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　５月２１日（月）　５月２１日（月）　５月２１日（月）　５月２１日（月）
1111 大型石化計画ＲＡＰＩＤ・・・伊藤忠、参画に名乗りか　ペトロナス、誘導品で提携先選定大型石化計画ＲＡＰＩＤ・・・伊藤忠、参画に名乗りか　ペトロナス、誘導品で提携先選定大型石化計画ＲＡＰＩＤ・・・伊藤忠、参画に名乗りか　ペトロナス、誘導品で提携先選定大型石化計画ＲＡＰＩＤ・・・伊藤忠、参画に名乗りか　ペトロナス、誘導品で提携先選定

　マレーシア国営石油会社ペトロナスは、南部ジョホール州で計画する大規模製油所・石油化
学統合計画「ＲＡＰＩＤ」で誘導品拡充に向けた戦略パートナーの選定に入った。マレーシア
・クアラルンプールで開催されたアジア石油化学工業会議で、ペトロナスのワン・ツルキフリ
ー・ワン・アリフインＣＯＯ兼川下担当上級副社長が明らかにした。技術や市場ネットワーク
を有するパートナーを選定する考えを強調、伊藤忠商事など日本企業が名乗りを挙げている模
様で、日本の石化企業も参画する可能性がある。
　ワン・ツルキフリーＣＯＯは、来年半ばまでに計画は詳細を固め、２０１６年に稼働開始を
目指す方針をあらためて示した。ＲＡＰＩＤは２００億ドルを投資し、日量３０万バレル能力
の製油所に加え、オレフィン年３００万トン能力のナフサクラッカーを中心とする石化コンプ
レックスを形成する計画。計画全体の付加価値を高めるため、スペシャリテイケミカルを軸に
川下の多様化を図る方針。

4444 肥料主要５社の１１年度実績・・・おおむね増収、値上げ新規顧客開拓など奏功肥料主要５社の１１年度実績・・・おおむね増収、値上げ新規顧客開拓など奏功肥料主要５社の１１年度実績・・・おおむね増収、値上げ新規顧客開拓など奏功肥料主要５社の１１年度実績・・・おおむね増収、値上げ新規顧客開拓など奏功
　１２年度も全社プラス予想　１２年度も全社プラス予想　１２年度も全社プラス予想　１２年度も全社プラス予想

　肥料主要５社の２０１１年度業績は、肥料価格の値上げや新規顧客開拓に努めた結果、おお
むね増収となった。肥料各社は、ここ数年の肥料原料価格の乱高下や農業生産者の減肥の動き
により苦戦を強いられてきた。さらに１１年の春肥出荷最盛期に起きた東日本大震災により、
製造や流通に影響が及んだ。これに対して１２年度は全社が増収を予想し、最終利益は多木化
学を除く４社が増収を見込んでいる。

6666 輸入ナフサ急落９００ドル割れ　石化製品値上げに暗雲・・・決着済み製品、７月以降調整も輸入ナフサ急落９００ドル割れ　石化製品値上げに暗雲・・・決着済み製品、７月以降調整も輸入ナフサ急落９００ドル割れ　石化製品値上げに暗雲・・・決着済み製品、７月以降調整も輸入ナフサ急落９００ドル割れ　石化製品値上げに暗雲・・・決着済み製品、７月以降調整も
　ナフサの輸入スポット市況が１トン当たり９００ドルを割り込む水準にまで急落、国内の石
油化学製品の値上げに暗雲が漂い始めた。このままナフサ市況が低迷が続けば、値上げ交渉中
の製品では交渉の長期化が必至。さらに、すでに決着した製品でも、価格調整の機運が」高ま
ってくることが予想される。７月以降に帳尻を合わせることになる可能性が大きいとみられる
ものの、需要家からは前倒しの実施を求める声も一部では出始めつつある。ナフサ価格の動向
を、サプライヤー、需要家の双方が固唾をのんで見守る状況がしばらく続くことになりそう。
　現状のスポットナフサ価格を国産価格に
換算すると、１キロリットル当たりおよそ
５万２０００円。これに対し確定している
１-３月期国産ナフサ価格は、
同５万４１００円で、これだけみると原料
価格高騰を理由に石化製品の値上げは根拠
を失うことになる。ただ、輸入ナフサ価格
が国産ナフサ価格に反映されるには２カ月
ほどかかるため、足元の輸入価格が急落し
ているとはいえ、４-６月期の国産ナフサ
価格は１-３月期より値上がりすることが
確実。この上昇分を価格転嫁できなければ、
石化メーカーの採算は極めて厳しいことに
なる。このため、メーカーとしては、一旦
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値上げを認めてもらいたいところ。そのうえで、取りすぎた部分があれば７月以降に調整する
ことで折り合いをつけるなどの対応を目指していくことになるだろう。
　需要家サイドでは、値上げの撤回などに言及する声もごく一部ではあるが出ているのが現実
だ。

10101010 節電・・・７月２日開始　平日午前９時～午後８時、関西１５％、九州１０％目標節電・・・７月２日開始　平日午前９時～午後８時、関西１５％、九州１０％目標節電・・・７月２日開始　平日午前９時～午後８時、関西１５％、九州１０％目標節電・・・７月２日開始　平日午前９時～午後８時、関西１５％、九州１０％目標
　関電管内への電力使用制限令の発動は見送り　関電管内への電力使用制限令の発動は見送り　関電管内への電力使用制限令の発動は見送り　関電管内への電力使用制限令の発動は見送り

　政府は１８日、エネルギー・環境会議（議長・古川元久国家戦略担当相）を開き、今夏の電
力不足を乗り切るため、関西電力管内の企業や家庭に対し、最大使用電力を２０１０年比で
１５％削減するよう求める節電目標を決めた。九州電力管内は１０％、北海道、四国は７％、
中部、北陸、中国は５％。期間は７月２日（北海道は７月２３日）～９月７日の平日の午前９
時から午後８時とした。北海道は９月１０日～１４日の午後５時～同８時にも求める。７電力
管内とも８月１３日～１５日は対象外。これらは、関電大飯原発３、４号機（福井県おおい町）
の再稼働は行わないことが前提。東北、東京電力管内には節電を要請するものの、数値目標は
設けない。
　発電所のトラブルによる突然の大規模停電の回避にむけ、北海道、関西、四国、九州の４電
力で計画停電を行う際は、１回当たり２時間を想定した。一方、関電管内への電力使用制限令
の発動は、企業活動への影響が大きいため見送った。
　需給ひっ迫が見込まれる場合は、前日の夕と当日の朝、政府が対象地域に警報を発令。それ
でも状況が改善しない場合は、計画停電の開始予定時間前に、電気機器の使用禁止を促す「緊
急速報メール」を携帯電話会社の協力を得て利用者に一斉送信する。

10101010 ５月月例報告・・・景気「緩やかに回復」へ上方修正　輸出、企業収益など改善５月月例報告・・・景気「緩やかに回復」へ上方修正　輸出、企業収益など改善５月月例報告・・・景気「緩やかに回復」へ上方修正　輸出、企業収益など改善５月月例報告・・・景気「緩やかに回復」へ上方修正　輸出、企業収益など改善
　古川元久経済財政担当相は１８日、５月の月例経済報告を関係閣僚会議に提出した。景気の
基調判断は「緩やかに持ち直している」から上方修正した。景気の基調を「回復」としたのは
リーマンショック以前の２００８年２月以来で、判断の引き上げは９カ月ぶり。
　古川経財相は、消費や輸出拡大に加え、所得や企業収益の改善をあげ、「景気の持続性を展
望できる状況に少しずつ向かっている」と情報修正の理由を説明した。ただ復興予算やエコカ
ー補助金などの政策効果に依存する一方、欧州債務危機のリスクも拡大しており、回復との表
現が適切なのか論議を呼びそうだ。
　先行きについては「欧州債務危機をめぐる不確実性が再び高まっている」とし、金融・株式
市場の混乱や海外景気の下振れリスクを強調。海外経済は「全体としては弱い回復となってい
る」と据え置いたが、中国については「拡大テンポが緩やかになっている」として下方修正し
た。

12121212 ナフサクラッカー　アジアで生産調整入り・・ブタジエン価格急落　損益悪化し９割稼働にナフサクラッカー　アジアで生産調整入り・・ブタジエン価格急落　損益悪化し９割稼働にナフサクラッカー　アジアで生産調整入り・・ブタジエン価格急落　損益悪化し９割稼働にナフサクラッカー　アジアで生産調整入り・・ブタジエン価格急落　損益悪化し９割稼働に
　アジアのナフサクラッカーが生産調整に入り始めた。中国経済の減速懸念や欧州債務危機等
で、世界景気低迷が鮮明になりつつあり、主要な石油化学製品が軒並み需要減退に直面してい
るためだ。ここにきてアジアのナフサクラッカーは、エチレンのナフサに対するマージン（利
ざや）が１トン当たり３００ドル前後と損益分岐点を上回っているが、ナフサ価格の下落に反
応してエチレンやプロピレンの市況も下落傾向にある。さらに、ブタジエン価格がここにきて
１トン当たり２５００ドルを切るなど、収益の柱を失いつつある。足元の平均稼働率は９割台
を維持しており減産はそれほど目立っていないが、需要減退により製品市況が下落してマージ
ンが縮小を続ければ９割稼働を下回る可能性もある。

　５月２２日（火）　５月２２日（火）　５月２２日（火）　５月２２日（火）
2222 プラ工連まとめ、中国のプラ原材料生産・・・１１年は４７９８万トンプラ工連まとめ、中国のプラ原材料生産・・・１１年は４７９８万トンプラ工連まとめ、中国のプラ原材料生産・・・１１年は４７９８万トンプラ工連まとめ、中国のプラ原材料生産・・・１１年は４７９８万トン
　ＰＥ・ＰＰなど５樹脂が９割、フィルムなど製品生産も倍増　ＰＥ・ＰＰなど５樹脂が９割、フィルムなど製品生産も倍増　ＰＥ・ＰＰなど５樹脂が９割、フィルムなど製品生産も倍増　ＰＥ・ＰＰなど５樹脂が９割、フィルムなど製品生産も倍増

　日本プラスチック工業連盟がまとめた「中国プラスチック原材料生産、プラスチック製品生
産統計」によると、中国のプラスチック原材料の総生産量が２００６年の２５２６万トンから
１１年には４７９８万トンと、この６年間で約９０％増加したことがわかった。
　中国国内のプラスチック原材料の総生産量のうち、０６年はＰＥ・ＰＰ？ＰＶＣの生産量合
計は２００７万トンと全体の約８０％を占める。この３つにＰＳ・ＡＢＳを加えると２３１４
万トンで、５樹脂が全体の９割を占める。１０年は３樹脂合計で３０３３万トン、５樹脂合計
で３４０４万トン。１１年は３樹脂合計が３４５４万トン、５樹脂合計では４０８７万トンと
なり、全体の約８５％を占める。
　輸出入については、国内需要に対
し国内生産では不足することから、
かなりの量を輸入に頼っていること
がわかる。０６年は１８０７万トン、
０７年は１８９９万トンで約９０万
トン輸入量が増加。
０８年は１７７０万トンと減少した
が、０９年は２３８１万トン、１０
年は２３９０万トン、
１１年は２３０４万トンを輸入して
いる。
　一方輸出量は、かなり少ない。
０６年は２７３万トンだったが、
１１年には４８８万トンに増加。
０６年以降の６年間で輸出はＰＶＣを除くすべての樹脂で増加傾向にある。
　プラスチック製品総生産量は、０６年の２８００万トンが１１年には５４７４万トンと約２



倍の生産量となり、この６年間で大きく増加していることがわかる。

12121212 台湾・国光石化、マレーシアに独資で石化コンプレックス・・１８年めどナフサクラッカー台湾・国光石化、マレーシアに独資で石化コンプレックス・・１８年めどナフサクラッカー台湾・国光石化、マレーシアに独資で石化コンプレックス・・１８年めどナフサクラッカー台湾・国光石化、マレーシアに独資で石化コンプレックス・・１８年めどナフサクラッカー
　エチレン年９０万トン　石油精製は日量１０万バレル　エチレン年９０万トン　石油精製は日量１０万バレル　エチレン年９０万トン　石油精製は日量１０万バレル　エチレン年９０万トン　石油精製は日量１０万バレル

　台湾中油（ＣＰＣ）を中心に複数の台湾企業で構成する国光石化科技はマレーシアにおける
石油精製・石化コンプレックス計画に向けて動き出した。ペトロナスがジョホール州南部ペン
ゲランで計画するＲＡＰＩＤプロジェクトに隣接する形で石油精製・石化コンプレックスを建
設するもので、国光石化が独資で同計画を進める。
　国光石化は原料となる原油を中東から輸入予定としており、１８年頃をめどに生産能力は、
日産１０万バレルの石油精製、エチレン年産９０万トン規模のナフサクラッカーを建設する予
定。現時点ではダウンストリームの詳細は未定としているものの、国光石化に出資するＣＰＣ
等が中心に、台湾の新たな石化チェーンがマレーシアで構築される。
　また、ＣＰＣが高雄に持つ製油所（日量２７万バレル）および第５クラッカー（エチレン年
５０万トン）は１５年までに廃棄または移設する必要性からマレーシアへの移設の可能性が浮
上していたが、今回の国光プロジェクトには含めず、引き続き対処を検討する方針だ。

　５月２３日（水）　５月２３日（水）　５月２３日（水）　５月２３日（水）
1111 リンテック、日中台８社と提携へ・・・液晶フィルム加工　新規開拓を推進リンテック、日中台８社と提携へ・・・液晶フィルム加工　新規開拓を推進リンテック、日中台８社と提携へ・・・液晶フィルム加工　新規開拓を推進リンテック、日中台８社と提携へ・・・液晶フィルム加工　新規開拓を推進

　リンテックは、液晶用フィルム関連事業を拡大する。新たに日本、台湾、中国企業８社との
提携に乗り出す計画。これまで液晶用フィルムの加工はほぼすべてが住友化学向けだった。新
規顧客を増やし２０１２年度は住友化学向け以外の売上高を従来に比べて６倍の２４億円を目
指す。同社の液晶用フィルム関連事業は、住友化学との協力関係でスタート。偏光フィルム、
位相差フィルムの粘着加工や防眩・ハードコート処理加工などを行っている。国内のみならず
台湾、韓国に生産子会社を保有する。現在、日本３社、台湾２社、中国３社の合計８社との
交渉を進めている。芯なし両面粘着テープ（ノンキャリアテープ）、表面改質加工、プロテク
トフィルムなどを展開していく。

2222 昭和電工　アルミラミ包材　増強検討・・・車載ＬｉＢ拡大に備え、海外拠点活用も有力昭和電工　アルミラミ包材　増強検討・・・車載ＬｉＢ拡大に備え、海外拠点活用も有力昭和電工　アルミラミ包材　増強検討・・・車載ＬｉＢ拡大に備え、海外拠点活用も有力昭和電工　アルミラミ包材　増強検討・・・車載ＬｉＢ拡大に備え、海外拠点活用も有力
　昭和電工は、海外での拠点新設も含め、リチウムイオン２次電池（ＬⅰＢ）用アルミラミネ
ート包材の能力増強を検討する。車載用ＬｉＢ需要の増大に備えるとともに、既存シェアの維
持・向上を図るもので、積極的な投資を進める方針。米国や中国、東南アジアに有する自社拠
点の活用も視野に入れつつ、今年中にも具体的な方向性を打ち出したい考えだ。

2222 ＭＥＫ・ＤＩＢ　千葉の設備、２５日再稼働・・・丸善石化　１３年度にフル操業ＭＥＫ・ＤＩＢ　千葉の設備、２５日再稼働・・・丸善石化　１３年度にフル操業ＭＥＫ・ＤＩＢ　千葉の設備、２５日再稼働・・・丸善石化　１３年度にフル操業ＭＥＫ・ＤＩＢ　千葉の設備、２５日再稼働・・・丸善石化　１３年度にフル操業
　丸善石油化学は、千葉工場のメチルエチルケトン（ＭＥＫ）年産１７万トン設備および誘導
品のジイソブチレン（ＤＩＢ）同５．２８万トン設備について、２５日から再稼働させること
を決めた。２０１２年度内は、ＭＥＫについては５割強、ＤＩＢについては８～９割の稼働率
で操業させ、需要家から信頼回復を得ながら市場復帰を進める。１３年度にはフル操業の回復
を目指す。

3333 プラ工連　新会長に藤吉三井化学会長・・・「プラスチックのイメージアップ推進」プラ工連　新会長に藤吉三井化学会長・・・「プラスチックのイメージアップ推進」プラ工連　新会長に藤吉三井化学会長・・・「プラスチックのイメージアップ推進」プラ工連　新会長に藤吉三井化学会長・・・「プラスチックのイメージアップ推進」
　日本プラスチック工業連盟は２２日、定時総会を開き、米倉弘昌会長（住友化学代表取締役
会長）の後任に、三井化学の藤吉建二取締役会長を選任した。米倉前会長は相談役に就任する。
総会後、記者会見を行い、藤吉新会長は「プラスチック業界はより付加価値の高い製品をグロ
ーバルに展開していくことが求められており、プラ工連としてはプラスチックに対するイメー
ジアップに努めていきたい」と抱負を語った。また、「プラスチックは化学産業の中核産業。
そのなかでプラ工連は原料から加工、衛生、リサイクルまでプラスチックのライフサイクルを
すべてカバーしており、各団体との連携に力を注いでいきたい」と強調し、今年度で４カ年計
画が終了するのを受け、「新体制のもと、１年をかけて次期計画を策定していく」考えを示し
た。

3333 サンエー化研　３月期決算・・・大幅な減収減益サンエー化研　３月期決算・・・大幅な減収減益サンエー化研　３月期決算・・・大幅な減収減益サンエー化研　３月期決算・・・大幅な減収減益
　サンエー化研の２０１２年３月期決算は、光学用表面保護フィルムの売上げが低迷し、大幅
な減収減益となった。
売上高が前期比４．４％減の３２０億９５００万円、営業利益が同７２．１％減の１億４３０
０万円、経常利益が同５８．６％減の２億５９００万円、純損失が３億２３００万円（前期は
３億８００万円の利益）となった。
　今期は売上高３３９億円、営業利益４億６０００万円、経常利益５億３０００万円、純利益
３億１８００万円を見込む。

6666 米国、石油対外依存度が低下・・・世界最大輸入国、中国に交代も米国、石油対外依存度が低下・・・世界最大輸入国、中国に交代も米国、石油対外依存度が低下・・・世界最大輸入国、中国に交代も米国、石油対外依存度が低下・・・世界最大輸入国、中国に交代も
　国際市場のパワーバランスに変化、サウジの対応に注目　国際市場のパワーバランスに変化、サウジの対応に注目　国際市場のパワーバランスに変化、サウジの対応に注目　国際市場のパワーバランスに変化、サウジの対応に注目

　米国で石油の対外依存度の低下が続いている。需要減の一方で、タイトオイル開発により国
内原油生産が増加に転じているためだ。この傾向が続けば、世界最大の純輸入国が中国にとっ
て代わる可能性もある。米中への主要輸出国であるサウジアラビアの対応によっては、大西洋
マーケットは後退し太平洋マーケット一極へ集中。石油取引の世界地図が大きく替わることに
なる。需給のファンダメンタルズの変化でなく、国際石油市場のパワーバランスにも影響して
くることから、米国の石油対外依存度の低下への注目を喚起する動きもある。
　米国では、価格上昇や効率改善などより石油消費が２００６年のピークに比べ日量３００万
バレルも減少。さらにバイオ燃料の生産量も昨年は同約１０００万バレルと、この５年間で倍
増しており、需要縮小に拍車をかけている。自動車の低燃費化などから今後さらに需要減が予
想される。一方供給面では、タイトオイルの開発から国内の石油生産は増加に転じており、



２０年には現状の同１００万バレルから３００万～４００万バレルにまで拡大するとみられる。

こうしたなか０６年には日量１０００万バレルほどだった輸入量は同８５０万バレルにまで減
少。その一方で、０５年までは同１００万バレルほどで横這いだった石油製品輸出が現状では
日量３００万バレルにまで急増しており、この結果、０５年には６０％にまで高まっていた米
国の石油対外依存度が、１１年には４５％にまで縮小した。
　米国に代わって輸入国として存在感を高めているのが中国。１１年の純輸入量は日量５００
万バレルを超えるまでに増加し、この先米国を抜いて最大の輸入国となる可能性もある。民間
企業が経済合理性に基づいて輸入している米国とは異なり、中国は政府主導で地域分散を進め
るなど調達戦略が異なる。また、米国の後退は石油取引における大西洋市場の後退を意味し、
中国が牽引する太平洋市場への一極集中となる。
　米中両国へ石油を輸出するサウジアラビアの反応が注目される。サウジにとって米国は、最
大の輸出先だが、１１年の出荷量１２０万バレルほどとピークの７割まで落ちている。一方、
中国向けは００年ころから増加傾向にあり１１年は日量１００万バレルほどと日本に次ぐ第３
位につけた。サウジは、出荷先のバランスを調整できるように、地域別の価格決定方式を採用
しており、減退する米国輸入量に対するサウジの対応が、石油市場の今後を占ううえでのター
ニングポイントの１つになると指摘されている。

10101010 プラ処理協・・・「プラスチックリサイクルの基礎知識」２０１２年版を発行プラ処理協・・・「プラスチックリサイクルの基礎知識」２０１２年版を発行プラ処理協・・・「プラスチックリサイクルの基礎知識」２０１２年版を発行プラ処理協・・・「プラスチックリサイクルの基礎知識」２０１２年版を発行
　プラスチック処理促進協会はこのほど、「プラスチックリサイクルの基礎知識」２０１２年
版を発行した。ウエブ版も協会ホームページで公開した。
　プラスチック製品の再資源化状況をまとめた「マテリアルフロー図」については、今回
（１０年実績）から産業廃棄物系の焼却量および埋立量の推算方法を一般廃棄物系と統一。
精度向上を図っている。

12121212 韓国政府、日本の部品・素材メーカー誘致強化・・・ＫＯＴＲＡ内に進出窓口韓国政府、日本の部品・素材メーカー誘致強化・・・ＫＯＴＲＡ内に進出窓口韓国政府、日本の部品・素材メーカー誘致強化・・・ＫＯＴＲＡ内に進出窓口韓国政府、日本の部品・素材メーカー誘致強化・・・ＫＯＴＲＡ内に進出窓口
　韓国政府は、日本の部品・素材メーカーの誘致に力を入れる。このため大韓貿易投資振興公
社（ＫＯＴＲＡ）内に樹脂、金属、繊維など部品・素材メーカー誘致のための専門組織となる
ジャパン・デスクを設けた。また、日韓の部品・素材メーカーによる新素材の共同研究開発の
場として、大田広域市の大徳区に科学素材総合ソリューションセンターを建設する。
　サムスンやＬＧなど有力な顧客が多く、自由貿易協定（ＦＴＡ）を活用したグローバル展開
に有利な立地として、日本企業に進出を呼び掛ける。
　韓国の製造業はこれまで、部品・素材を日本から輸入し、組み立てて国内外で販売する体制
を採っていた。しかしここ数年で、韓国政府は日本からの輸入依存度を低減するため、部品・
素材の国産化を推進している。また、円高で海外進出に目を向けている日本企業を誘致する
チャンスと捉える。日本の３分の１という安価な電気料金や、豊富な優秀な人材と安価な人件
費など条件を揃えた進出先として提案する。また、法人税や土地賃貸料の控除に加えて、投資
金額の一部を現金支援するなど、部品・素材メーカーに対する投資優遇策を強化している。
　ＫＯＴＲＡ内に新たに開設したジャパン・デスクでは、日本の部品・素材企業誘致の専門家
を集め、韓国への投資および進出に関するワン・ストップ・サービスを提供する。
　また、今年度は科学素材総合ソリューションセンターの設立などに３６２４億ウオン（約２
４４億円）を投じる。日韓の部品・素材メーカーの共同研究開発から事業化までをサポートす
るセンターを開設し、高機能製品など革新的な部品・素材の開発と商用化を推進する。

　５月２４日（木）　５月２４日（木）　５月２４日（木）　５月２４日（木）
1111 アジアで石化全面安・・・中国の低迷長期化　ナフサ価格下落アジアで石化全面安・・・中国の低迷長期化　ナフサ価格下落アジアで石化全面安・・・中国の低迷長期化　ナフサ価格下落アジアで石化全面安・・・中国の低迷長期化　ナフサ価格下落
　エチレン井割超、誘導品も　エチレン井割超、誘導品も　エチレン井割超、誘導品も　エチレン井割超、誘導品も

　アジア市場で石油化学製品の価格が軒並み下落している。中国需要の低迷に拍車が掛かって
きたことに加え、原料ナフサ価格が大幅に値下がりしているためだ。この２週間でエチレン価
格は１０～１５％下落。プロピレンも８～１２％下落した。中国の需要回復はしばらく期待で
きないとの見方が有力。原油・ナフサ価格も当分は上値の重い推移が見込まれ、当面、アジア
の石化市況は底値を探る展開が予想される。
　韓国、台湾などの石化センターの稼働率が比較的高いことも需給緩和を招いている要因。
オレフィン市況低迷を受けて台湾ＦＰＣなどが減産を強化する卯木気も出始めており、先行き
稼働調整の動きが強まることが予想される。



1111 化学品管理などで成果・・・藤吉日化協会長　任期最後の会見　安全管理徹底を化学品管理などで成果・・・藤吉日化協会長　任期最後の会見　安全管理徹底を化学品管理などで成果・・・藤吉日化協会長　任期最後の会見　安全管理徹底を化学品管理などで成果・・・藤吉日化協会長　任期最後の会見　安全管理徹底を
　日本化学工業協会の藤吉建二会長（三井化学会長）は２３日、任期最後の会見を行った。
藤吉会長は冒頭、４月２２日の岩国・大竹工場の事故について謝罪するとともに、「事故が相
次いでいるが、協会としても安全管理を徹底していきたい」と述べた。２年間の任期について
は、「東日本大震災など予期せぬことが続いたが、協会メンバーや会員各社のご協力で乗り切
れた」と振り返った。
　次期新体制に対しては、「化学産業はグリーンイノベーション、ライフイノベーションを支
えるマザーインダストリーだ。さまざまな課題に正面から取り組み、正しく化学を理解しても
らうことがなによりも重要であり、新たな体制で化学産業を大いに盛り上げていってほしい」
とエールを送った。

2222 日化協、次期会長に高橋氏日化協、次期会長に高橋氏日化協、次期会長に高橋氏日化協、次期会長に高橋氏
　日本化学工業協会は２３日、正副新会長を内定した。藤吉建二会長の任期満了に伴うもので、
会長には高橋恭平昭和電工会長が就任する。副会長には小林喜光三菱ケミカルホールデイング
ス社長、藤原健嗣旭化成社長、宇田川憲一東ソー社長、札場操ダイセル社長の４人がそれぞれ
選任された。２８日開催予定の第２１回定時総会、第１４３回理事会で正式決定する。藤吉会
長は２年間の人気で化学人材育成プログラムの創設や、化学品管理強化の一環で２０１０年に
「ＪＩＰＳ」の取り組みを開始したほか、１２年４月のレスポンシブルケア協議会の日化協へ
の統合など進めた。

10101010 日本リサイクル工業会　有機溶剤リサイクル・・・ＣＯ２削減へ普及活動日本リサイクル工業会　有機溶剤リサイクル・・・ＣＯ２削減へ普及活動日本リサイクル工業会　有機溶剤リサイクル・・・ＣＯ２削減へ普及活動日本リサイクル工業会　有機溶剤リサイクル・・・ＣＯ２削減へ普及活動
　実態と課題を抽出、削減効果も算出　実態と課題を抽出、削減効果も算出　実態と課題を抽出、削減効果も算出　実態と課題を抽出、削減効果も算出

日本溶剤リサイクル工業会は、地球温暖化防止に向け有機溶剤リサイクルの普及・拡大を図る。
リサイクルを実施するうえでの課題を抽出するとともに、リサイクルによるＣＯ２排出量削減
効果を使用業種ごとに定量化し提案活動を進める。既に実態調査を終え、リサイクルされなか
った場合のＣＯ２排出量を算出するソフトも開発した。現在のリサイクル率は１０％程度だが、
試算では約１２０万トンのＣＯ２削減効果が得られている。各業種における削岩効果は年度内
にまとめる。行政に対しても、リサイクル推進の支援を強く働きかけていく。

10101010 中環審が試算、２０年の国内ＧＨＧ排出量削減率・・・９０年比で２～１９％中環審が試算、２０年の国内ＧＨＧ排出量削減率・・・９０年比で２～１９％中環審が試算、２０年の国内ＧＨＧ排出量削減率・・・９０年比で２～１９％中環審が試算、２０年の国内ＧＨＧ排出量削減率・・・９０年比で２～１９％
　２０１３年以降の地球温暖化対策を検討する中央環境審議会の小委員会は２３日、２０年に
おける国内の温暖効果ガス（ＧＨＧ）排出削減量の試算結果をまとめた。９０年比の排出削減
率は、経済成長を控えめに見積もった場合、原発比率や省エネ対策の度合いにより２～１９％
になる。原発ゼロの場合、最大１１％、原発比率１５％では最大１５％になる。経済モデル分
析を行う国立環境研究所が試算した。
　中環審は、今回の試算結果などを踏まえ、来月上旬にも温暖化対策の選択肢の原案をまとめ
政府のエネルギー・環境会議に報告する。

12121212 世銀　中国減速で下方修正・・・東アジア途上国　１２年７．６％成長へ世銀　中国減速で下方修正・・・東アジア途上国　１２年７．６％成長へ世銀　中国減速で下方修正・・・東アジア途上国　１２年７．６％成長へ世銀　中国減速で下方修正・・・東アジア途上国　１２年７．６％成長へ
　世界銀行は２３日、東アジア・大洋州地域の経済見通しを発表した。２０１２年の域内の開
途上国の実質ＧＤＰ（域内総生産）伸び率について、力強さを維持するものの、中国の成長減
速にともない７．６％に鈍化するとし、昨年１１月時点から０．２ポイント下方修正した。

【世銀の東アジア成長率見通し】実質ＧＤＰ伸び率　単位：％

東アジアＮＩＥＳ（新興工業国・地域）は
シンガポール、韓国、香港、台湾

12121212 シンガポール日系化学企業　人材確保に暗雲・外国人就労ビザ発給拒否・欧米企業へ流出懸念シンガポール日系化学企業　人材確保に暗雲・外国人就労ビザ発給拒否・欧米企業へ流出懸念シンガポール日系化学企業　人材確保に暗雲・外国人就労ビザ発給拒否・欧米企業へ流出懸念シンガポール日系化学企業　人材確保に暗雲・外国人就労ビザ発給拒否・欧米企業へ流出懸念
　シンガポールで生産活動を行う日系化学メーカーの間で人材不足への懸念が高まっている。
シンガポール政府が外国人に対する就労ビザ発給の厳格化を進めているためで、すでに一部の
日系化学メーカーでは外国人従業員の就労ビザの更新が認められず、母国に帰国を余儀なくさ
れたケースがあったという。
　各社が懸念するのは、ビザ発給条件を満たしているにもかかわらず、拒否される場合がある
という点だ。また、同じくシンガポールでオペレーションを行う欧米化学企業への人材流出も
さらに日系企業の間で人材確保への緊張感を高めている。こうした人材の売り手市場ともいえ
る状況は賃金コストの上昇につながり、シンガポールで生産活動を行う化学メーカーにとって
国際競争への阻害となる恐れがある。

　５月２５日（金）　５月２５日（金）　５月２５日（金）　５月２５日（金）
1111 石化協会長会見・・・事業環境「非常に悪い」、社会で存在感向上を石化協会長会見・・・事業環境「非常に悪い」、社会で存在感向上を石化協会長会見・・・事業環境「非常に悪い」、社会で存在感向上を石化協会長会見・・・事業環境「非常に悪い」、社会で存在感向上を
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　石油化学工業協会の高橋恭平会長（昭和電工会長）は２４日、任期最後の記者会見を開いた。
この２年間について、「まさしく激動の時代。新会長には難しい課題を残してしまった」と語
った。足元の事業環境は「非常に悪い状態が続き、利益を出せない状況」との認識。日本当局
に対しては、「産業界からみれば危機の時。政府や日銀といった枠を超えスピード感、意外感
を持って対処すべき局面にきている」と注文をつけた。
　石化協の活動を通じて「社会では化学産業のプレゼンスが思ったより低いことを痛感した」
としたうえで、「石化産業の良さをさらに社会へ伝え、露出度を高めていく必要がある」と指
摘した。

2222 ４月エチレン生産７．７％減、ＰＰなど７品目はプラス４月エチレン生産７．７％減、ＰＰなど７品目はプラス４月エチレン生産７．７％減、ＰＰなど７品目はプラス４月エチレン生産７．７％減、ＰＰなど７品目はプラス
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた４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７．７％減、前月比１．３％減の４６万４２００トンだった。実質稼働率試算
は、８７．３％で、前月の８３．５％から持ち直した。輸出はアジア域内の需要動向の改善が
みられず、４大樹脂ともマイナスとなった。

2222 エチレン設備　東アジアで相次ぎ減産・・・市況悪化で韓国勢もエチレン設備　東アジアで相次ぎ減産・・・市況悪化で韓国勢もエチレン設備　東アジアで相次ぎ減産・・・市況悪化で韓国勢もエチレン設備　東アジアで相次ぎ減産・・・市況悪化で韓国勢も
　中国経済の停滞とオレフィン市況の悪化を背景に、東アジアの石油化学メーカーが軒並みエ
チレン設備の減産に乗り出した。いち早く稼働率８５％程度への減産に入った日本勢に続き、
台湾や韓国メーカーも、大幅な収益悪化により相次ぎ減産を開始したもようだ。とくにフル稼
働が常識だった韓国メーカーの減産入りは、中国市場の回復が当面は見込めないとの判断によ
るとみられ、市況低迷の長期化が懸念されている。

10101010 プラ処理協・・・混合廃プラ油化技術、家電業界に優れた特徴紹介　資源の国内循環実現へプラ処理協・・・混合廃プラ油化技術、家電業界に優れた特徴紹介　資源の国内循環実現へプラ処理協・・・混合廃プラ油化技術、家電業界に優れた特徴紹介　資源の国内循環実現へプラ処理協・・・混合廃プラ油化技術、家電業界に優れた特徴紹介　資源の国内循環実現へ
　リサイクル業者からも好感触　リサイクル業者からも好感触　リサイクル業者からも好感触　リサイクル業者からも好感触

　プラスチック処理促進協会はこのほど、廃家電混合プラスチックの油化技術を確立した。
廃プラを接触分解でナフサリッチな分解油に再生する。既存の高温熱分解油化法に比べ油収率
が高く、塩素濃度を１００ｐｐｍ以下に抑えられるのが特徴。低コストでエネルギー効率も高
いため、高度リサイクルが難しいとされる廃家電混合プラの国内循環実現に寄与する技術とし
て期待される。また、家電以外の廃プラのリサイクルにも一石を投じそうだ。
　接触分解油化技術は、廃家電以外のプラスチックの処理・リサイクルにおいても、新たな選
択肢となる可能性がある。容リ法施行後、容器包装プラを油化する大規模プラントが新潟や札
幌などで稼働したが、材料リサイクルの優先などを受け採算が取れなくなり、プラントは相次
いで停止した。現在、容器包装プラの大規模な油化リサイクルは行われていない。
　プラ製品リサイクルは廃プラの素材や性状、リサイクルプロセスのエネルギー効率、ライフ
サイクルコストなどに応じ効率的に行うのが理想。接触分解油化技術は幅広い廃プラの国内循
環を低コストで実現する技術としても期待を集めそうだ。


