
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　
【６月１８日（月）～６月２２日（金）】【６月１８日（月）～６月２２日（金）】【６月１８日（月）～６月２２日（金）】【６月１８日（月）～６月２２日（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）

　６月１８日（月）　６月１８日（月）　６月１８日（月）　６月１８日（月）
1111 住友化学・・・売掛回収サイト短縮　石化事業１カ月以上を目標住友化学・・・売掛回収サイト短縮　石化事業１カ月以上を目標住友化学・・・売掛回収サイト短縮　石化事業１カ月以上を目標住友化学・・・売掛回収サイト短縮　石化事業１カ月以上を目標
　財務改善へ資産効率向上　財務改善へ資産効率向上　財務改善へ資産効率向上　財務改善へ資産効率向上

　住友化学は、財務基盤強化の一環として石油化学事業部門における国内の売掛回収
サイトの短縮に踏み切る。従来から交渉を続けてきた商社に加え、９月からは直接販売
してきた顧客を加える。顧客ごとに最低１カ月以上の短縮を実現したい考え。石油化学
事業のグローバル化が進み輸入品の流入が拡大するなか、取引条件を国際基準に近づけ
ることで資産効率向上や海外での競争力強化につなげる。
　業界では先駆けとなる動きだが、世界市場での競争は激しさを増しており、他社が
追随する可能性もある。
　ポリオレフィンなどの石油化学製品は超円高の長期化を背景に、輸入品の増加が目立
っている。同社の売掛回収サイトの短縮はこの機をとらえて実施するもので、商社を経
由しない直接販売では国内初の取り組みとなる。取引の国際化が進むなかで、他の化学
メーカーも同様の検討を進めると予想される。

2222 エチレン設備稼働率・・・リーマン直後並み低水準　５月は１１％減の４９万トンエチレン設備稼働率・・・リーマン直後並み低水準　５月は１１％減の４９万トンエチレン設備稼働率・・・リーマン直後並み低水準　５月は１１％減の４９万トンエチレン設備稼働率・・・リーマン直後並み低水準　５月は１１％減の４９万トン
　国内のエチレン設備の稼働率が一段と低下している。経産省が１４日発表した５月
のエチレン生産速報によると、生産量は前年同月比１１．０％減の４９万２２００トン
で、定期修理設備を除いた稼働率は８６．１％と前月に対し０．８ポイント低下した。
前年同月の稼働率である９４．５％との比較では８．４ポイントの大幅な低下となる。

3333 東レ経営研究所・・・２０１２、１３年度経済見通し東レ経営研究所・・・２０１２、１３年度経済見通し東レ経営研究所・・・２０１２、１３年度経済見通し東レ経営研究所・・・２０１２、１３年度経済見通し
　政策効果で回復持続　０．１ポイント上方修正　政策効果で回復持続　０．１ポイント上方修正　政策効果で回復持続　０．１ポイント上方修正　政策効果で回復持続　０．１ポイント上方修正

　東レ経営研究所は、２０１２・１３年度の日本経済見通しを発表した。１２年１－３
月期のＧＤＰ２次速報を受けて改訂した。１２年１－３月期ＧＤＰが上方修正されたこ
とで、１２・１３年度とも成長率見通しを０．１ポイント上方修正した。
　政策効果によって回復が持続するものの、復興需要の減衰後は牽引役が不在になると
予測してる。１２年１－３月期の実質ＧＤＰは、エコカー補助金による個人消費の押し
上げ、復興事業の本格化による公共投資の増加により、前期比１．２％（年率４．７％）
の高成長となった。１２年度についても日本経済は景気回復が続く見通し。
　１３年度は、復興需要のピークアウトにより公共投資が前期比で減少するため年度前
半は牽引役不在となり、景気は踊り場を迎える。後半は消費税率引き上げ前の駆け込み
需要で個人消費と住宅投資が伸びを高めるとみている。
　景気の最大のリスクは、欧州危機の深刻化による海外経済の下振れと円高。ギリシャ
のユーロ離脱宣言やスペインに危機が波及した場合には世界的な株安・円高の進行と海
外景気の下振れが避けられない。欧州景気の低迷により中国の成長が鈍化し、日本の輸
出失速のリスクにも警戒する必要があるとした。

10101010 景気認識を「緩やかに持ち直し」に上方修正―日銀、金融政策の現状維持決定景気認識を「緩やかに持ち直し」に上方修正―日銀、金融政策の現状維持決定景気認識を「緩やかに持ち直し」に上方修正―日銀、金融政策の現状維持決定景気認識を「緩やかに持ち直し」に上方修正―日銀、金融政策の現状維持決定
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　日銀は１５日の金融政策決定会合で、国債などを買い入れる基金の規模を７０兆円
程度とする金融政策の現状維持を全員一致で決めた。決定後に発表した声明で、東日本
大震災の復興需要に支えられた堅調な内需を背景に、景気は「緩やかに持ち直しつつあ
る」と指摘。従来の「横ばい圏内」との表現を削り、景気認識を上方修正した。
　日銀は、政策金利を０～０．１％とする事実上のゼロ金利政策の継続も決めた。

　６月１９日（火）　６月１９日（火）　６月１９日（火）　６月１９日（火）
1111 石化産業　世界の潮流・・海外で勝負～日本企業の選択　明確な戦略、強みを最大化石化産業　世界の潮流・・海外で勝負～日本企業の選択　明確な戦略、強みを最大化石化産業　世界の潮流・・海外で勝負～日本企業の選択　明確な戦略、強みを最大化石化産業　世界の潮流・・海外で勝負～日本企業の選択　明確な戦略、強みを最大化

　円高やエネルギーのコスト高など構造問題に翻弄され、縮小均衡ムードが色濃い国内
の石油化学産業。しかし、世界に目を転じれば石化は成長産業。中国、東南アジア、中
東では新増設計画が絶えない。シェールガスの台頭を契機に北米でも石化産業が復権し
ようとしている。こうえいた海外の動きは日本企業にどのような影響をもたらすのか。
最近の動向に迫った。
　日本では石化部門の営業利益が２０１０年度、１１年度の合計で１０００億円を超え
た企業が２社ある。三菱ケミカルホールデイングスと旭化成ケミカルズだ。旭化成ケミ
カルズは苦しむ他社をしり目に１１年度は４４５億円の営業利益をたたき出し、営業利
益率６．５％を確保した。同社の主力事業はアクリロニトリル（ＡＮ）と溶液重合スチ
レン・ブタジエンゴム（Ｓ－ＳＢＲ）。世界シュエ１位に迫るＡＮはタイ、韓国で矢継
ぎ早やの新増設を進めており、サウジアラビアの新拠点もサウジ基礎産業公社（ＳＡＢ
ＩＣ）との合弁交渉が大詰めを迎えている。
　三菱レイヨンも世界シェア１位のメチルメタクリレート（ＭＭＡ）チェーンのグロー
バルな拡大戦略を推進中。米ルーサイトからの事業買収によりＭＭＡモノマー製造拠点
は日本、韓国、タイ、中国、台湾、シンガポール、米国、英国と８カ国に及ぶ。サウジ
アラビア計画も合弁計画の合意が秒読み段階だ。
　住友化学は５月２５日、０９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」の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。同社は日本で唯一、国外でエチレンセンターを
実質的に運営している化学企業だ。まさに石化海外展開の王道を歩んでいる。
　三菱化学もサウジアラビアの石化企業イースタンペトロケミカル（ＳＨＡＲＱ）の主
要株主として三菱商事とともに名を連ねている。「サウジアラビアの原料はシェールガ
スよりさらに安い。一段の関係強化も検討する」という。原料の優位性を生かした展開
では、信越化学の子会社で世界最大の塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）メーカーのシンテック
も外せない。金川千尋会長が育て上げた同社は、北米の安価な原料と巨大市場ベースに
汎用製品であるＰＶＣで高い収益力を誇っている。
　これから見えてくるのは技術、市場、原料の３大要素のうち、少なくとも２つが揃え
ば石化製品も世界で戦えるという事実だ。原料から一貫で石化製品全体を生産する企業、
あるいは得意製品に資源を集中する企業など方向性はそれぞれだが、各社は戦略を明確
に定め強みを最大限に生かすことで世界市場で戦おうとしている。

2222 石化ダウンサイジング・・必要留分確保に新技術石化ダウンサイジング・・必要留分確保に新技術石化ダウンサイジング・・必要留分確保に新技術石化ダウンサイジング・・必要留分確保に新技術
　触媒利用のプロピレン、ブタジエン製造など　　エチレン極小化体制へ　触媒利用のプロピレン、ブタジエン製造など　　エチレン極小化体制へ　触媒利用のプロピレン、ブタジエン製造など　　エチレン極小化体制へ　触媒利用のプロピレン、ブタジエン製造など　　エチレン極小化体制へ

　エチレンセンターのダウンサイジングに向け、不足するプロピレンやブタジエンなど
の留分をナフサの熱分解以外の技術で補う動きが進みそうだ。石油精製との連携による
流動接触分解装置（ＦＣＣ）の活用や、触媒を利用したプロピレンやブタジエンの製造
技術の導入が予想される。具体化すれば、日本の石化コンビナートはエチレンを主産物
としない、世界に例を見ない生産体制に生まれ変わることになる。
　三菱化学は、ブテンからクルード・ブタジエンを生産する「ＢＴｔｏＢ」技術の開発
にめどをつけ、鹿島の１号機エチレンを２０１４年に停止するタイミングで同技術を商
業化させる方針。
　旭化成は、エタンやエチレンなどからプロピレンを選択的に生産するＥ－ＦＬＥＸ技
術について、水島工場の小型商業設備において今年度内に技術確立する一方、ブタジエ
ンを生産するＢＢ－ＦＬＥＸ技術についても今後、セミコマーシャル設備を建設する考
え。
　これらの技術を有機的に組み合わせれば、ナフサ分解によるエチレン生産を極小化し
たうえで、プロピレンやブタジエンを大量に確保できる高度な石化コンビナートが実現
する。

2222 ポリ衛協・・・新会長に石塚氏ポリ衛協・・・新会長に石塚氏ポリ衛協・・・新会長に石塚氏ポリ衛協・・・新会長に石塚氏
　ポリオレフィン等衛生協議会は１８日、２０１２年度の定時総会を開催し、高橋恭平
会長（昭和電工会長）の任期満了にともなう、新会長に石塚博昭三菱化学社長を新任し
た。副会長には、山添勝彦旭化成ケミカルズ取締役専務執行役員を新任、高橋不二夫
日油取締役兼常務執行役員と和田義明キューピー取締役は再任された。
　石塚新会長は冒頭、「食品用器具や容器包装の安全について国民の意識は非常に高ま



っている。引き続き、衛生的で適切な材料使用の普及を図り、業界の発展に貢献したい」
と力を込めた。
　また、米欧中国でポジテイブリスト（業界が使用を認定している化学物質リスト）制
度が導入され、韓国や台湾でも同様の動きが進む中、「わが国も導入に向けた動きが本
格化すると予想される。諸外国からの協力要請には積極的に取り組んでいく」と抱負を
語った。

6666 ナフサ・・・ブラジル、今年も海外調達か　燃料用エタノール高騰なら・・・ナフサ・・・ブラジル、今年も海外調達か　燃料用エタノール高騰なら・・・ナフサ・・・ブラジル、今年も海外調達か　燃料用エタノール高騰なら・・・ナフサ・・・ブラジル、今年も海外調達か　燃料用エタノール高騰なら・・・
　ガソリンの需要拡大　ガソリンの需要拡大　ガソリンの需要拡大　ガソリンの需要拡大
　　ペトロブラスが今月、原油処理量で過去最高を記録したと発表した。　ペトロブラスが今月、原油処理量で過去最高を記録したと発表した。

ブラジルの石油製品輸入の削減に貢献するという。昨年は７月以降、エタノール価格の
高等から燃料需要がガソリンにシフトし、原料となるナフサへのニーズが急拡大。従来
アジアに流れていた欧州玉を大量に輸入し、国際的な需給バランスの新たな変動要因と
なった。サトウキビに大幅な増産が見込めないなか、市況の今後の動向によっては再び
ナフサの調達に走る可能性も否定できない。
　ブラジルではモータリゼーションの進展とともに燃料需要が拡大すている。バイオエ
タノールとガソリンとの比率を価格に応じ切り替えるのがブラジル流で、昨年は、原料
となるサトウキビの不作に起因するエタノール価格の高騰から、ガソリン需要が拡大。
　ブラジルサトウキビ産業協会（ＵＮＩＣＡ）では、今年度のサトウキビ生産量は前年
比３％増にとどまるとの見通しを明らかにした。エタノール生産は２１５億リットルと
同５％増を想定。ただ輸出量は１７億リットルと前年比８％減としており、昨年を上回
るタイトな需給バランスも予想される。サトウキビの増産投資は再開されているものの、
成果が表れるまでは、なお数年を要する見通し。エタノール価格は高止まりしており、
今春も欧州からのナフサ流入がみられた。４月以降、サトウキビの収穫が始まりエタノ
ール市況は落ち着いているが、原油価格はそれ以上に落ち込んだ。
　今後の原油とエタノールの価格動向によっては、再び大規模なナフサの調達におよぶ
可能性もある。

10101010 ＩＥＡ「エネルギー技術展望２０１２年版」・・気温上昇２℃以内に抑制ＩＥＡ「エネルギー技術展望２０１２年版」・・気温上昇２℃以内に抑制ＩＥＡ「エネルギー技術展望２０１２年版」・・気温上昇２℃以内に抑制ＩＥＡ「エネルギー技術展望２０１２年版」・・気温上昇２℃以内に抑制
　再生可能エネ分野への投資、５０年までに３６兆ドル必要　再生可能エネ分野への投資、５０年までに３６兆ドル必要　再生可能エネ分野への投資、５０年までに３６兆ドル必要　再生可能エネ分野への投資、５０年までに３６兆ドル必要
　ＣＯ２回収・貯留技術が不可欠　ＣＯ２回収・貯留技術が不可欠　ＣＯ２回収・貯留技術が不可欠　ＣＯ２回収・貯留技術が不可欠
　　　　 　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は、このほど発表した「エネルギー技術展望（ＦＴＰ

）」２０１２年版で、地球の気温上昇を長期的に２℃以内に抑制するためには、５０年
までに新エネルギーや再生可能エネルギー分野に３６兆ドル（約２８５０兆円）以上の
資金を投じる必要があるとの見通しを示した。再生可能エネの拡大には、エネルギーシ
ステムの統合と最適化を促す政策が重要と指摘。また産業セクターのＣＯ２排出削減に
は、ＣＯ２回収・貯留技術の大規模実用化が不可欠としている。
　ＥＴＰ２０１２年度版は、長期的な気温上昇を２℃以内に抑制する「２℃シナリオ（
２ＤＳ）」を提示。このシナリオを実現するために必要な技術革新や政策手段について
論じている。
　２ＤＳでは、５０年にかけて世界の総発電量に占める再生可能エネルギーの割合が
現在の１９％から５７％に増えると想定する。実現のために必要な総投資額は莫大だが、
ＩＥＡは投資１ドル当たり３ドルの省エネ効果を生み出せると試算。
　また、再生可能エネルギーの普及やエネルギーソースの分散には、様々な関連技術を
統合し、システム全体を効率的に運用することが重要と指摘。政策担当者にとっては、
発電から送電、電力使用にいたるシステム全体の最適化を促す政策こそが今後１０年で
最も重要になるとしている。
　化石燃料に関しては、石炭の高効率利用技術に言及。５０年までにＣＯ２排出量を
半減して２ＤＳを実現するためには、世界の石炭需要を０９年実績比４５％削減する
必要がある。しかし、近年は世界的に石炭火力発電所が増加しているため、石炭火力の
高効率化を求めている。

10101010 経産省が詳細決定・・・再生可能エネ固定買取制度、家庭の負担、月８７円経産省が詳細決定・・・再生可能エネ固定買取制度、家庭の負担、月８７円経産省が詳細決定・・・再生可能エネ固定買取制度、家庭の負担、月８７円経産省が詳細決定・・・再生可能エネ固定買取制度、家庭の負担、月８７円
　経産省は１８日、７月１日から始まる再生可能エネルギーの固定価格買取制度につい
て、詳細を決めた。電力会社が買い取り原資とする家庭・企業の負担分は、一般的な家
庭（電気料金が月７０００円）で全国平均月８７円。現行の余剰電力買取制度に基づく
太陽光発電促進付加金も同時に支払うため、地域によって７５円～１１１円と幅が生じ
る。再生エネルギーの買い取り価格と期間も正式に決定した。調達価格委員会の意見書
通り、１キロワット時当たり太陽光（１０キロワット以上）は２３．１円、地熱（１．
５万キロワット以上）は２７．３円・買い取り期間は、太陽光と風力は２０年、地熱は
１５年。

　６月２０日（水）　６月２０日（水）　６月２０日（水）　６月２０日（水）



1111 石化産業　世界の潮流・・ナフサクラッカー新設の勝算、原料「ライト化」でニーズ石化産業　世界の潮流・・ナフサクラッカー新設の勝算、原料「ライト化」でニーズ石化産業　世界の潮流・・ナフサクラッカー新設の勝算、原料「ライト化」でニーズ石化産業　世界の潮流・・ナフサクラッカー新設の勝算、原料「ライト化」でニーズ
　カギ握るブタジエン　カギ握るブタジエン　カギ握るブタジエン　カギ握るブタジエン

　「ブタジエンをいかに確保するかが最も重要だ」。溶液重合スチレンブタジエンゴム
（Ｓ－ＳＢＲ）製造設備の新設をシンガポールで進める旭化成の藤原健嗣社長、マレー
シアやタイでブタジエンゴム（ＢＲ）新増設を計画する宇部興産の竹下道夫社長は、そ
れぞれ同じ言葉を口にしている。
　世界の供給量の９９％をナフサクラッカーに依存するブタジエン。中東のガスクラッ
カーや米国のシェールガス革命を背景とするライトフィード化のなか、エチレンなどに
比べて相対的に供給減少が進むことになる。合成ゴムメーカーの最大の悩みの１つであ
る。一方、日本の石化メーカーは２重の危機感を募らせている。超円高の逆風下で輸出
をしていては競争に負けるだけなく、ナフサクラッカーの統廃合が進む日本ではそもそ
も原料確保さえ危うい。そうした懸念が海外投資へと突き動かす。その受け皿になりそ
うなのが東南アジアのナフサクラッカー計画だ。

　東南アジアで目白押し　ナフサクラッカーに勝算はあるのか　東南アジアで目白押し　ナフサクラッカーに勝算はあるのか　東南アジアで目白押し　ナフサクラッカーに勝算はあるのか　東南アジアで目白押し　ナフサクラッカーに勝算はあるのか
　ライトフィード化の潮流の中での差別化がある。シンガポールのシェルケミカルズ、
マレーシアのタイタン・ケミカルズ、マレーシア・ペトロナスのＲＡＰＩＤ計画、タイ
のＰＴＴグループ、インドネシアのチャンドラアスリ・ペトロケミカルなどだ。差別化
の最大の目玉の１つがＣ４留分だ。
「２０１６年にはアジアで計画される石化製品の供給能力を需要が上回る」。今後増加
する中間層が牽引するアジア市場の拡大に期待は膨らむ。そうしたなか、ペトロナスは
これまでと同じようなガスクラッカーではなく、同社初となるナフサクラッカーの建設
を決めた。石油精製と一体化したＲＡＰＩＤ計画だ。

　付加価値を高める　付加価値を高める　付加価値を高める　付加価値を高める
　ガソリン車が主流のマレーシアでは石油精製能力が不足している。しかし、「石油
精製能力だけでは収益確保が難しい」という現実がある。ペトロナスはナフサクラッカ
ーを軸とする石化コンプレックスでプロジェクト全体の付加価値を高め、かつ世界の
ライトフィード化の流れのなかで差別化を図る戦略だ。

2222 ＥＶＡ、稼働率上昇基調・・・太陽電池向けが復調気配　本格回復には時間ＥＶＡ、稼働率上昇基調・・・太陽電池向けが復調気配　本格回復には時間ＥＶＡ、稼働率上昇基調・・・太陽電池向けが復調気配　本格回復には時間ＥＶＡ、稼働率上昇基調・・・太陽電池向けが復調気配　本格回復には時間
　エチレン・酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）は、ここにきて稼働率が上昇している。
昨秋以降、太陽電池封止材シート向けの需要減退により稼働率が大幅に低下していたが、
今年に入り同用途がジワジワと回復していることや、その他用途での拡販も稼働率を支
えているようだ。三井デユポンポリケミカルの千葉工場がフル稼働となっているほか、
住友化学の千葉工場の稼働率が上昇、シンガポール拠点（ＴＰＣ）はフル稼働に達した。
ただ、ＥＶＡメーカーによっては「回復の実感がない」としており、本格回復にはなお
時間がかかりそうだ。

2222 ＯＰＥＣ総会公式声明・・・生産上限３０００万バレル／日　遵守　ＯＰＥＣ総会公式声明・・・生産上限３０００万バレル／日　遵守　ＯＰＥＣ総会公式声明・・・生産上限３０００万バレル／日　遵守　ＯＰＥＣ総会公式声明・・・生産上限３０００万バレル／日　遵守　
　石連まとめ、下期も需給は弱含み　石連まとめ、下期も需給は弱含み　石連まとめ、下期も需給は弱含み　石連まとめ、下期も需給は弱含み

石油連盟はこのほど、オーストリア・ウイーンで開催された第１６１回石油輸出国機構
（ＯＰＥＣ）定例総会の公式声明をまとめた。総会は多国間環境問題に関する最近の動
向やＥＵとＯＰＥＣのエネルギー対話の現状、２０１０年３月のカンクン宣言で定めら
れた分野における各機関の協力の進捗などについて意見交換がなされた。
　近年の石油市場の状況、需給予測や２０１２年下期の展望についても確認。年初に見
られた価格変動は需給ファンダメンタルズの結果というより、地政学的緊張と商品市場
における投機的な思惑が影響したと指摘。さらにユーロ圏の債務問題等世界経済の回復
課題が、市場における十分な原油供給の存在と相まって、ここ２カ月の石油価格の下落
につながったとした。
　今年の世界の石油需要はわずかな増加が想定されるが、非ＯＰＥＣ諸国からの供給に
よってほぼ相殺されると予想。また、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）諸国の適切な在庫
水準は１２年第１四半期における季節はずれの在庫増加と、この増加が年を通じて続く
との見込みの表れとした。非ＯＰＥＣ諸国の在庫も増加しており、１２年下期は需要期
にもかかわらず、ファンダメンタルズのさらなる弱まりが見込まれる。
　この観点から加盟国が日量３０００万バレルの生産上限を遵守すべきであると決定。
次回の定例総会は１２月１２日にウイーンで開催することが決定した。

3333 凸版印刷・・・充填速度３倍に、ロータリー充填機開発、食品向けなど展開凸版印刷・・・充填速度３倍に、ロータリー充填機開発、食品向けなど展開凸版印刷・・・充填速度３倍に、ロータリー充填機開発、食品向けなど展開凸版印刷・・・充填速度３倍に、ロータリー充填機開発、食品向けなど展開
　凸版印刷は１９日、１８リットル缶と、バッグインボックスへの充填を１台で可能に
した。国内で初めてのハイブリッド型高速ロータリー充填機「ＲＦ充填機」を開発、
６月下旬から販売を開始すると発表した。内袋を仮容器にセットした状態で充填できる
仕組みを開発、これによって充填速度を従来の３倍に高めたのが特徴。業務用調味料を
中心に食品、トイレタリー、工業製品業界などに展開。２０１５年度に同製品と関連受
注を含め１５億円の売上げを目指す。



6666 ボトル用ＰＥＴ樹・・１１年内需、２．９％マイナス　生産本数２％増も軽量化で減ボトル用ＰＥＴ樹・・１１年内需、２．９％マイナス　生産本数２％増も軽量化で減ボトル用ＰＥＴ樹・・１１年内需、２．９％マイナス　生産本数２％増も軽量化で減ボトル用ＰＥＴ樹・・１１年内需、２．９％マイナス　生産本数２％増も軽量化で減
　２０１１年のボトル用ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）樹脂内需は前年実績を
２．９％下回った。ボトル用ＰＥＴ樹脂需要の８～９割を占める飲料用ＰＥＴボトルの
生産本数は、前年より２％前後増加したとみられるが、数年前から進行するボトルの
軽量化が大きく影響し、樹脂使用量は減少した。円高の影響で輸入玉も増加基調を続け
ており、足元は内需の５割近くが輸入品に移行しているとみられる。

　６月２１日（木）　６月２１日（木）　６月２１日（木）　６月２１日（木）
1111 石化産業　世界の潮流　シェールガス、「革命」の波広がる石化産業　世界の潮流　シェールガス、「革命」の波広がる石化産業　世界の潮流　シェールガス、「革命」の波広がる石化産業　世界の潮流　シェールガス、「革命」の波広がる
　原料求め日本企業も動く　原料求め日本企業も動く　原料求め日本企業も動く　原料求め日本企業も動く

　世界のセナルギーバランスを根底から覆す「シェールガス革命」が、石油化学産業
にも革命的な影響を与え出した。米国で大型の新増設計画が続々と打ち出されており、
米国の石化産業は「復権」から「拡大」へと突入、世界競争激化の新たな要因になろう
としている。

　石油に比べ１／７　石油に比べ１／７　石油に比べ１／７　石油に比べ１／７
　シェールガスの開発拡大は、米国のガス市況の低下という形で石化の競争力向上に
つながっている。足元の天然ガス市況は１００万ＢＴＵ当たり約２ドル。ＢＴＵ換算で
原油価格と対比すると２００５年までは天然ガス価格の方が高いケースがみられたが、
１０年以降は同約１０ドル以上の差がつくことが当たり前となり、年々その価格差が
拡大している。現状の価格水準は石油の７分の１程度で推移している。米国クラッカー
のエタン使用比率は６割以上に達しているといわれる。

　２０年までに８００万トン　２０年までに８００万トン　２０年までに８００万トン　２０年までに８００万トン
　シェールガス・オイルそのものを原料として使う大型石化計画は、１７年までにエチ
レンベースで６００万トン、２０年までに８００万トンともいわれ、ダウやフォルモサ
はプロパン脱水素法プロピレン（ＰＤＨ）計画も打ち出している。米国石化産業の拡大
がフィード付きで進むとき、世界市場への影響はどうか。
　クラレがポリビニルアルコール（ＰＶＡ）で米国に進出するのは原料コストを意識し
たもの。三井化学は特殊ポリエチレン（ＰＥ）、三菱レイヨンはメチルメタクリレート
（ＭＭＡ）の新設を構想し始めている。日本触媒はアクリルチェーンの現地生産拡大を
検討しているようだ。総合商社も自社で権益を保有するガス・油田とこれらメーカーと
を結び付け新ビジネスを創出しようと虎視眈々と狙っている。
　シェールガス台頭以前と以後では、化学メーカーのとる戦略は違ったものとなってき
た。

2222 原油価格　１１年平均、初の１００ドル超え、英ＢＰ、世界エネ統計まとめ原油価格　１１年平均、初の１００ドル超え、英ＢＰ、世界エネ統計まとめ原油価格　１１年平均、初の１００ドル超え、英ＢＰ、世界エネ統計まとめ原油価格　１１年平均、初の１００ドル超え、英ＢＰ、世界エネ統計まとめ
　「アラブの春」、原発事故が影響　「アラブの春」、原発事故が影響　「アラブの春」、原発事故が影響　「アラブの春」、原発事故が影響

　英石油大手ＢＰはこのほど、２０１１年の世界エネルギー統計「ＢＰＳｔａｔｉｓ
ｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｗｏｒｌｄ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｊｕｎｅ２０１２」を
まとめた。１１年のエネルギーを巡る動向については、「アラブの春」と呼ばれる中東
の民主化運動や日本の福島原発の事故が、原油やガスの供給、そして原子力をはじめ
としたエネルギー資源に多大な影響を与えたと言及。これらの要因がエネルギー価格を
上昇させたとし、年間平均価格が史上初じめて１バレルあたり１００ドルを超えるもの
となったとした。

　新興国シェア拡大　新興国シェア拡大　新興国シェア拡大　新興国シェア拡大
　昨年の世界のエネルギー消費量は２．５％増加し、新興国はそのシェアを拡大させて
いると指摘。１１年は経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟３４カ国のエネルギー需要が
約０．８％縮小した一方、新興国は５．３％の増加が見られた。また、消費量の増加分



の７１％を中国が占めている。
　化石燃料は市場シェアの８７％と依然独占的地位にある。他方、再生可能エネルギー
源は増加しているものの、まだ全体の２％程度に過ぎない。石油はエネルギー利用の
３３．１％を占め、その比率は１２年連続で縮小している。

　天然ガスは低水準　天然ガスは低水準　天然ガスは低水準　天然ガスは低水準
　天然ガスについてｊは消費量が２．２％増と、シェールガス革命に沸く北米を除く
全ての地域で平年以下の水準となり、ＥＵ（欧州連合）は経済の低成長により９．９％
減と下げ幅は過去最高となった。生産量は世界で３．１％増。米国が７．７％増加を
記録し、世界最大の生産国となっている。
　天然ガスの取引については４％増。１０．１％増加した液化天然ガス（ＬＮＧ）に
よって牽引され、ＬＮＧ増加分の８７．７％はカタールが占めている。

　原発が大幅に縮小　原発が大幅に縮小　原発が大幅に縮小　原発が大幅に縮小
　その他エネルギーでは、原子力発電が４．３％減となり、日本（４４．３％減）や
ドイツ（２３．２％減）の減少に引っ張られル格好で、過去最高の下げ幅を記録した。
水力発電は１．６％増と２００３年以来の低成長・米国では２４．０＆増加した。
再生可能エネルギーは発電用が１７．７％増で、風力（２５．８％）が牽引役を担って
いる。太陽光発電は８６．３％増加した。

2222 プライムポリマー・・ＰＰ、市原で１系列停止、収益力強化へ１３年６月に９万トンプライムポリマー・・ＰＰ、市原で１系列停止、収益力強化へ１３年６月に９万トンプライムポリマー・・ＰＰ、市原で１系列停止、収益力強化へ１３年６月に９万トンプライムポリマー・・ＰＰ、市原で１系列停止、収益力強化へ１３年６月に９万トン
　ポリプロピレン（ＰＰ）の生産能力削減が一段と進展する。最大手のプライムポリマ
ーは２０日、需要の低迷を受けた事業の抜本的な構造改善の一環として、市原工場（千
葉県市原市）のＰＰ製造設備１系列年産９万トンを２０１３年６月に停止すると発表し
た。同社はＰＰコンパウンド（自動車材）など、ＰＰの戦略事業についてはグローバル
に拡大戦略を推進する一方、国内のＰＰ事業については余剰能力の整理といったコスト
削減を図り、収益力を強化していく。

10 リオ＋２０成果文書案・・・持続可能な開発目標、中身は先送りリオ＋２０成果文書案・・・持続可能な開発目標、中身は先送りリオ＋２０成果文書案・・・持続可能な開発目標、中身は先送りリオ＋２０成果文書案・・・持続可能な開発目標、中身は先送り
　２０日（日本時間同日午後）からブラジル・リオデジャネイロで開幕した「国連持続
可能な開発会議」（リオ＋２０）で採択される成果文書が１９日までに固まった。２０
１５年以降を見据えた「持続可能な開発目標」の創設などが柱。事前交渉で議長国ブラ
ジルが示した議長案をベースに各国が暫定合意した。
　焦点の環境保全と経済成長を両立させる「グリーン経済」への移行については、先進
国と新興・途上国との溝が埋まらず、ブラジルが交渉を打ち切る形で決着。
　全体的に抽象的記述が目立ち、実効性に乏しい内容。創設で合意した持続可能な開発
目標は、数値や項目など中身については先送りし、今秋に新設する作業部会で具体的な
検討に入る。

　６月２２日（金）　６月２２日（金）　６月２２日（金）　６月２２日（金）
1111 石化産業　世界の潮流　国内エチレン５００万トン時代到来か石化産業　世界の潮流　国内エチレン５００万トン時代到来か石化産業　世界の潮流　国内エチレン５００万トン時代到来か石化産業　世界の潮流　国内エチレン５００万トン時代到来か
　ダウンサイジング本格化　ダウンサイジング本格化　ダウンサイジング本格化　ダウンサイジング本格化

　エチレン５００万トン時代に備えた国内石油化学のダウンサイジングが風雲急を告げ
ている。三菱化学の鹿島事業所（茨城県）のエチレン１号機停止発表で本格的な能力
削減がいよいよ始まった。ダウンサイジングは石化産業の衰退を助長するのか、あるい
は再生に向けた一歩なのか今後の展開に注目が集まる。
　超円高、原油高、シェールガス革命などの構造変化により、輸出競争力を回復するの
は難しいとみられている。これまで生産を支えてきた中国向け輸出が復活するとは考え
ていない。ピークの２００７年のエチレン生産量は７７４万トン。これが５００万トン
に減るなら２５０万トン以上の設備が過剰となる。国内で平均的年産５０万トン設備
なら５基分が不要となるため、ダウンサイジングは待ったなしの大命題となる。



　しかし、雇用確保や地元経済への影響などから簡単に決断できる選択ではない。
とくにエチレン設備が１基しかない単独拠点では難しい。また、ダウンサイジングは
圧縮機の能力縮小や分解炉の部分停止などにより、エチレン設備の実質的な生産能力を
絞り込む方策が現実的な選択とみられている。ただ、装置産業における規模縮小は
本質的にコストアップにつながる。部分最適の積み上げによる帳尻合わせでは競争力
向上に限界がある。
　９０年代には各社が共同で世界規模のエチレン設備を新設し、既存設備を廃棄する
業界再編が理想論として語られていた。しかし、もはや国内で巨額の投資を検討する
機運はなく、実施しても投資回収のめどはたたない。
　ただし、、地域内での企業連携をともなうダウンサイジングが再編を引き起こし、
産業再生の糸口を見つけ出す可能性は否定できない。その波及効果がどの程度となるか
は、各社の１つひとつの決断にかかっているといえよう。

1111 プライムポリマー・・アジア現地生産検討、医療・情報・電子　高機能分野に照準プライムポリマー・・アジア現地生産検討、医療・情報・電子　高機能分野に照準プライムポリマー・・アジア現地生産検討、医療・情報・電子　高機能分野に照準プライムポリマー・・アジア現地生産検討、医療・情報・電子　高機能分野に照準
　自動車材拠点への供給も　自動車材拠点への供給も　自動車材拠点への供給も　自動車材拠点への供給も

　プライムポリマー（三井化学６５％、出光興産３５％）は、ポリプロピレン（ＰＰ）
でアジア生産拠点設置の検討に入る。アジアで拡大が見込まれる食品包装、医療、情報
電子など高機能分野、特殊品分野をターゲットに、まずは輸出ベースでマーケテイング
に力を入れる。ＰＰ自動車材料（コンパウンド）拠点への原料供給拠点としての活用も
勘案しながら投資計画を立案していく。国内では余剰設備の停止など構造改善による
収益力アップを図る一方、需要が拡大する海外では成長戦略を加速する。


