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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）

　６月１１日（月）　６月１１日（月）　６月１１日（月）　６月１１日（月）
1111 大手化学メーカー・・・情報部門、収益回復へ、光学フィルム稼働率上昇大手化学メーカー・・・情報部門、収益回復へ、光学フィルム稼働率上昇大手化学メーカー・・・情報部門、収益回復へ、光学フィルム稼働率上昇大手化学メーカー・・・情報部門、収益回復へ、光学フィルム稼働率上昇

　大手化学メーカーの情報電子部門の収益が回復傾向をみせている。液晶パネル等の
在庫調整がようやく一巡したことや、スマートフォン、タブレットＰＣ向け中小型パ
ネル向け部材がいぜん好調なことなどが背景。とくに光学フィルム系材料は稼働率上
昇による収益回復が進んでおり、４-６月期に予算並みの部門利益を確保する企業も出
始めている。石油化学・基礎化学品部門の不振が長引くなか、情報電子材料部門の回
復は２０１２年度上期業績を下支えする要因になりそうだ。
　三菱樹脂は日本、米国、欧州、アジアに生産拠点を持つポリエステル（ＰＥＴ）フィ
ルム設備について、「欧州はほぼフル稼働状態。１-３月に６割稼働だった日本も８割
まで回復している」（姥貝卓美社長）。住友化学は日・韓・台・中の４拠点で展開す
る液晶パネル向け偏光フィルムの生産設備が「４月から内外でほぼフル稼働に戻った」
（山口敏久代表取締役）。半導体関連製品は製品や地域ごとにまだら模様になっている
が、１-３月を底に回復傾向にあるという。昭和電工は製造プロセスで使う高純度ガス
が、４月以降、韓国、台湾向けで需要が戻っている。ただ、中国は需要が弱い状態が
続き、日本も良くないという。

2222 社説・・・カルテル根絶に向けて体制再点検を社説・・・カルテル根絶に向けて体制再点検を社説・・・カルテル根絶に向けて体制再点検を社説・・・カルテル根絶に向けて体制再点検を
　企業規模にかかわらず法令順守（コンプライアンス）の重要性が高まっているが、
独占禁止法など競争法違反が根絶できない。公正取引委員会はこのほど、２０１１年度
の独禁法違反事件の処理状況を公表したが、入札談合や価格カルテルなどに対する法的
措置は２２件、課徴金納付命令は４４３億円と高水準にある。また、自動車用ワイヤ
ハーネスでは海外の競争当局と協力して課徴金納付命令を出した。
　欧州委員会、米国司法省が摘発したカルテルも増加、ファスナー、自動車用ガラス、
液晶パネルなどでは高額な制裁金が課せられた。公取委は海外競争当局と情報交換して
おり、競争法コンプライアンスはボーダレスに対応しなくてはならない時代だ。
　産業界は、リスク対策のなかで法令順守は最優先課題という認識は高まっている。
「違反行為をしない」だけでなく「違反を疑われる行為、状況を減らす」ことを念頭
においた体制整備が必要である。
　経産省が一昨年策定した「競争法コンプライアンス体制に関する研究会報告書」で
は、国際的な競争法執行強化を踏まえた企業・事業者団体の対応を示した。この骨子は
明らかなカルテル行為のみではなく、カルテルを疑われないという観点から、幅広く
競合他社との接触を制限する「予防」。完全に競争法違反リスクを無くすことはできな
いという認識で早期に問題高位を「発見」。そして違反行為を発見した場合に迅速に
対応する「発覚後の対応」の３点が重要としている。
　さらに、わが国では競合他社が接触する場である事業者団体が、競争法上のリスクが
数多く存在することを認識して、会合の運営と統計情報の収集・整理・提供の２点に
関するルールの策定・整備を指摘した。カルテル根絶に向けて、団体の再点検も必要
だ。

10101010 １-３月期のＧＤＰ改定値・・・年４．７％増に上方修正、設備投資落ち込み縮小１-３月期のＧＤＰ改定値・・・年４．７％増に上方修正、設備投資落ち込み縮小１-３月期のＧＤＰ改定値・・・年４．７％増に上方修正、設備投資落ち込み縮小１-３月期のＧＤＰ改定値・・・年４．７％増に上方修正、設備投資落ち込み縮小
　内閣府が８日発表した１-３月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整済）改訂値は、物
価変動の影響を除いた実質が前期比１．２％増、年率換算では４．７％増になり速報
値（前期比１．０％増、年率４．１％増）から上方修正された。設備投資の落ち込み
が大幅に縮小したのが要因。プラス成長は３四半期連続。

12121212 台湾、クラッカー減産加速・・・中国需要冷え込み　ＦＰＣＣは８０％稼働台湾、クラッカー減産加速・・・中国需要冷え込み　ＦＰＣＣは８０％稼働台湾、クラッカー減産加速・・・中国需要冷え込み　ＦＰＣＣは８０％稼働台湾、クラッカー減産加速・・・中国需要冷え込み　ＦＰＣＣは８０％稼働
　中国需要の冷え込みや、石化製品全般の市況悪化によりアジア全域で広がるクラッカ
ー減産の動きが台湾にも波及している。先月末から台塑石化（ＦＰＣＣ）がナフサクラ
ッカーの稼働率を８０％程度に引き下げているほか、台湾中油（ＣＰＣ）が当初の計画
を前倒しして、今月４日に第３ナフサクラッカーの閉鎖を実施した。また、ＦＰＣＣ
は今年６月中旬に予定する麦寮の第２ナフサクラッカーの定修のタイミングの前倒し
も検討。各社、急速に悪化する足元の事業環境に対応を急いでいる。
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　６月１２日（火）　６月１２日（火）　６月１２日（火）　６月１２日（火）
1111 エチレン、内外で明暗くっきり・・・シェルが４０万トン増強　エチレン、内外で明暗くっきり・・・シェルが４０万トン増強　エチレン、内外で明暗くっきり・・・シェルが４０万トン増強　エチレン、内外で明暗くっきり・・・シェルが４０万トン増強　
　シンガポール　誘導品拡大に備え　シンガポール　誘導品拡大に備え　シンガポール　誘導品拡大に備え　シンガポール　誘導品拡大に備え

　アジアで石油化学の拡大の流れが止まらない。マレーシア、インドネシアに次いで
シンガポールでもナフサクラッカーの大幅な能力増強が行われ、オレフィン、芳香族
の供給拡大が続く。これらも動きと対照的に、国内需要が成熟化の度合いを強める日
本は設備縮小に動く。
　水島で旭化成ケミカルズとのエチレンコンビナートの一体運営を進める三菱化学は、
新たに鹿島事業所（茨城県）のエチレン1号機の廃止を決めた。経産省の予測によれば
エチレン誘導品の世界需給は２０１６年に２７０万トンの供給不足に陥る反面、日本
のエチレン換算輸出量は現状から５０万トン減少する。日本の石化産業は外需の果実
を得られないだけでなく、内需の伸びも見込めないなか、さらなる休廃止設備が出て
くることが予想される。

1111 三菱化学　鹿島１基体制・・・１号機を１４年停止　余剰能力を削減三菱化学　鹿島１基体制・・・１号機を１４年停止　余剰能力を削減三菱化学　鹿島１基体制・・・１号機を１４年停止　余剰能力を削減三菱化学　鹿島１基体制・・・１号機を１４年停止　余剰能力を削減
　三菱化学は１１日、鹿島事業所のエチレン設備１号機（年産能力３４万３０００トン
＝定修年）を２０１４年に停止し、２号機の１基体制にすると発表した。同時に第１ベ
ンゼンプラント（同９万トン）も停止する。これに伴う合理化効果は年間約４０億円を
見込んでいる。一方、１３年の定期修理時にはエチレン２号機を同４３万５０００トン
から５万トン増強するとともに、プロピレン製造装置のオレフィンコンバージョンユニ
ット（ＯＣＵ）も稼働維持に向けた設備対応を図る。設備投資額は９８億円。エチレン
系石化製品の国内需要の減退に対応した構造改善を図り、基礎原料を生産するエチレン
設備のダウンサイジングを図る。
　同日会見した石塚博昭社長は今回の鹿島エチレン１号機の停止決断について、「エチ
レンを身の丈に合ったサイズにする。足りないプロピレンは容易に購入できるほか、ブ
タジエンは新技術により自分たちで作り出す」と述べ、エチレン余剰問題を解決した上
で、その他の留分の確保を進める考えを明らかにした。
　三菱化学の今回の決断により、日本の石化産業はいよいよ「元栓」のエチレン設備を
縮小し余剰能力を削減する局面に入ったといえる。ただ、基礎石化製品を連産するエチ
レン設備で統廃合やダウンサイジングで一段と進む過程では、プロピレンやブタジエン
など削減が必要ない非エチレン系製品も減産となるため、これらをどのように確保する
かが課題になるとみられている。

3333 藤森工業・・・ライフサイエンス関連、米国展開を強化　藤森工業・・・ライフサイエンス関連、米国展開を強化　藤森工業・・・ライフサイエンス関連、米国展開を強化　藤森工業・・・ライフサイエンス関連、米国展開を強化　
　薬液バッグなどでの実績テコ、新規事業育成へ　薬液バッグなどでの実績テコ、新規事業育成へ　薬液バッグなどでの実績テコ、新規事業育成へ　薬液バッグなどでの実績テコ、新規事業育成へ

　藤森工業は、グローバル展開強化に一貫としてアメリカでのライフサイエンス事業
の展開を加速させる。アメリカ現地法人を拠点に、既に実績のあるバッグインボックス
や、医薬包装用のフィルムに続く新規ビジネスの立ち上げを目指す。ローカル企業との
提携も視野に入れ、まずニーズの掘り起こしを急ぐ。
　同社の包装材はすでにアメリカで実績がある。バッグインボックス「フジテーナー」
は、アメリカに進出した日系酒造メーカーが採用し、フジテーナーのライセンス供与を
受けた現地企業が製造していた。このライセンス契約が終了したため、現在は藤森工業
が製造、アメリカへ輸出している。また、アメリカ大手製薬メーカーの薬液バッグ用の
フィルムも手掛けている。

12121212 住友化学・・・アジアで石化製品拡販住友化学・・・アジアで石化製品拡販住友化学・・・アジアで石化製品拡販住友化学・・・アジアで石化製品拡販
　シンガポール販社　ラービグの実績活用　シンガポール販社　ラービグの実績活用　シンガポール販社　ラービグの実績活用　シンガポール販社　ラービグの実績活用

　住友化学は、シンガポール販社の住友化学アジアを通じて石化製品にアジア展開を
強化する。住友化学アジアがこれまでサウジアラビアのペトロラービグ第１期で生産
される石化製品の販売を通じて構築した販売ネットワークや物流インフラなど最大限
に活用することで、日本で生産する熱可塑性エラストマーなど石化製品の新たな販路
拡大につなげる。住友化学アジアは来年、シンガポールで事業化する溶液重合法スチ
レンブタジエンゴム（Ｓ－ＳＢＲ）の販売責任など、住友化学のグローバル戦略にお
ける重要な役割を担うことになる。

　６月１３日（水）　６月１３日（水）　６月１３日（水）　６月１３日（水）
1111 三菱ケミカル　中期計画見直し・・・経営環境の激変に対応三菱ケミカル　中期計画見直し・・・経営環境の激変に対応三菱ケミカル　中期計画見直し・・・経営環境の激変に対応三菱ケミカル　中期計画見直し・・・経営環境の激変に対応
　石化改革を前倒し、ＪＸエネと連携模索　　石化改革を前倒し、ＪＸエネと連携模索　　石化改革を前倒し、ＪＸエネと連携模索　　石化改革を前倒し、ＪＸエネと連携模索　
　シェールガス対応、ＭＭＡ北米立地検討　シェールガス対応、ＭＭＡ北米立地検討　シェールガス対応、ＭＭＡ北米立地検討　シェールガス対応、ＭＭＡ北米立地検討

　三菱ケミカルホールデイングスは、事業戦略の「ギアチェンジ」を急ぐ。２０１１年
以降、国内外の事業環境など諸条件が大きく変動するなか、個々の事業戦略の妥当性を
見極めながら中計を見直す。電池材料などの新規事業は当初見込んでいた市場環境の変
化を織り込む。石油化学事業は構造改革を前倒し。鹿島事業所（茨城県）のエチレン１



基化にともない、ＪＸ日鉱日石エネルギーとの連携を模索する。米国のシェールガス
革命にも対応し、メチルメタクリレート（ＭＭＡ）などの北米立地も検討していく。
　「政府が何も対応策を講じてくれないなら、自分でアクションを取るしかない」（
小林喜光社長）当初計画と現状との誤差を修正する作業に着手する。年内に見直し作業
を進め、今年１２月に具体的な内容を公表する。最終年度の目標数値である売上高５兆
円、営業利益４０００億円は「修正する可能性も含めて検討する」（同）考え。

2222 石化産業　ダウンサイジング時代に突入・・エチレン余剰解消へ他留分の確保が課題石化産業　ダウンサイジング時代に突入・・エチレン余剰解消へ他留分の確保が課題石化産業　ダウンサイジング時代に突入・・エチレン余剰解消へ他留分の確保が課題石化産業　ダウンサイジング時代に突入・・エチレン余剰解消へ他留分の確保が課題
　１９９０年代から縮小均衡論がくすぶってきた日本のエチレン設備。三菱化学が鹿島
の１号機の停止を決めたことにより、いよいよ本格的なダウンサイジング時代突入の
号砲が鳴らされた。石化各社は「エチレン過剰」を調整する一方、プロピレン系以下の
得意製品に経営資源を集中し、生き残りを目指すことになる。
　日本で９０年以降に停止したエチレン設備は三井化学・岩国、三菱化学・四日市の
２基。両設備とも日本の石化産業の黎明期だった５０年代に操業を開始した第１世代の
プラント。これに対し三菱化学の鹿島１号機の操業開始は７１年・「齢（よわい）４１
と（人間でいえば）脂が乗り切っている」。働き盛りの設備を引退させてまでの縮小
均衡は、過去の設備休止とは一線を画した構造改善の始まりを意味している。
　日本の石化のダウンサイジング問題は、原油価格リンクのナフサを原料とするナフサ
クラッカーが、中東地域や北米などの安価な天然ガスを原料とするエタンクラッカーに
太刀打ちできないことが最大の要因であり、これに超円高が拍車をかけている。
　しかし、エタンクラッカーで生産されるのはエチレンだけ。この結果、ナフサクラッ
カーで生産される、エチレン、プロピレン、ブタジエンなどの基礎原料群のうち、エチ
レンだけが国際競争力を失い余剰となっている。あるべきダウンサイジングとは、非エ
チレン系製品を中心とした石化産業の構造改革となる。
　三菱化学の場合、鹿島１基停止でエチレンを大幅に縮小する一方で、不足するプロピ
レンは「容易に外から買える時代」（石塚博昭三菱化学社長）と外部調達を増やす。ブ
タジエンは水島のパイロット設備で開発中のブテンからブタジエンを生産する新技術（
ＢｔｏＢプロセス）を一気に導入し増産する考え。
　石化コンビナートを再構築し国際競争に生き残るには、単なるエチレンのダウンサ
イジングでは難しいとめられている。ただし、鹿島の決断が日本の石化産業の競争力
向上に向けた契機になることは間違いなさそうだ。

10101010 リオ＋２０成果文書・・・意見対立、解消せずリオ＋２０成果文書・・・意見対立、解消せずリオ＋２０成果文書・・・意見対立、解消せずリオ＋２０成果文書・・・意見対立、解消せず
　先進国と途上国　グリーン経済など　先進国と途上国　グリーン経済など　先進国と途上国　グリーン経済など　先進国と途上国　グリーン経済など

　ブラジル・リオデジャネイロで現地時間１３日から１５日までの３日間、リオ＋２０
（国連持続可能な開発会議）成果文書の最終交渉を行う準備委員会が開催される。
本会議開幕を２０日に控え、各国の代表がグリーン経済への移行や国連組織改革など
について詳細を詰める。ただ、主要議題をめぐる先進国と途上国の意見対立は解消され
ておらず、本会議での合意形成は予断を許さない状況。

10101010 ＶＯＣ排出削減　効率的な対策の実施を・・日化協など４団体　環境省委員会に意見ＶＯＣ排出削減　効率的な対策の実施を・・日化協など４団体　環境省委員会に意見ＶＯＣ排出削減　効率的な対策の実施を・・日化協など４団体　環境省委員会に意見ＶＯＣ排出削減　効率的な対策の実施を・・日化協など４団体　環境省委員会に意見
　日本化学工業協会など４業界団体は、環境省の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出抑制
専門委員会に、今後の委員会の進め方とＶＯＣ排出抑制対策の在り方に関する意見を
提出した。国内固定排出源からのＶＯＣ排出が大幅に削減されたにもかかわらず、光化
学オキシダント状況が改善されない状況を踏まえたもの。
　大気汚染防止法の条項に則り、より効率的な排出削減策の実施などを求めている。

10101010 環境省　１０年度ＶＯＣ排出インベントリ・・・基準年比で４４％減環境省　１０年度ＶＯＣ排出インベントリ・・・基準年比で４４％減環境省　１０年度ＶＯＣ排出インベントリ・・・基準年比で４４％減環境省　１０年度ＶＯＣ排出インベントリ・・・基準年比で４４％減
　環境省は、２０１０年度の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出量情報（インベント
リ）をまとめた。ＶＯＣ排出量は０９年度比４．０％減の７９万２１９トンと推計して
いる。基準年である００年度比では４４．２％減。自主行動計画で掲げた同３割程度の
削減目標を大きく上回っている。
　同省は３月に１０年度の暫定ＶＯＣ排出量推計値を発表。暫定値は７７万７２８１ト
ンだった。今後の排出抑制対策では新たな排出削減の数値目標は定めない方針。
規制と自主的取り組みの組み合わせによる現行制度は継続する。

　６月１４日（木）　６月１４日（木）　６月１４日（木）　６月１４日（木）
2222 昭和電工・・・大分エチレン稼働再開、ＳＭなど川下各社も順次昭和電工・・・大分エチレン稼働再開、ＳＭなど川下各社も順次昭和電工・・・大分エチレン稼働再開、ＳＭなど川下各社も順次昭和電工・・・大分エチレン稼働再開、ＳＭなど川下各社も順次

　昭和電工は１３日、大分コンビナート（大分県）内でエチレンプラントの稼働を再開
したと発表した。３月１８日に冷却工程設備で不具合が発生。約７０日間の休止を余儀
なくされた。このほど県の認可も得られたので、今月９日に原料ナフサを投入し、１３
日から通常運転を始めた。今回のトラブルによる損失は約２０億円弱になるという。
　在庫が払底していることから当面、エチレンプラントは高稼働とする計画だ。



2222 ガソリンスタンド倒産・・・１１年度は１４．３％増ガソリンスタンド倒産・・・１１年度は１４．３％増ガソリンスタンド倒産・・・１１年度は１４．３％増ガソリンスタンド倒産・・・１１年度は１４．３％増
　帝国データバンクの調べによると、２０１１年度のガソリンスタンド経営業者の倒産
件数（負債額１０００万円以上、法的整理のみ）は、前年度比１４．３％増の５６件と
なった。自動車保有台数が前年同月比で減少に転じた０７年度から高水準で推移してお
り、昨年度の休廃業・解散件数は１９０件（同７．８％減）判明。３年連続で前年度を
下回ったものの、倒産件数に比べて約４倍の発生件数が続いている。スタンドは過去５
年間で１２２８社が休廃業しており、スタンド空白地帯の増加が懸念されている。

3333 国内石化市況　調整局面に・・・ナフサ価格下落受け　国内石化市況　調整局面に・・・ナフサ価格下落受け　国内石化市況　調整局面に・・・ナフサ価格下落受け　国内石化市況　調整局面に・・・ナフサ価格下落受け　
　４－６月期　予想以上の低水準、最終決着まで曲折も　４－６月期　予想以上の低水準、最終決着まで曲折も　４－６月期　予想以上の低水準、最終決着まで曲折も　４－６月期　予想以上の低水準、最終決着まで曲折も

　国内石化市況は、７月以降に価格調整される可能性が高まってきた。７－９月期の
国産ナフサ価格が大幅に値下がりすることが確実なためだ。しかし、４－６月期の国産
ナフサ価格の見通しが思ったより低水準となりそうなことが影響し、調整幅と実施日に
ついては、すんなりと決まりそうにもない。メーカー側と需要家側との思惑が入り乱れ
最終決着までは曲折がありそうな状況となっている。

6666 アジア石油化学工業会議　ＡＰＥＣ２０１２・・・環境と経済　両立、未来に貢献アジア石油化学工業会議　ＡＰＥＣ２０１２・・・環境と経済　両立、未来に貢献アジア石油化学工業会議　ＡＰＥＣ２０１２・・・環境と経済　両立、未来に貢献アジア石油化学工業会議　ＡＰＥＣ２０１２・・・環境と経済　両立、未来に貢献
　アジア石油化学工業会議２０１２（ＡＰＥＣ２０１２）が５月１７，１８日の２日間
マレーシアのクアラルンプールで開催された。欧州経済危機の再燃により、アジアの石
化産業の構造改革が始まる中で、熱気ある会議となった。期間中、石化市場の回復の見
通しについては、不透明なままに終わった印象が強い。一方で、資源・環境の保護と
持続的な経済成長の両立が人類の課題となるなかで、石化産業がそうしたメガトレンド
に対応できる産業であるとの認識が一段と高まる会議となった。

11111111 世銀・・・日本、今年２．４％成長に上方修正　　新興国に危機対応要請も世銀・・・日本、今年２．４％成長に上方修正　　新興国に危機対応要請も世銀・・・日本、今年２．４％成長に上方修正　　新興国に危機対応要請も世銀・・・日本、今年２．４％成長に上方修正　　新興国に危機対応要請も
　世界銀行は１２日、最新の世界経済展望を発表し、中国やブラジルなど新興国を含め
た途上国の２０１２年の実質ＧＤＰ（国内総生産）伸び率は５．３％に減速するとの
見通しを明らかにした。１月の前回予想に比べて、０．１ポイントの下方修正。
　世銀は欧州債務危機で世界経済の不確実性が増す中、途上国は一段の状況悪化に備え
生産性を向上させる構造改革など経済基盤の強化を進めるべきだと提言した。
　世界全体の今年の実質ＧＤＰ伸び率は２．５％と、１月見通しを据え置く一方、日本
については東日本大震災からの復興が進んでいることを踏まえ、２．４％と０．５ポイ
ント上方修正した。
　欧州債務危機再燃で「５月１日以降、市場に不安感が広がっている」と指摘。世界的
に株式相場は７％程度下落し「４カ月間の上げ幅の３分の２が失われた」とした。
一方で、これまでのところ、経済状況は１１年第４四半期（１０－１２月期）を上回
って推移しているとの認識を示した。そのうえで、世界経済の成長の原動力となって
いる途上国については、構造改革やインフラ投資など中期的な成長戦略を取るとともに
「可能な限り、短期債務の水準を引き下げ、中立的な金融政策に戻すことで、世界経済
が急激に悪化した場合に緩和政策を行う余裕ができる」と危機対応の準備を求めた。

12 三井化学・・・ＨＡＯ－ＬＬＤＰＥ「エボリュー」　シンガポールで企業化三井化学・・・ＨＡＯ－ＬＬＤＰＥ「エボリュー」　シンガポールで企業化三井化学・・・ＨＡＯ－ＬＬＤＰＥ「エボリュー」　シンガポールで企業化三井化学・・・ＨＡＯ－ＬＬＤＰＥ「エボリュー」　シンガポールで企業化
　１５年めど３０万トン設備　近く新会社設立　１５年めど３０万トン設備　近く新会社設立　１５年めど３０万トン設備　近く新会社設立　１５年めど３０万トン設備　近く新会社設立

　三井化学は、メタロセン触媒を用いたハイヤーαオレフィン直鎖状低密度ポリエチレ
ン（ＨＡＯ－ＬＬＤＰＥ）「エボリュー」をシンガポールで企業化する。２０１５年を
めどに年３０万トン規模の設備を新設するもので、近く新会社を立ち上げ、プロジェク
ト遂行に乗り出す。メタロセンポリマーで世界３位の同社は、高機能包装材料分野など
でアジア１位に位置する「エボリュー」を軸に事業基盤を拡充するため、昨年立ち上げ
た日本に続きシンガポールに新たな生産拠点を構築。世界市場へ攻勢をかける。
　三井化学は、出光興産との合弁プライムポリマーを通じポリオレフィン事業を展開し



ている。日本では汎用の高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）設備１系列停止などを来年を
めどに進める。一方、エボリューについてはコア製品に位置付け昨年増強し３０万トン
設備を立ち上げている。為替リスクに左右されず市場に近いアジアでの新設を検討して
いた。一時はマレーシアでペトロナスが計画する石油精製・石油化学統合計画ＲＡＰＩ
Ｄへの参画も検討したが、１７年の稼働が見込まれるため、同社では早く立ち上げ、事
業拡大を急ぐ必要があると判断した。主原料エチレンは、シェルが既存ナフサクラッカ
ーの大幅増強を１４年に計画しており、調達に支障がないことも後押ししたとみられる。
　もう一方の原料のヘキセン１は、昨年から日本で３万トン設備を立ち上げている。
選択的プロセスであるエチレン三量化技術を用いており、触媒にも独自の高活性フェノ
キシイミン（Ｆ１）触媒を使用している。Ｆ１触媒は従来のクロム触媒の６００倍の
活性を示す。世界需給がひっ迫しているヘキセン１についても、シンガポールにプラン
トを設置し、エボリューのコモノマー向けに安定供給するとみられる。

　６月１５日（金）　６月１５日（金）　６月１５日（金）　６月１５日（金）
1111 三井化学・・・岩国大竹、７月稼働再開三井化学・・・岩国大竹、７月稼働再開三井化学・・・岩国大竹、７月稼働再開三井化学・・・岩国大竹、７月稼働再開

　三井化学は１４日、４月の爆発・火災事故で操業を停止していた岩国大竹工場（山口
県）を７月を目標に再稼働すると発表した。
現在、事故原因であるレゾルシンのほかサイメンやハイドロキノン、メタパラクレゾ
ール以外の各製造設備を対象に安全点検を兼ねた定期点検を実施している。安全性を
確認した後、当局の了解を経たうえで来月末までの稼働再開を目指す。
　また、これまで未定としていた２０１３年３月期の業績見通しも明らかにした。
売上高は１兆５１００億円、営業利益は３２０億円、経常利益は２９０億円、純利益は
８０億円。今回の事故が業績に与える影響は税引き前で約６０億円と算定。営業利益
段階で３０億円のほか、特別損失として復旧費用など３０億円を計上した。

2222 三菱化学・・鹿島のブタジエン増産、ＦＣＣ由来ブテン活用　ＪＸエネとの連携検討三菱化学・・鹿島のブタジエン増産、ＦＣＣ由来ブテン活用　ＪＸエネとの連携検討三菱化学・・鹿島のブタジエン増産、ＦＣＣ由来ブテン活用　ＪＸエネとの連携検討三菱化学・・鹿島のブタジエン増産、ＦＣＣ由来ブテン活用　ＪＸエネとの連携検討
　三菱化学は、鹿島事業所のエチレン設備１基化にともない、不足となるブタジエンに
ついて、石油精製設備である流動接触装置（ＦＣＣ）で生産されるブテンを原料に、同
社が開発したブテン・トウー・クルード・ブタジエン（ＢＴｃＢ）プロセスを利用して
増産したい考え。一方、プロピレンについては、外部からの調達量を増やして対応する
ほか、オレフィン・コンバージョン・ユニット（ＯＣＵ）を２号機につなぎ込むことで
増産を図る。ＦＣＣ由来のブテンを原料とするブタジエンの増産については、鹿島、水
島の両コンビナートで、それぞれ隣接するＪＸ日鉱日石エネルギーとの間で、連携につ
いての検討に入っている。

6666 ４月のプラ製品生産速報・・・再びマイナスに４月のプラ製品生産速報・・・再びマイナスに４月のプラ製品生産速報・・・再びマイナスに４月のプラ製品生産速報・・・再びマイナスに
　日本プラスチック工業連盟が経産省のデータをまとめた４月のプラスチック製品統計
速報によると、生産は前年同月比２％減の４７万６１９６トンだった。９カ月ぶりに
前年を上回った前月から一転して再びマイナスになった。

【４月の主なプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）

6666 ＭＥＫ丸善石化が出荷再開・・・国内市場への影響に注目、輸出採算からみ流動的にＭＥＫ丸善石化が出荷再開・・・国内市場への影響に注目、輸出採算からみ流動的にＭＥＫ丸善石化が出荷再開・・・国内市場への影響に注目、輸出採算からみ流動的にＭＥＫ丸善石化が出荷再開・・・国内市場への影響に注目、輸出採算からみ流動的に
　丸善石油化学がメチルエチルケトン（ＭＥＫ）の出荷を再開した。一部原料供給を受
けるコスモ石油千葉製油所の全面復旧を待って、来年度のフル稼働を目指す。最優先課
題である国内シェアの挽回は、需要家からの信頼回復が大前提。この間国内供給を支え
てきた２社にとっても、アジア最大となる年１７万トン設備を前に体力勝負の消耗戦に
陥るのは得策ではない。ただ、余剰玉が向かう海外マーケットの採算性は、震災を契機
に国内を下回る状況が続いており、失地回復を巡る今後の動静が注目される。

7777 世界的食料増産で役割ます肥料・・・国内メーカー厳しく　需要減少と原料高騰世界的食料増産で役割ます肥料・・・国内メーカー厳しく　需要減少と原料高騰世界的食料増産で役割ます肥料・・・国内メーカー厳しく　需要減少と原料高騰世界的食料増産で役割ます肥料・・・国内メーカー厳しく　需要減少と原料高騰
　昨年世界の人口は７０億人を超え、２０５０年には９０億人を超えると予測される。
国連食糧農業機関は、９０億人が生活していくためには現状よりも６～７割の食料増産

31,224 98.2

28,571 95.3
在庫 21,021 103.1

容器（中空成形）
生産 50,967 90.6
出荷

212,489
228,392

50,335 89.6
在庫

91.5
89.1
109.5

日用品・雑貨
生産 26,761 94.0
出荷

品目 区別 ４月 前年同月比

フィルム・シート
生産
出荷
在庫

203,520



が必要とされる。食料生産に不可欠な肥料は増加する世界の人口を支える農業資材であ
り、中長期的に需要は拡大していくとみられる。そうした中肥料原料であるリン酸、
カリの国際市況はリーマンショックを機に一時は下落したが、再び上昇基調に入った。
窒素質肥料の原料である原油や天然ガス価格も高止まりしている。原料価格が値上がり
する一方、国内の農業は従事者の高齢化や耕作放棄地の増加で衰退に歯止めがかからず
原料の価格の値上げも相まって肥料需要は縮小している。肥料業界では原料の安定確保
に向けた取り組み、生産体制の効率化、メーカーの合併といった再編の動きも出ている。

12121212 中東勢、インドネシア照準・・・精製・石化、相次ぎＦＳ中東勢、インドネシア照準・・・精製・石化、相次ぎＦＳ中東勢、インドネシア照準・・・精製・石化、相次ぎＦＳ中東勢、インドネシア照準・・・精製・石化、相次ぎＦＳ
　サウジアラムコ／クウエート国営石油　プラタミナと　サウジアラムコ／クウエート国営石油　プラタミナと　サウジアラムコ／クウエート国営石油　プラタミナと　サウジアラムコ／クウエート国営石油　プラタミナと

　中東の国営企業が石油精製・石油化学でアジアへの進出を加速させようとしている。
サウジアラビアの国営石油企業サウジアラムコはインドネシア・ツバンで製油所・石化
コンプレックス建設に向け、インドネシア国営石油プルタミナと共同で、事業化調査
（ＦＳ）を開始。クウエート国営石油もプルタミナと共同で、インドネシア・バロンガ
ン第２製油所・石化コンプレックスを建設するべく検討を進めている。
　中東などで現地合弁というビジネスモデルを確立しつつある中東勢は、東南アジア随
一の経済大国であり世界最大のイスラム国家であるインドネシアを照準に入れ、石油製
品だけでなく石化製品でもプレゼンス向上を図る戦略だ。


