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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）

　５月２８日（月）　５月２８日（月）　５月２８日（月）　５月２８日（月）
1111 住友化学・・・ラービグ２期決定、総投資７０億ドル　ナフサ使い高度化住友化学・・・ラービグ２期決定、総投資７０億ドル　ナフサ使い高度化住友化学・・・ラービグ２期決定、総投資７０億ドル　ナフサ使い高度化住友化学・・・ラービグ２期決定、総投資７０億ドル　ナフサ使い高度化

　住友化学は２５日、２００９年から企業化調査（ＦＳ）を進めてきたサウジアラムコとの合
弁によるサウジアラビアの「ラービグ第２期計画」について、事業性を確認し計画確定作業に
入ると発表した。総投資額は７０億ドルを想定している。新たに確保する日量３０００万立方
フィートのエタンと約３００万トンのナフサを主原料に、エタンクラッカーを年産３０万トン
増設するほか、ナフサ改質装置（リフォーマー）やプロピレン年産２０万トンのメタセシス装
置などを新設。川下で付加価値の高い石化製品を事業化する。近く各種プロジェクトの契約締
結やプロジェクト・ファイナンスの確保などの作業に入る。
　１５年予定の定期修理時にエタンクラッカーの増設部分をつなぎ込むほか、１６年前半に順
次稼働開始する計画。
　石飛修副社長は、「建設資金の確実化や欧州債務問題など事業環境を注視していた」とＦＳ
が長期化した理由を述べたうえで、「石化事業を海外で拡張するのはシンガポール計画以来の
当社の方針」と同計画を決断した背景を説明した。

2222 大手化学　安定成長へ「２面作戦」・・・コモデイテイ製品は海外展開を加速大手化学　安定成長へ「２面作戦」・・・コモデイテイ製品は海外展開を加速大手化学　安定成長へ「２面作戦」・・・コモデイテイ製品は海外展開を加速大手化学　安定成長へ「２面作戦」・・・コモデイテイ製品は海外展開を加速
　新規機能製品“牽引役”に育成　新規機能製品“牽引役”に育成　新規機能製品“牽引役”に育成　新規機能製品“牽引役”に育成

　大手化学メーカーが、今後も「２面作戦」による安定成長を目指す姿勢が鮮明になってきた。
安定した収益力を持つコモデイテイ製品の拡大と、成長を牽引する新規製品の両輪を事業戦略
の中心に据えるもの。各社がコモデイテイ製品で事業の選択と集中を進めた結果、世界で強い
ポジションを持つ独自のキラー・コモデイテイ製品を育て上げていることが背景。日本の化学
企業によるコモデイテイ製品の海外投資計画が今後、一段と加速しそうだ。
　三菱ケミカルホールデイング・グループは、高純度テレフタル酸（ＰＴＡ）、メチルメタク
リレート（ＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）チェーンの３つのコモデイテイ製品を拡大、
「３製品は世界市場で強いポジションにある。これらの製品で海外で稼ぎ、持ち帰った利益で
創造事業を育成する「２面作戦」でいく」。
旭化成はアクリロニトリル（ＡＮ）および溶液重合ＳＢＲ（Ｓ－ＳＢＲ）を中心とした合成ゴ
ムが、宇部興産はカプロラクタム（ＣＰＬ）およびブタジエンゴム（ＢＲ）がそれぞれキラー
コモデイテイ製品。いずれもグローバルな次期増強計画について、中東地域や東南アジア等で、
詰めの段階を迎えている。

2222 汎用樹脂出荷、一段と低迷・・・１２年エチレン内需、５００万トン大台確保は微妙汎用樹脂出荷、一段と低迷・・・１２年エチレン内需、５００万トン大台確保は微妙汎用樹脂出荷、一段と低迷・・・１２年エチレン内需、５００万トン大台確保は微妙汎用樹脂出荷、一段と低迷・・・１２年エチレン内需、５００万トン大台確保は微妙
　汎用樹脂の出荷水準が一段と低下している。石油化学工業協会がまとめた４月実績によれば、
汎用４樹脂の出荷は３樹脂が前年同月を割り込んだ。前年に発生した震災前の仮需要の反動と
いう面もあるが、１－４月の出荷水準は自動車生産回復の恩恵を受けたポリプロピレン（ＰＰ）
を除き、ここ数年で最も低い水準に落ち怒んだ。汎用樹脂は今後、輸出量のさらなる減少も予想
されており、２０１２年のエチレン国内需要が５００万トンの大台を維持できるかが微妙な情勢
となってきた。
　４月出荷は、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）が前年同月比７％減、高密度ポリエチレン（
ＨＤＰＥ）が同１７％減、ＰＰが同２％増、ＰＳが同１０％減となった。
　こうした主力製品の需要減退や中国向け輸出の減少などを受け、エチレンの生産および内需
も昨秋から低迷している。このうちエチレン内需（生産量からネット輸出を差し引いた内需）
は１０年合計が５１５万９０００トンと５００万トン台を維持したが、１２年は大台を割り込
む可能性がありそうだ。

3333 藤森工業・・医薬・医療向け事業加速　三重事業所を軸に　包材以外への参入も藤森工業・・医薬・医療向け事業加速　三重事業所を軸に　包材以外への参入も藤森工業・・医薬・医療向け事業加速　三重事業所を軸に　包材以外への参入も藤森工業・・医薬・医療向け事業加速　三重事業所を軸に　包材以外への参入も
　藤森工業は、医薬・医療向け事業を加速する。新設した三重事業所（三重県名張市）を中心
として、安定した市場拡大が期待される薬液バッグ、ＰＴＰ包装、流動食用袋など包装材料の
新製品開発だけでなく、周辺分野を含めたビジネスへの参入を検討する。
　鹿児島大学大学院と共同開発を進めている血栓症の予知や薬剤治療に寄与する新たな解析シ
ステム「Ｔ－ＴＡＳ」の製品化を目指している。今年１月に竣工した三重事業所は、医薬・医
療品包装の拡大、育成を目的としている。「製薬メーカーの一工程を担う」（藤森明彦社長）
事業所として、医薬品および医薬部外品の製造管理の基準に関する省令のＧＭＰに準拠してい
る。より高品質・高機能な包装材料だけでなく、直接体内に投与可能な注射剤包装材料の製造
も行うことができる。

12121212 住友化学　シンガポールで・・・ポリオレフィン付加価値化加速住友化学　シンガポールで・・・ポリオレフィン付加価値化加速住友化学　シンガポールで・・・ポリオレフィン付加価値化加速住友化学　シンガポールで・・・ポリオレフィン付加価値化加速
　ＬＤＰＥ　上級品に生産シフト　　ＰＰコンパウンド　早期フル稼働目指す　ＬＤＰＥ　上級品に生産シフト　　ＰＰコンパウンド　早期フル稼働目指す　ＬＤＰＥ　上級品に生産シフト　　ＰＰコンパウンド　早期フル稼働目指す　ＬＤＰＥ　上級品に生産シフト　　ＰＰコンパウンド　早期フル稼働目指す

　住友化学は、シンガポールのポリオレフィン事業の差別化戦略を推進する。現在、シンガポ
ールで生産する低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）に関して、より上級グレード品に生産シフト
する。廉価な中東品のアジア流入が進んでいることや、汎用フィルム用途などで需要が直鎖状
低密度ポリエチレン（Ｌ－ＬＤＰＥ）にシフトしていることが背景。また、シンガポールで検
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討を続けるエチレン酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）設備の新設は近く最終決断するほか、自
動車向けポリプロピレン（ＰＰ）コンパウンドの早期フル稼働を目指すなど、シンガポールに
おけるポリオレフィン事業の高付加価値化を加速する。

　５月２９日（火）　５月２９日（火）　５月２９日（火）　５月２９日（火）
1111 三菱化学・・・アジア・中東大手と連携強化三菱化学・・・アジア・中東大手と連携強化三菱化学・・・アジア・中東大手と連携強化三菱化学・・・アジア・中東大手と連携強化
　ＳＡＢＩＣ　石化製品の供給拡大、　タイＰＴＴ　バイオ系シフト推進　ＳＡＢＩＣ　石化製品の供給拡大、　タイＰＴＴ　バイオ系シフト推進　ＳＡＢＩＣ　石化製品の供給拡大、　タイＰＴＴ　バイオ系シフト推進　ＳＡＢＩＣ　石化製品の供給拡大、　タイＰＴＴ　バイオ系シフト推進

　三菱化学は、サウジアラビア基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）、タイ石油公社（ＰＴＴ）、中国
石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）など、アジア・中東の巨大化学企業との関係強化を図る。ＳＡＢＩＣ
とは、世界最強のコスト競争力を活用した汎用石化製品の供給拡大を、ＰＴＴとはバイオ系石
化製品へのシフトなどを推進する。また、ＳＩＮＯＰＥＣとの新プロジェクトクトの立案も検
討、各分野、各地域で強いパートナーとの連携強化を通じ、石油化学系事業のグローバルな成
長を加速する。

1111 石連、新旧会長が会見・・・石油は今後も基幹エネ石連、新旧会長が会見・・・石油は今後も基幹エネ石連、新旧会長が会見・・・石油は今後も基幹エネ石連、新旧会長が会見・・・石油は今後も基幹エネ
　石油連盟は２８日、天坊昭彦会長（出光興産会長）の退任と木村康新会長（ＪＸ日鉱日石エ
ネルギー社長）の新任を決めた。
　天坊会長は会長として最後の会見で「就任時は２００８年８月の原油価格高騰や秋のリーマ
ンショック、翌年の政権交代など、常識と思われたことが覆されるような状況が続いた」と振
り返った。東日本大震災に関し「石油業界としてはサプライチェーンの重要性が再認識された。
混乱した市況下で市場連動性が業界に定着してきたのは意義がある」と言及。
　木村新会長は「エネルギーについて戦後最大の政策決定がなされる大変なときに重責を担い、
身が引き締まる。石油が基幹エネルギーと位置付けられるよう努力することが責務」と挨拶し
た。

2222 経産省－国交省・・・コンビナートの地震・津波対策　検討会議を設置経産省－国交省・・・コンビナートの地震・津波対策　検討会議を設置経産省－国交省・・・コンビナートの地震・津波対策　検討会議を設置経産省－国交省・・・コンビナートの地震・津波対策　検討会議を設置
　経産省と国交省は、コンビナート港湾における地震・津波対策の検討に着手する。両省と立
地自治体、業界団体などによる検討会議を設置し、あす３０日に第１回会合を開く。３回程度
の会議で課題を抽出して論点を整理、７月末をめどに報告書をまとめる。

3333 ナフサ価格　対原油“逆ザヤ”拡大・・・インド、中東からの供給回復　背景　ナフサ価格　対原油“逆ザヤ”拡大・・・インド、中東からの供給回復　背景　ナフサ価格　対原油“逆ザヤ”拡大・・・インド、中東からの供給回復　背景　ナフサ価格　対原油“逆ザヤ”拡大・・・インド、中東からの供給回復　背景　
　夏場のガソリン需要期まで弱含み、石化原料ＬＰＧ転換も　夏場のガソリン需要期まで弱含み、石化原料ＬＰＧ転換も　夏場のガソリン需要期まで弱含み、石化原料ＬＰＧ転換も　夏場のガソリン需要期まで弱含み、石化原料ＬＰＧ転換も

　原油価格に対するナフサ価格の「逆ザヤ」が
拡大している。２００８年頃から、ナフサ価格
の方が安値となる逆転現象が多くなっているな
か、５月以降スプレッドは一段と落ち込み、バ
ーレル換算でマイナス８ドルほどまでになった。
　その背景には、インドや中東からの供給が回
復してきたことに加え、液化石油ガス（ＬＰＧ
）へのエチレン原料の切り替えもあるとみられ
る。少なくともガソリン需要のシーズンとなる
夏場までは、対原油でのナフサ弱含みが続きそ
うだ。

3333 主要石化製品　２０１１年末生産能力・・・エチレン６０００トン減　経産省まとめ主要石化製品　２０１１年末生産能力・・・エチレン６０００トン減　経産省まとめ主要石化製品　２０１１年末生産能力・・・エチレン６０００トン減　経産省まとめ主要石化製品　２０１１年末生産能力・・・エチレン６０００トン減　経産省まとめ
　経産省は２８日、主要石油化学・
芳香族製品の生産能力調査をまとめ
た。（２０１１年１２月時点）
それによると、エチレン能力は、
７２１万（定修年、スキップ年は
８００万トン）で、前年末の
７２１万６０００トンと比べ、
６０００万トン減となった。。

12121212 昭和電工グループ・・・インド市場に本格参入　生分解性樹脂昭和電工グループ・・・インド市場に本格参入　生分解性樹脂昭和電工グループ・・・インド市場に本格参入　生分解性樹脂昭和電工グループ・・・インド市場に本格参入　生分解性樹脂
　米大手衣類の包装袋に採用　周辺国へ横展開　米大手衣類の包装袋に採用　周辺国へ横展開　米大手衣類の包装袋に採用　周辺国へ横展開　米大手衣類の包装袋に採用　周辺国へ横展開

　昭和電工グループは、生分解性樹脂「ビオノーレ」でインド市場に本格参入した。米大手ア



パレル企業の衣類包装袋に採用が決まり、今年からインド国内店舗で使用されている。今後、
スリランカ・パキスタンン・バングラデイッシュ・トルコ・エジプトまで横展開する計画で、
環境負荷低減やブランドイメージ向上につながる素材として「世界展開も視野に」（昭和高分
子シンガポール・岡部俊男ＭＤ）に入れる。一方、タイではレジ袋用途での展開を検討する等
今回のインドでの実績を基にアジアなど周辺国の開拓につなげていく。

　５月３０日（水）　５月３０日（水）　５月３０日（水）　５月３０日（水）
1111 日化協・高橋新会長が会見・・３点を重要課題に日化協・高橋新会長が会見・・３点を重要課題に日化協・高橋新会長が会見・・３点を重要課題に日化協・高橋新会長が会見・・３点を重要課題に
　＊環境・安全　　＊化学品管理　　＊市民権確立　＊環境・安全　　＊化学品管理　　＊市民権確立　＊環境・安全　　＊化学品管理　　＊市民権確立　＊環境・安全　　＊化学品管理　　＊市民権確立

　日本化学工業協会（日化協）は、このほど定時総会を開き藤吉建二会長（三井化学会長）の
任期満了にともない昭和電工の高橋恭平会長を新会長に選出した。
　新会長は「環境・安全分野での取り組み強化、化学品管理での一層の取り組み強化、化学産
業の市民権の確立の３点を重要課題に掲げたい」との抱負を述べた。
　高橋新会長は、当面、石油化学工業協会（石化協）会長を兼ねることとなる。この点に関し
「石化協は石化産業中心ということもあり、共通点は見えやすかった。日化協では化学産業全
体のことを考えていかなければならない」と言及し、特に化学産業全体の認知度向上に努める
姿勢をみせた。

2222 ４月のＰＰフィルム出荷実績・・・ＯＰＰは１２・６％減、ＣＰＰは１４．３％減４月のＰＰフィルム出荷実績・・・ＯＰＰは１２・６％減、ＣＰＰは１４．３％減４月のＰＰフィルム出荷実績・・・ＯＰＰは１２・６％減、ＣＰＰは１４．３％減４月のＰＰフィルム出荷実績・・・ＯＰＰは１２・６％減、ＣＰＰは１４．３％減
　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、４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１２．６％減の２万２５０トン、
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ)フィルムは、同１４．３％減の１万３３２０トンだった。

【４月のＰＰフィルム出荷実績】（単位：トン、％）

2222 東洋紡、「東洋紡」に商号変更東洋紡、「東洋紡」に商号変更東洋紡、「東洋紡」に商号変更東洋紡、「東洋紡」に商号変更
　東洋紡は、１０月１日付けで商号を「東洋紡績」から「東洋紡」に変更する。事業内容が祖
業の紡績業から化成品、機能材、バイオ・メデイカルなどの分野が中心となり、商号を事業の
実態に即したものにするため、呼称として定着している東洋紡とする。

3333 アジア石化市況　続落・・・中国需要が低迷　エチレン１０００ドル割れ焦点アジア石化市況　続落・・・中国需要が低迷　エチレン１０００ドル割れ焦点アジア石化市況　続落・・・中国需要が低迷　エチレン１０００ドル割れ焦点アジア石化市況　続落・・・中国需要が低迷　エチレン１０００ドル割れ焦点
　アジアの石化市況が続落している。中国需要の低迷を主な要因とするもので、原油・ナフサ
価格の下落と相まって、各主要製品が軒並み価格を落としている。
　エチレン価格ですでに１トン当たり１０００ドル台前半に突入。

10101010 新会長に石塚氏・・・プラ処理協新会長に石塚氏・・・プラ処理協新会長に石塚氏・・・プラ処理協新会長に石塚氏・・・プラ処理協
　プラスチック処理促進協会は２９日に開催した通常総会で、高橋恭平会長（昭和電工会長）
の後任に、三菱化学の石塚博昭社長を選任した。副会長には信越化学工業の森俊三社長を選任した。

　石塚新会長は協会の今後の活動について「ＬＣＡ、プラスチックフロー図作成、環境教育と
いう３事業を核に進めていく。ＬＣＡでは基礎データ提供と、リサイクル技術などのＬＣＡ評
価に力を入れる。フロー図については精度向上と廃プラ有効利用のＬＣＡ評価を図る。環境教
育では、教師研修や出前授業といった地道な活動を通じ、社会にプラスチックの有効性を理解
してもらいたい」と述べた。　
　尚プラ処理協は、２０１３年４月１日付けでの一般社団法人移行を目指し、手続きを進める。
移行後は、名称は「プラスチック循環利用協会」に変更する予定。

12121212 東南アジア　クラッカー減産強化・・・オレフィンマージン　年初来最悪に東南アジア　クラッカー減産強化・・・オレフィンマージン　年初来最悪に東南アジア　クラッカー減産強化・・・オレフィンマージン　年初来最悪に東南アジア　クラッカー減産強化・・・オレフィンマージン　年初来最悪に
　東南アジアのナフサクラッカーが、相次ぎ減産強化に乗り出した。中国経済の低迷で日本等
東アジアのナフサクラッカーが先行して減産を強化しているが、ここにきてインドネシアの
チャンドラ・アスリ・ペトロケミカルなど好調な経済が続く国でも減産せざるを得ない状況と
なっている。エチレンなどオレフィンのナフサに対するマージンが大きく縮小し損益が悪化し
ていることが理由でエチレンとナフサの値差は１トン当たり１８０ドル前後と今年最も少ない
値まで落ち込んでいる。プロピレンやブタジエンなど他のオレフィンもマージン縮小が続いて
おり、反転の兆しが見えない。

　５月３１日（木）　５月３１日（木）　５月３１日（木）　５月３１日（木）
1111 ベンゼン、商流変化の兆し・・・アジア余剰玉　ひっ迫の米国へベンゼン、商流変化の兆し・・・アジア余剰玉　ひっ迫の米国へベンゼン、商流変化の兆し・・・アジア余剰玉　ひっ迫の米国へベンゼン、商流変化の兆し・・・アジア余剰玉　ひっ迫の米国へ
　最大手ＪＸ先行、旭化成は輸入検討　最大手ＪＸ先行、旭化成は輸入検討　最大手ＪＸ先行、旭化成は輸入検討　最大手ＪＸ先行、旭化成は輸入検討

　アジアの余剰ベンゼンが、ひっ迫する米国に輸出される量が拡大しそうだ。米国ではガソリ
ン需要の減少とそれにともなう製油所の低稼働・停止が続き、供給が不足している。
　一方、アジアでは韓国を中心にパラキシレン（ＰＸ）の大増設が進行、ベンゼンも大量に
併産される予定。こうしたアジアで余剰となるベンゼンはアジア価格より高い米国に大量に

在庫 29,279 142.1 在庫 22,845 138.1
合計合計合計合計 20,25020,25020,25020,250 87.487.487.487.4 合計合計合計合計 13,32013,32013,32013,320 85.785.785.785.7
輸出 282 121.0 輸出 286 120.7

610 78.2
内需計 19,968 87.1 内需計 13,034 85.2

10,748 84.1
繊維・雑貨 1,239 92.0 繊維・雑貨 1,676 96.3

Ｏ
Ｐ
Ｐ

食品 15,637 87.3

Ｃ
Ｐ
Ｐ

食品

工業用・他 3,092 84.5 工業用・他

４月 前年同月比 ４月 前年同月比



輸出されるのは必至。すでにアジア最大手のＪＸ日鉱日石エネルギーは今年から米国向け輸出
に乗り出しており、商流に変化の兆しが表れている。またアジアの余剰ベンゼンを捉え、旭化
成ケミカルズは国内主体の調達から今後輸入に乗り出すことも検討している。

2222 社説・・・業界団体は広がる課題に積極挑戦を社説・・・業界団体は広がる課題に積極挑戦を社説・・・業界団体は広がる課題に積極挑戦を社説・・・業界団体は広がる課題に積極挑戦を
　事業者団体の総会シーズンである。化学業界は多様な製品で構成されていることもあって、
直面する課題も多岐にわたる。政策提言のほか、化学物質管理や地球温暖化対策など環境・安
全問題の重要性が増し、しかも国際的な取り組みが求められている。
　日本化学工業協会（日化協）の団体会員の中には、経費削減の一環として、活動を抜本的に
見直した団体もあったが、個別企業では対応できない課題が多いことの裏返しでもある。
　業界団体で優先順位が高いのは、政策に対する適切な情報発信だ。再生可能エネルギー固定
買取制度の導入では、カ性ソーダなど電力多消費産業の負担軽減措置を実現した。この特例措
置はドイツでも導入され、経済活動の基盤を支える産業が国際的にイコールフッテイングで競
争するために不可欠とする日本ソーダ工業会などの主張を受け入れたものだ。
　合理性を欠いている容器包装リサイクル法の材料リサイクル優先など、改善が必要な政策は
残っている。
　業界活動で優先度が高まっているのは化学物質管理、地球温暖化を含めた環境・安全問題。
化学物質は健康被害や環境負荷を与える可能性があり、適切なリスク管理が必要だが、同時に
有用性を訴えることも大切だ。化学産業はＣＯ２を大量に排出しているが、一方で化学製品に
よるＣＯ２削減効果も大きく、定量的分析による情報発信が求められる。国際的な規制への対
応も迫れれ、業界団体が主導的役割を果たすべきである。
　かつて業界団体は価格カルテルの温床になりがちだったが、法令順守の徹底は最優先だ。
そのうえで、化学産業の競争力を高め、魅力的にする活動に挑戦してほしい。

2222 国内石化製品の価格決定機構・・・ナフサ連動に“制度疲労”国内石化製品の価格決定機構・・・ナフサ連動に“制度疲労”国内石化製品の価格決定機構・・・ナフサ連動に“制度疲労”国内石化製品の価格決定機構・・・ナフサ連動に“制度疲労”
　国際競争への対応　新方式導入が不可欠　国際競争への対応　新方式導入が不可欠　国際競争への対応　新方式導入が不可欠　国際競争への対応　新方式導入が不可欠

　原料ナフサ価格の変動を四半期ごとに製品価格に反映させるという、国内の石油化学製品の
価格決定メカニズムが制度疲労を起こしている。需給バランスで価格変動する海外市場との乖
離により、石化事業全体のタイムリーな収益性の評価や、グローバル市場における戦略判断が
難しくなっているためだ。国際競争を前提にした事業運営を実現するためには、根幹の１つで
ある価格決定メカニズムの革新が必要となろう。
　国際的な競争条件のイコールフッテイングを声高に主張する化学業界。石化製品のうち、ベ
ンゼン、パラキシレン（ＰＸ）などの芳香族製品やその川下製品などでは、すでにアジアなど
海外市況と連動した価格決定メカニズムが採用されている。
その一方で、石化の主力製品であり、ナフサ分解で生産するエチレン、プロピレン、ブタジエ
ンなどのオレフィン系の基礎石化製品については、２Ｎ方式と呼ばれるナフサ連動の価格決定
が脈々と続いている。ガラパゴス化したオレフィンの価格決定方式について、化学企業は世界
標準である市況連動方式への移行を躊躇している。
ナフサ連動価格は、国内市場での安定供給を最重視する価格決定方式だ。供給サイドが原料価
格の変動リスクを免れ、常に一定の収益を上げるメリットを享受する一方で、需要家はどんな
場合でも供給が途切れない安定供給のメリットを受ける。日本がアジアで最大の石化産業を持
ち、鎖国時代のように国際競争から隔離されていた頃はそれでよかった。しかし１９９０年以
降、アジア諸国や中東地域で石化産業は急成長しており、日本の石化はプレーヤーの１人とし
て市場を争う時代に突入。ナフサ連動方式は大きな矛盾を抱えている。
　例えば今年４－６月の石化製品価格は、高値で推移していた１－３月のナフサ価格が反映さ
れるため、１－３月に対して価格が上昇している。その一方で、アジアの石化市況は４月上旬
をピークに急落。国際的にみれば、日本の石化製品は以上に割高であり、同時にアジア域内で
最も競争力が低い状態となっている。しかし、これは「４半期毎のナフサ連動」が作り出す見
かけ上の収益性であり、正当な国際競争力の評価ではない。歪んだ評価をもとに事業運営せざ
るを得ない日本の石化メーカーが、グローバル市場でタイムリーに最適解を見出すことは難し
く、結果として全体の収益を悪化させる懸念も強い。国際競争を前提とした事業戦略を構築す
るには、価格決定方式の見直しが不可欠といえよう。

　６月１日（金）　６月１日（金）　６月１日（金）　６月１日（金）
2222 広がるエチレン設備ダウンサイジング、業界再編機運が後退？広がるエチレン設備ダウンサイジング、業界再編機運が後退？広がるエチレン設備ダウンサイジング、業界再編機運が後退？広がるエチレン設備ダウンサイジング、業界再編機運が後退？
　コンプレッサー能力削減など　７０％稼働、年５４０万トンでも生産コスト維持　コンプレッサー能力削減など　７０％稼働、年５４０万トンでも生産コスト維持　コンプレッサー能力削減など　７０％稼働、年５４０万トンでも生産コスト維持　コンプレッサー能力削減など　７０％稼働、年５４０万トンでも生産コスト維持

　エチレン設備のダウンサイジングの広がりが、石化業界の再編機運を遠のかせるとの見方が
浮上している。エチレン需要が落ち込み減産に追い込まれても、ダウンサイジングにより、一
定の生産コストを維持できることが背景。各社が需要減少への耐性を高め、縮小均衡による「
忍耐合戦」の期間が長期化すれば、業界再編による構造再編の機運を失うことにもなりそうだ。
　国内のエチレン生産は、実質フル稼働で７７４万トンの生産を記録した０７年をピークに急
激に減少しており、１１年は３月の東日本大震災の影響や年後半の輸入品増加もあり６６９万
トンと１００万トン以上の減少となった。
今年はさらに減少すると見られている。中国市場の需要停滞の影響から６００万トンそこそこ
まで落ち込む可能性もある。
　しかし、ダウンサイジングが各社に広がれば、エチレン生産が５００万トン台半ばまで落ち
込んでも経済性が保てるため、各社が縮小均衡を決め込むとの見方が浮上している。「一律減
産では経済性が保てないエチレン年５００万トン程度」が業界再編の目安となれば、再編機運
は当面、後退することになりそうだ。



10101010 廃プラ油化装置　軽質油分９割の高収率・・リサイクル触媒で接触分解　運転コスト大幅減廃プラ油化装置　軽質油分９割の高収率・・リサイクル触媒で接触分解　運転コスト大幅減廃プラ油化装置　軽質油分９割の高収率・・リサイクル触媒で接触分解　運転コスト大幅減廃プラ油化装置　軽質油分９割の高収率・・リサイクル触媒で接触分解　運転コスト大幅減
　リサイクルエナジー、近く自治体向け契約　リサイクルエナジー、近く自治体向け契約　リサイクルエナジー、近く自治体向け契約　リサイクルエナジー、近く自治体向け契約

　環境ベンチャーのリサイクルエナジー（広島県福山市）は、廃プラスチックを原料に、軽質
油分を高収率で得る廃プラ油化装置を本格販売する。近く、自治体向けで契約を締結する見通
し。分解油の用途は発電機用燃料や化学品原料などを見込む。ワックス分を副生しにくく、生
産コストを抑制できるため、自治体のほか震災復興関連企業やプラスチック成形メーカー、産
業廃棄物処理業者などから引き合いが強い。海外企業の関心も高く、東アジアや東南アジアな
どでも販売を伸ばしたい考え。


