品、化粧品、医薬品などの分野にも広がるＩＢＣは、さらに一時保管・貯蔵タンクとして
の利用も増大傾向にある。荷主業界の高付加価値化・ファインケミカル志向が強まるなかで、
高度化・多様するニーズに対応したさまざまな特殊容器、サービスも登場。既に１５年以上が
経過し老朽代替も活発化するなど、物流合理化に貢献する物流容器として新たなステージを迎
えている。

7777 コダマコダマコダマコダマ樹脂工業樹脂工業樹脂工業樹脂工業・・・・・・・・・・・・環境配慮製品環境配慮製品環境配慮製品環境配慮製品をををを拡販拡販拡販拡販　　　　パレットパレットパレットパレットのののの一部一部一部一部　　　　樹脂化樹脂化樹脂化樹脂化
　コダマ樹脂工業はＩＢＣ市場に参入して１５年の知見を生かし、市場ニーズを取り込んだ製
品作りに力が加わる。このほど新型タイプのＩＢＣ（商品名：パワートートＰ）を戦列に加え、
量産化に着手。環境配慮型ＩＢＣとして拡販を図る。従来スチールを使用していたパレットの
一部を樹脂化したハイブリッドタイプの環境配慮型製品。海外でもこのハイブリッドタイプが
主流になりつつあることから、横井工場（岐阜県安八郡）で同製品の開発に取組み、今月中旬
の出荷品から随時切り替えていく計画。低コスト化を実現したことで、リーズナブルな価格で
提供する。年内に５０％、来年には全量を従来品から同製品に切り替える。
　また、栃木工場（栃木県那須塩原市）にもＩＢＣ製造ラインを保有するため、重要動向に応
じ横井工場以外でも新型タイプの製造を検討する。

　　　　２２２２月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（木木木木））））
3333 食品包材食品包材食品包材食品包材メーカーメーカーメーカーメーカー・・・・・・・・・・・・グローバルグローバルグローバルグローバル戦略加速戦略加速戦略加速戦略加速　　　　規格適合品開発規格適合品開発規格適合品開発規格適合品開発やややや現地生産現地生産現地生産現地生産

　食品包装材料メーカーのグローバル戦略が加速している。三菱樹脂がストレッチフィルムで
中国及び欧州向け製品を開発したほか、光洋産業はベトナムで、日系メーカーとしては東南ア
ジアで初めてプラスチック食品容器の製造工場を建設する。内需型事業だった食品包装事業で
も海外市場に打ってでる動きが一段と加速しそうだ。弁当容器の海外拠点は中央化学の中国拠
点のみで、ＡＳＥＡＮ地域に進出するのは光洋産業が初めて。また、大成ラミックは液体粘体
用の胡包装材料について米国などで市場開拓を推進している。青果物向け鮮度保持機能袋を展
開するベルグリーンワイズもアジアでの生産・販売を検討中。
　日系の食品包装材料は群を抜いて高品質・高機能であることから、中国や東南アジア地域に
おいては過剰品質となり、市場開拓には限界があると見られていた。しかし、これらの地域に
進出した日系のスーパーマーケットやコンビニ、あるいは食品メーカーから、高品質で安全な
包装材料の現地での供給ニーズは年々高まっている。

3333 １１１１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７７７７．．．．００００％％％％減減減減、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰ、ＣＰＰはははは１０１０１０１０．．．．８８８８％％％％減減減減とととと不調不調不調不調
　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、１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７．０％減の１万５７１８トン、
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムは、同１０．８％減の１万８５６トンだった。

【１月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

5555 ＰＥＰＥＰＥＰＥ袋袋袋袋１１１１１１１１年輸入年輸入年輸入年輸入・・・・・・・・初初初初のののの５０５０５０５０万万万万トントントントン超超超超ええええ、、、、価格価格価格価格はははは上昇基調上昇基調上昇基調上昇基調でででで推移推移推移推移
　レジ袋、ごみ袋、規格袋などエチレン重合体（ＰＥ）製の袋の輸入攻勢が続いている。財務
省の貿易統計によると、２０１１年（１－１２月）の輸入量は前年に比べ５．２％増加し、初
めて５０万トンを超えた。中国をはじめインドネシア、タイ、ベトナムなどアジアの主要国か
らの輸入が依然高水準だ。輸入単価も直近の底値をつけた９月以降、総じて上昇傾向で推移し
ている。輸入単価は１０年１０月の１キログラム当たり１７４．３円を底に反転して以降、
１８０円を超える水準で推移している。１１年１２月は１８８．２円で、前月比僅かに下落し
たものの、９月に比べ４．３円、１０年１０月に比べ１４円高い水準にある。中国については
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１２月の平均単価が１９４．３円と上昇を続けている。

【２０１１年ＰＥ袋輸入実績】（単位：キログラム、％）

　　　　２２２２月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（金金金金））））
2222 中央化学中央化学中央化学中央化学・・・・・・・・・・・・増収益目指増収益目指増収益目指増収益目指しししし積極投資積極投資積極投資積極投資、、、、国内国内国内国内２２２２．．．．５５５５倍新素材倍新素材倍新素材倍新素材シートシートシートシート増産増産増産増産などなどなどなど

　中央化学は、増収増益を目指し総額５６億円の積極的な投資を実施する。国内では設備投資、
研究開発、経営基盤強化などに前年度比２．５倍となる４８億円を投入。中国では２０１３年
度に実施する計画だった設備投資を前倒しするなどして８億円を投じる。とくに国内では新素
材によるシート製造ラインの新設や、既存設備の更新・合理化投資を推進し、供給力を増強し
て売上高の拡大につなげていく。

18181818 環境省環境省環境省環境省まとめまとめまとめまとめ　　　　０９０９０９０９年度産廃総排出量年度産廃総排出量年度産廃総排出量年度産廃総排出量・・・・・・・・・・・・３３３３．．．．５５５５％％％％減減減減のののの３３３３億億億億８９７５８９７５８９７５８９７５万万万万トントントントン
　　　　　　　　　　　　再生利用再生利用再生利用再生利用はははは２２２２億億億億６７１６７１６７１６７１万万万万トントントントン　　　　

　環境省は、２００９年度の産業廃棄物の排出・処理状況をまとめた。総排出量は前年度比３．
５％減の３億８９７５万トン。このうち２億６７１まんとんが再生利用された。最終処分量は
１３５９万トンと同１７％減少した。
　排出量が多い業種は、電気・ガス・熱供給・水道業（９６３７万トン）、農業・林業（８８
４１万トン）、建設業（７３６４万トン）、パルプ・紙・紙加工製品製造業（３４１７万トン）、
鉄鋼業（２４９０万トン）、鉱業（１３８７万トン）、化学工業（１３２５万トン）－の順。
上位７業種で全体の９割近くを占める。
　化学工業は、０８年度に前年度比１９．２％減、０９年度も６．８％減少し、前年度から７．
７％増加した鉱業と順位が入れ替わった。
　最終処分の比率が高いのは、ゴムくず（３２％）、燃え殻（２３％）、ガラスくず、コンク
リートくず（２３％）、廃プラスチック類（２２％）などだった。

20202020 インドインドインドインド・・・・・・・・・・・・石化誘導品石化誘導品石化誘導品石化誘導品、、、、相次相次相次相次ぎぎぎぎ企業化企業化企業化企業化
　　　　インドインドインドインド石油石油石油石油：：：：酢酸酢酸酢酸酢酸１００１００１００１００万万万万トントントントンをををを計画計画計画計画　　　　　　　　リライアンスリライアンスリライアンスリライアンス：：：：フェノールフェノールフェノールフェノール新設備新設備新設備新設備

　インドで新たな石化誘導品が相次ぎ企業化されそうだ。インド石油はＢＰと合弁で、グジャ
ラート州バドダラの石油精製から派生する石油コークスを原料に酢酸の企業化を打ち出し、年
１００万トンという世界最大級の設備を２０１５年をめどに稼働させる計画だ。同社はこのほ
か、エチレンのダイマリゼーション技術を活用したブテン１の企業化も視野の入れている。
　リライアンスはグジャラート州ダヘジの石油精製・石化コンプレックスでキュメン法による
フェノール３０万トン新設を計画中。いぜん検討中の同州ジャムナガール製油所の川下で計画
する石化計画では、酢酸や酢酸誘導品も企業化する方向にある。インドの石化誘導品はこれま
でポリオレフィンが主体だったが、経済発展を背景に今後、石化需要の多様化が一段と進むの
は必至。いぜん課題である計画の遅れが今後どこまで解消されていくのか注目される。
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