
化学工業日報抄録　
【１２月２１日（月）～１２月２８日（月）】

　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。
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　１２月２１日（月）
1 米化学品生産、成長続く・・・投資旺盛、１８年に５．３％　売上高１兆ドル突破

　２０２０年までの米国における化学品生産は国内総生産（ＤＧＰ）の成長率を上回る
ペースで伸びることが、米国化学工業協会（ＡＣＣ）がまとめたレポートで明らかにな
った。大型の投資プロジェクトが具体化する１７年以降、成長が一段と加速する。
これによって２０年までに米国の化学産業の売上高は１兆ドルを突破すると見込んでい
る。

【米国に化学品生産の成長率】資料：米国化学工業協会（ＡＣＣ）２０２０年予測）
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3 中国石化と露ロスネフチ、東シベリアで石化計画・・・天然ガス、エチレン軸に
　中国とロシアは、エネルギーや化学分野での連携に拍車をかける。中国石化（ＳＩＮＯ
ＰＥＣ）とロシアの国営石油企業ロスネフチが、東シベリアで天然ガス及び石油化学プロ
ジェクトを共同で推進することで基本合意し、両社首脳が覚書を交わした。
　クラスノヤルス地方とイルクーツク州で天然ガス年産１００億立方メートル、エチレン
３００万㌧を軸にしたコンプレックスの構築を視野に入れる。また、中国石化は先週まで
にロシアの石油化学大手シブールの株式１０％を取得した。両社は今秋、中国石化が資本
参加する計画に合意していた。

12 木村石連会長会見・・・油価、底値探る展開続く、反転のタイミング注視
　石油連盟の木村康会長は１８日、今年最後の記者会見を開いた。ドバイ原油の１年の
推移を振り返り、足元１バレル当たり３０ドル台前半と底迷する価格については「当面は
底値を探る状況が続くだろう」と見通した。しかし、現状が消費国、産油国双方にとって
持続可能な均衡点とは思えないとし、「今の価格はあまりに低すぎる。山高ければ谷深し
谷深かれば山高し。将来反転するタイミングを注意深く見守る必要がある」との考えを示
した。
　また、ＣＯＰ２１については温暖化対策の新たな枠組みがすべての主要国が参加する形
で合意されたことを評価し、「石連も低炭素社会の実行計画を着実に実施していきたい」
と述べた。
　１６年の業界見通しについては１５年に再編が加速したことにかけ、「よい年にならな
いはずがない。一段違うレベル、質で事業を展開し、明るい年にしていきたい」と期待を
込めた。

　１２月２２日（火）
2 タイＰＴＴ　東南アジア製油所計画　１７年に決定延期・・立地変更、提携先決まらず
　米シェール石化は続行

　タイ国営石油ＰＴＴは、東南アジアで計画する製油所計画の最終決定を２０１７年に
延期する。インドネシアでは国営石油プルタミナと共同で石油化学コンプレックス及び
製油所の計画を進めていたが、立地変更を余儀なくされている。ベトナムでは現地パート
ナーが決まらず１年半近く待っている。この間、原油価格の下落など事業環境が大きく
変化しており、最終意思決定を２０１７年まで引き延ばす。一方、シェールガスを用いた
米国での石化計画は予定通り進める意向だ。
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　米国でＰＴＴグローバルケミカル（ＰＴＴＧＣ）が丸紅などと計画する石化計画は、
エタンクラッカーオを軸にＰＥ等を生産するもので、当初予定通り来年中に最終意思決定
し、２０年をめどに立ち上げる方向で詳細を詰めている。

12 社説・・・国内石油各社のアジア展開に期待
　ここにきて日本国内で石油業界の再編が加速しているが、同時に、当該各社で海外事業
の拡大策が本格化している。１１月に昭和シェル石油との統合で基本合意した出光興産は、
ベトナムでの製油所建設が大詰め。東燃ゼネラル石油との統合に踏み出すＪＸホールデイ
ングスが、インドネシアで製油所改修プロジェクトに参画するとともに、ベトナムでも現
地パートナーヘの出資っを通じた計画を検討中だ。
　出光興産のほかに三井化学、クウェート国際石油、ペトロベトナムが出資するニソン製
油所プロジェクトは、出光の中野和久相談役が人事部長だった２０００年代初頭、懇意に
していたペトロベトナム総裁から打診されたのがきっかけ。１７年夏の稼働を視野に入れ
るところまで漕ぎ着けた。
　ＪＸホールデイングスも国内での石油精製事業の強化と並行し、東南アジアで複数の製
油所プロジェクトを手掛けていく意向だ。国内では課題だった根岸製油所の縮小に着手で
きるだろう。一方、東南アジアで製油所計画への参加を目論む。
　新興国では国営企業の改革が叫ばれて久しいが、遅々として進まなかった。しかし、
ＴＰＰが広がれば、石油を含む国営企業の改革が、ようやく進むと期待される。
日本の石油各社は、効率経営へ生まれ変わる国営石油会社とともに、新しい時代を切り
拓いてほしい。

　１２月２４日（木）
1 進化へ“新陳代謝”必要・・・日化協　小林会長、来年も好調持続

　日化協の小林喜光会長は２２日の定例記者会見で、日本の化学産業の課題について
「将来の発展に向けてさらなる進化を遂げるべく、企業内および企業間で新陳代謝を促進
することが焦眉の急ではないか」と語った。
　原油安・円安によって日本の化学産業は競争力を回復し、２０１５年度の営業利益は
過去最高を見込む企業が相次ぐ。小林会長は「石油化学分野の収益回復が進み、付加価値
の高い機能商品も着実に儲けている。来年も好調は続くだろう」と見通した。
　そのうえで「ダウ・デユポンの合併等、海外企業は国際競争力のさらなる強化に向けて
ドラステイックな対応をとっている」と話し、「日本企業も今の好業績に満足していては
いけない」と大胆な成長戦略の必要性を指摘した。

2 単一生産基地、市場形成へ・・・ASEAN経済共同体、３１日発足
　東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟１０カ国で構成する経済共同体（ＡＥＣ）が
３１日発足する。域内のモノ・サービスや熟練労働者の移動を自由化し、人口６億２０
００万人を抱える単一の生産基地、消費市場の形成を目指す。一方で、ＡＥＣの進める
自由化が加盟国間の格差をさらに拡大させるとして「各論反対」の動きも出始めている。
　中国やインドの圧倒的な求心力を前に、ＡＳＥＡＮは経済共同体をてこに「世界の成長
センター」の地位を維持できるのか。
　ＡＥＣ事務局によると、ＡＥＣの発足で域内関税の撤廃率は今年１月末で９６％に達し、
２０１８年にはすべて撤廃される計画だ。しかし、関税はゼロになっても、物流に関わる
慣行や事務手続きが合理化される保証はない。ＡＳＥＡＮが目指す単一の生産基地、消費
市場形成への道のりは遠い。

7 原油価格・・・１６年は４６～５０ドル、シェール等下押し要因も
　２０１６年の国際原油価格（通年平均）はブレントで１バレル当たり５０ドル、ドバイ
で４８ドル、ＷＴＩで４６ドル程度が見込まれる。当面は供給過剰状態や高い在庫率が下
値に試す展開が続くが、年後半にかけて供給超過が徐々に解消され、価格が上向いていく
見込み。一方、ＯＰＥＣによる過度の増産や中国をはじめとする新興国需要の低迷に加え、
米国におけるシェールオイル生産が低油価に対し想定以上に耐性を発揮した場合は、更に
１０ドル程度低くなる可能性もある。
　非ＯＰＥＣ諸国の生産量は、１５年は１０８万バレル/日の増加になるが、１６年は
３６万バレル/日の減少となる見込み。最大の要因は米国で、今後も１バレル当たり５０
ドル以下の価格水準が続けば生産量は減少傾向を継ぐ。反面、掘削済みだが生産を始めて
いないシェールオイルが多く、同オイル開発の効率化も進展していることから、６０ドル
を上回れば再び米国の生産は増加に転じる可能性が高いとした。
　また、低油価に伴う供給過剰状態は徐々に解消に向かうとしながらも、ＯＰＥＣによる
過度の増産が進んだ場合、需給調整の進展を遅延させる。さらにイラクやサウジアラビア
ではアジアに加え、欧州への輸出拡大を図っているほか、イランの増産も見込まれ、ＯＰ
ＥＣ諸国間のシェア争いは一層激化するとした。１６年以降は緩やかながらも上げ基調で
推移し、２０年には７０～７５ドル程度になると見込んだ。



10 萩原工業、新中計・・戦略品の販売強化、マーケテイングや製造プロセスの体制再構築
　萩原工業は、新３カ年計画を策定した。戦略製品の販売強化と市場開拓、海外売上の
拡大を目指す。ものづくりプロセスの再構築及び新技術融合を基本戦略に事業規模の拡大
を目指す。最終年度の２０１８年１０月期に連結ベースで売上高を１５年度実績比１９．
８％増の２７０億円、経常利益を同１７．１％増の２８億円に引き上げる計画。

12 ＮＵＣ　１６年は攻める年に・佐藤啓喜　社長に聞く・・・次世代品で技術力に自信
　ＮＵＣが東燃ゼネラルグループの一員となって２年半。ダウ・ケミカルのグローバル
戦略から独立し、自前の商流、研究開発体制を整える等独自路線を切り開いてきた。
今期は次代の収益の柱たる新製品の上市にもこぎつけた。中計の最終年に当たる１６年
は攻めに打って出る年にできるか。
■・・・中計は２年目を終えようとしています。
「中計ではビジネス基盤の強化、各種設備の信頼性向上を目標に掲げ、必要があれば適切
な投資も施してきた。振り返って、ビジネス面で１番大きかったのはダウ・ケミカルの
アメリカ流の営業から立ち戻り、日本のお客様との関係を一から再構築できたこと。
また、昨秋には上海に事務所を設け、自前の輸出網も整備できた。計画は概ね想定通りに
進んできたのではないか」
■・・・今夏に期待の高圧電線グレードも上市しました。
「この１年間で最も大きな成果と呼べるのが新製品の開発を成功させたこと。ＰＥの電線
材料事業に注力してきたが、今後の柱となる新グレードを複数、それも自分たちの技術力
で生み出せたことの意義は図り知れない。ダウの傘下にあった頃は研究開発をダウ側に
委託し、テーマ選定もダウのグローバルストラテジーの中で決まっていた。独立以降は、
出向者も含めて研究開発組織がＮＵＣに戻り、テーマも一から見直した。つまり、今回の
開発は単に新製品を１つラインアップに加えたこと以上に、市場ニーズに応えられる性能
を持った製品を、自らの力で開発できることを実証できたわけだ」
■・・・１６年は中計最終年となります。
「１６年は、道筋ができ、走りはじめたこの高圧電線材の拡販に何よりも努めたい。
もちろん、新グレードの開発やエチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）等の新規用途
も模索していく。この２年半で採った施策の効果も具体的に表れ始めており、新年は攻め
る年にしていきたい」

　１２月２５日（金）
3 プラ循環協・・・廃プラ有効利用率８３％　１４年ＣＯ２削減効果１２０万㌧向上

　プラスチック循環利用協会は、プラスチック製品の再資源化情報などをまとめた２０
１４年版フロー図を公表した。
　廃プラ総排出量は前年比１．５％減少したが、有効利用率は１ポイント増の８３％だっ
た。推計方法の見直しにより、ＲＰＦ（固形燃料）原料として廃プラが約２０万㌧増加
し約７０万㌧となったため。樹脂生産量、国内樹脂製品消費量はともに増加した。
　廃プラ総排出量は９２６万㌧、うち７６８万㌧が有効利用された。利用に内訳は、
ＭＲが前年比１．７％減の１９９万㌧、ＣＲが１５．８％増の３４万㌧、エネルギー回収
が０．１％減の５３４万㌧。また、１１年から１４年に廃プラの有効利用率が７８％から
８３％に上昇したことで、ＣＯ２排出削減効果が１２０万㌧向上したとする。

3 容器包装プラ使用量、４年連続４０％削減・・・石洗工１４年実績、詰め替え等普及
　日本石鹸洗剤工業会（会長＝澤田道隆花王社長）は２４日、日用品の容器包装プラスチ
ック使用量の原単位で２０１５年を最終年とした自主目標の達成状況を公表した。
　衣料用液体洗剤やシャンプー等主要８製品群の１４年実績は９５年比で４１％削減。
目標値とする４０％を４年連続で達成した。
　１４年の出荷は１３年に比べ５．２％増加したが、プラスチック使用量は４０％削減の
目標を達成した。製品のコンパクト化や詰め替えや付け替え製品の開発が更に進み、生活
者の間で普及していることがうかがえる。

　１２月２８日（月）
1 化学産業　新時代への課題・・・総合化学トップ座談会から
　ビジネスモデル転換点、業種超えた連携で活路

　新時代における化学産業の課題等をテーマに、総合化学企業４社のトップによる座談会
から、世界経済の動向、新たな産業構造変革への対応など一部を紹介する。
　懸念材料の一つである中国経済の減速に関して、行き過ぎた悲観論は不要との認識が大
勢を占めた。戸倉（住友化学社長）氏は投資偏重型から個人消費の割合も増えてきている
としたうえで、「イノベーションの力も決して低くなく、日本と比べても懐の深い財政金
融政策をとることも可能」と指摘。越智（三菱ケミカルＨＤ社長）氏は「足元の環境問題



をクリアしながら、ソフトランデイングしていくだろう」との見方を示した。
　原油相場について急激な上昇はないとの意見が多数を占めるなか、市川（昭和電工社長）
氏は中東産油国の国家財政面などを考慮すれば「２年くらいかけてゆっくりと、６０ドル
近辺にまで戻るのではないか」と見通した。淡輪（三井化学社長）氏も短期的には更に、
底値を探る展開も予想されているとしたうえで、産油国の財政や新興国経済への影響につ
いて「２０１６年は中止していく必要がある」と指摘した。
　一方、越智氏は「注目しているのは世界の動きが加速度的に速くなっていること」と
強調。「１６年は、ビジネスモデルをどう作っていくか、その転換点になるのでは」と
の考えを示した。ダウ・ケミカルとデユポンの経営統合については、日本の社会風土・
経営スタイルとは違う土壌でのケースと捉えている点で一致。「単に規模の拡大を追及し
た合併ではない」（淡輪氏）、「１０兆円超の売上規模を誇る大企業が誕生するという
のではなく、３社へ再編することで、それぞれがより強い事業になることを狙った動き」
（市川氏）などの見方が示された。

8 ナフサクラッカー　１６年も高稼働・・・誘導品、国産シフト　アジア需給もタイトに
　２０１３年末以来、稼働率が一貫して損益分岐点の９０％を超えている日本のナフサク
ラッカーは、１６年も高稼働を持続しそうだ。岡山・水島地区では１６年４月までに旭
化成ケミカルズが１基を停止し、国内生産能力は５％程度圧縮される。円安を受けてポ
リオレフィン等国産品へのシフトが進み、１７年４月の消費税再増税を前に駆け込み需要
も予想され、内需は堅調に推移する見通し。定修が相次ぐ来年はアジアのエチレン需給も
タイトな状況が続き、石化が収益を下支えする好環境を期待できそうだ。
　１２月後半のエチレン価格は１トン当たり１１００ドルをうかがう水準。エチレン高が
誘導品の収益を圧迫するだけでなく、中国経済の減速感もあり上値は重い。シェルのシン
ガポール拠点における供給不能問題が市況の先行きに不透明感を与えているが、軟調な原
油・ナフサ相場を受けてエチレン高には「一定の歯止めがかかる」との見方が強い。
　１８年には日本の多くのクラッカーで大型定修が予定され、１６～１８年の国内・東
アジアの需給はタイトな状況が続く見通し。
　一方で向こう３～５年を見渡せば、米シェールガス由来の誘導品の影響、中国のＣＴＯ
や中東の石化プロジェクトの本格化が予想される。日本のエチレン生産の３割超が輸出に
振り向けられており、輸出機会が急減すれば稼働率低下につながる。
　１７年４月に経営統合することで合意したＪＸホールデイングスと東燃ゼネラル石油は
川崎地区にそれぞれが抱えるクラッカーの統廃合を検討する方針だ。４基が立ち並ぶ千葉
地区も再編の焦点になりそう。石化復調でいったん遠のいた感のあるクラッカー再編の火
種はくすぶり続けている。


