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　３月２８日（月）
1 エクソンモービル・ケミカル　　ネイル・チャップマン社長に聞く
　ぶれない投資で成長・・・米シェール系計画は予定通り

　エクソンモービル・ケミカルが石油化学部門で拡大投資を加速している。米国では当
初予定通り２０１７年の完成に向け、シェールガスを利用した年産１５０万㌧のエタン
クラッカーを建設中で、サウジアラビアでは新設した４つのエラストマー設備の立ち上
げに入った。さらにシンガポールでも１４年の「原油クラッカー」完成に続き、誘導品
の追加投資を決定した。原油価格下落や中国経済の成長鈍化など世界経済の見通しが不
透明となるなかで、石化部門を強化するスーパーメジャーの狙いは何か。
■・・・エクソンモービル・ケミカルにとっての成長機会は。
「中国経済の減速、原油価格の下落、ＰＥマージンの低下など短期的な変動があるが、
長期的なトレンドをみると需要は確実に増加を続ける。現在約２０億人の世界の中産階
級の人口は３０年までの１５年間で倍以上になる。石化製品需要はこれに応じて平均年
４％で増加する。地域別には中国、ブラジルが落ち込んでいる一方でインドは好転し、
欧州は２～３年前より良く、米国も５年前より良い。世界全体で考える必要がある」
「今後の需要増は主に新興市場が中心になる。我々はこれに対応するため、フィードス
トックの有効活用やスペシャリテイ分野を重視して幅広い製品群に投資している」
■・・・新規投資でどのような強みを得ていきますか。
「シンガポールでは２年前に世界で初めて原油を直接原料にするスチームクラッカーを
導入した。ナフサクラッカーに比べ大幅なコストダウンができる。リファイナリーと
完全に統合することで原油クラッキングによる多くの副生品を活用しており、これが
エクソンモービルの強みでもある」
「サウジアラビアでは４つのエラストマー設備の建設が完了し、立ち上げ段階に入る。
米国ではエチレン年１５０万㌧のエタンクラッカー、ＰＥの２つの大型投資が動いてい
る。これらの幅広い投資はいずれも新興市場の成長によって促されたものであり、かつ
我々が得意とするものだ」
■米国における大型投資の狙いと進捗は。
「新設備は当初予定通り１７年完工を予定している。ベイタウンのエタンクラッカーは
既存のリファイナリーと石化設備がある拠点内に建設している。原料供給、ユーテイリ
テイー面でのアドバンテージが高い。原料調達面ではアップストリーム部門と協力し、
米国内でどのような活用可能なＮＧＬ（天然ガス液）があるのか見当を行っていく」
「モントルビューのＰＥ設備ではＣ４ＬＬのようなコモデイテイではなくメタロセン
触媒ＬＬＤＰＥを生産する。供給先は米国市場に加えて、かなりの割合が新興市場を
中心とした海外市場向けに輸出になると見込んでいる。米国、カナダ、フランス、ベル
ギー、中東、シンガポール、中国などに持つＰＥのグローバルネットワークの一部とし
て位置付けていく」
■・・・原油価格の下落が今後の事業に与える影響は。
「市場の需給や経済動向にはサイクルがあると考えている。原油や天然ガス価格の変動、
ナフサ、ＰＥのスプレッドの状況などあらゆるシナリオのなかで、収益面で健全な結果
を確実に得られるものに投資している。今後も世界中で検討を進めているパイプライン
の中から次の投資、成長の機会を作っていく」

1 精留塔
「世帯当たりの年間エネルギー消費量が最も多いのは北海道、最も少ないのは沖縄」－。
誰もが当たり前だと思う。では、世帯当たりのＣＯ２排出量はどうか。僅差ではあるが、
北海道より北陸の方が多い。最少は関東甲信▼環境省が先週、家庭からのＣＯ２排出
量推計の調査結果を発表した。調査期間は２０１４年１０月から１年間。エネルギー消
量とＣＯ２排出量が相関しないのは、使用エネルギーに占める電気の割合に差があるこ
とと、電力各社の電源構成の違いによる▼世帯人数が多いほど１人当たりのＣＯ２排
出量は減る。これも当たり前の話だが「戸建て住宅４人世帯の１人当たり排出量は、単
身世帯の半分」と聞くと少し驚く。「戸建て住宅のＣＯ２排出量は集合住宅の２倍。
暖房からの排出に限れば３倍」という数字は、さてどう受け止めるか▼環境省は家庭か
らのＣＯ２排出実態を継続的に把握し、それを削減対象に反映するために政府統計を整
備する予定だ。今回はそのための試験調査で、結果を踏まえて最終設計を進める▼その
趣旨はまことに結構ながら、今までこういう調査がなかったことには驚きを禁じ得ない。
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　因みに、家庭からのＣＯ２排出量の平均は、電気・ガス・灯油で年間３．５㌧、自動
車燃料で１．３㌧。３０年までにこれを４割減らす必要がある。

2 メタンからオレフィン直接合成・・産業化めざし開発着手　ＳＡＢＩＣ、中国石油等
　サウジ基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）と中国石油（ＣＮＰＣ）、中国科学院大連化学物
理研究所（ＤＩＣＰ）は、メタンからのオレフィン直接合成技術の実用化に乗り出す。
ＤＩＣＰによる新規触媒プロセスをベースとし、産業化プロジェクトを立ち上げること
で合意した。従来法に比べて省エネルギーであるため、実現すれば世界の化学産業に大
きな影響を与えることになりそうだ。

2 米国産エタン、欧州で本格活用・・・イネオスが輸入開始
　米国産エタンを欧州で活用する取り組みが本格的に始動した。米ペンシルベニア州マ
ーカスフックから輸出されたエタンが、イネオスのエタン貯蔵タンクがあるノルウエー
・ラフネに到着。石油化学の原料として利用される。米国産エタンの欧州への輸出は、
今回が初めてになる。このほどイネオスのラフネの輸入ターミナルに到着したのは２万
７５００立方メートルのエタン。イネオスは英スコットランドのグランジマウスのクラ
カーでもエタンを活用するため輸入タンクを設置しており、今年の下半期から本格的に
運用が始まる見通し。
　イネオスは、エタン輸入に関する一連の計画に２０億ドルを投じている。シェールガ
スが産出されるペンシルベニア州西部のマーセラス層から輸出ターミナルまでに約３０
０マイル（約４８３キロメートル）の間に輸送用のパイプラインを建設した。
　エタン輸送船は全長１８０メートルの大型船で２万７５００立方メートルの輸送能力
を持つ。全８隻を用意、輸入用タンクの液化ガスの貯蔵能力はラフネが１万９０００㌧、
英グランジマウスが３万３０００㌧。
　欧州ではイネオスのほかボレアリス、ＳＡＢＩＣなどがエタン活用の計画を打ち出し
ているほか、エクソンモービル・ケミカル、シェルケミカルズはスコットランドでの
エタン調達に関してイネオスと契約を締結している。

2 イラン、エチレン増産に意欲・・・２０年にも１０００万㌧体制
　石化製品輸出目指す

　２０２０年にかけてイランのエチレン生産能力が年１０００万㌧に近づく見通しとな
っている。現状は６００万㌧強。イラン国営石油化学（ＮＰＣ）は大規模石化コンビナ
ートがある南部アサルーエに加え、ガッサランやフェルザバード（いずれもイラン南西
部）等地方都市でも大型エチレン設備の建設を進める。ポリオレフィンなどを増産し内
需拡大に備えるとともに、アジアや欧州への石化製品輸出を増やしたい考えだ。
　イランの確認埋蔵量は天然ガスが約３４兆立方メートル（世界第１位）、石油が約
２２００億トン（同４位）。石油は確認埋蔵量が世界全体の約１０％を占めるのに対し、
生産量は同５％に満たないため、政府は製油所投資を増やす見通し。
　天然ガスが豊富な同国のエチレン設備はエタン分解炉が多いため、プロピレンの生産
能力が小さい。今後、自動車などの増産でＰＰ需要が拡大するとみられるため、プロパ
ン脱水素設備等を新設し、プロピレンを増産する。製油所増加にともないナフサ分解炉
が新設される可能性もある。

　３月２９日（火）
2 エチレン誘導品　北米で相次ぎ増強・・・ＭＥＧ、ＰＥ等　アジア等輸出攻勢
　１８年以降、供給過剰が不可避に

　シェールガス由来のエタンの余剰が続く北米で、エチレン誘導品の新増設が相次いぎ
１８年以降、世界的な供給過剰が不可避となりそうだ。
　北米のシェールガス田は、成分の大半がメタンのドライガス田と、メタン、プロパン、
ブタン及びＣ５以上を含むウエットガス田の２種類がある。ドライガス田は採算に合わ
ない状況にあり、開発はウエットガス田に集中している。しかしウエットガス田も生産
される留分の半分程度はメタンやエタン。開発が進むほど、メタンやエタンの生産量が
増え余剰に拍車が掛かる傾向にある。このため、処理しきれないメタンやエタンは燃焼
処分されている。
　しかし、米国で建設されている複数の大型エタンクラッカーが相次ぎ立ち上がる１７
年以降、エタン余剰は一段落する見通しだ。一方、エタンクラッカーの価値最大化を図
りたい各社は、生産するエチレンの付加価値化を目指す方向となり、エチレン誘導品の
新増設が相次ぎそうだ。ＭＥグローバルは１９年半ばの稼働開始を目指し、米テキサス
州のダウ・ケミカルのフリーポート拠点内にＭＥＧ年８０万㌧規模のプラントを建設す
る。同じく１７年完成を目指し同州でエタンクラッカー同１５０万㌧を建設している
エクソンモービルケミカルでは、すでにＰＥ２基を建設中だが、さらにメタロセン触媒
によるＬＬＤＰＥを追加する方向で検討している。カナダのオンタリオ州サーニアに
エタンクラッカー同８５万㌧を持つノバケミカルズは、エタンクラッカーの増強ととも



にＬＬＤＰＥ増設を視野にいれる。

3 環境省　初の全国版・・・家庭からのＣＯ２排出量実態調査
　年間排出量　最多は北陸　機構、世帯類型の違いで差

　環境省が家庭からのＣＯ２排出量の実態調査を実施、このほど結果（速報値）を取り
まとめた。政府統計として初めて全国規模で家庭からのＶＯ２排出実態を把握した。
　調査では、ＣＯ２排出量について、電気やガス、灯油といった用途別の内訳推計の他
住宅の建て方別や地方別の推計、暮らし方の違いなどの推計を行った。最終的な結果や
統計表（確定値）などは６月頃に公表を予定、今後は本格調査の最終設計などを行い
来年度から本格調査を実施する計画だ。
　今回の調査における、省エネ行動の実施率による比較では、概して戸建て、集合住宅
とも実施率が高い世帯ほど排出量は少ない。実施率が８０％より大きく１００％以下の
世帯は、全体の平均よりも約１０～１５％排出量が少なく、省エネ行動による削減の
可能性が見られた。

10 ２月のＰＰフィルム出荷・・・ＯＰＰ１２％増、ＣＰＰ輸出５２％増
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた２０１６年２月の出荷実績によると　
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムは前年同月比１２・４％増の１万９４７２
トン、無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）フィルムが同６．４％増の１万２６５５トン
となった。内需はＯＰＰ、ＣＰＰともに前年同月比プラスだった。

【２０１６年２月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

10 凸版印刷・・・軟包装分野で新サービス、デジタルプリント利用
　凸版印刷は２８日、軟包装分野向けのサービスとして「トッパンＦＰデジタルソリュ
ーション」を４月下旬から開始すると発表した。軟包装パッケージの企画・製作・生産・
販促プロモーションまでをトータル支援するもので、デジタルプリントによる少ロット・
多品種に対応し、軟包装分野で最適なパッケージを提供する。
　食品やトイレタリー、化粧品業界などに向け、２０１７年に売上高約１０億円を目指
す。同サービスはデジタルプリントを用いるのが特徴。固定のデザインだけでなく地域
限定商品や季節によるデザイン変更など、軟包装で付加価値向上に最適なバリエーショ
ン展開を可能としている。
　パッケージ関連製造子会社のトッパンパッケージプロダクツでは、福岡工場（福岡県
古賀市）に軟包装向けデジタルプリント設備を導入した。
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　３月３０日（水）
3 １４年度　容リ法実績・・・再商品化量２％減

　環境省は、容器包装リサイクル法（容リ法）に基づく２０１４年度の市町村分別収集・
再商品化の実績をまとめた。分別収集量は前年度比３％減の２７９万４７７９㌧、再商
品化量は同２％減の２６８万３３２４㌧。その他（無色、茶色以外）の色のガラス製容
器のみが分別収集・再商品化量ともに前年を上回った。
　品目別にみると、その他の色のガラス製容器は分別収集量が２０万２８５３㌧（前年
度比１％増）、再商品化量が１９万１５４８㌧（同２％増）。プラ製容器包装は７３万
９９０㌧（同横ばい）、６８万８７５８㌧（同１％減）。それ以外は、分別収集・再商
品化量ともに前年実績を下回った。ＰＥＴボトルは分別収集量が２９万２３７５㌧（同
３％減）、再商品化量が２８万２２０８㌧（同３％減）など。
　分別収集を実施する市町村の割合は、ガラス容器、ＰＥＴボトル、スチール製容器、
アルミ製容器で前年度に続き９割を超えている。

　３月３１日（木）
1 プラント保全にＩｏＴ・・・日化協、バッチ方式と石化コンビナートの２テーマ設定

　日化協は、化学プラントの安全管理にＩｏＴを利用するプロジェクトを２０１６年度
からスタートする。非定常作業の多いバッチ方式のプラントを対象に事故の予兆を発見
するシステムを作る。また、石化コンビナートでは製造設備の保全やトラブルの減少等
に役立つ仕組みを設ける。
　日化協は、ＩｏＴの安全対策への利用を推進する方針で、単一企業ベースと、多くの
企業が進出する石化コンビナート向けの２つのプロジェクトを発足する。
いづれも対象企業や地域について打診を始めており、早期にデータ収集など具体的な作
業に乗り出す構えだ。行政や大学、石化協、国内ＩＴ企業などの協力を得る。セキュリ
テイー上の対策を徹底したうえで進めていく計画だ。
　単一企業ベースでは、反応釜ごとに複数のプロセスを経て製品を作り上げる「バッチ
方式」のプラントを対象に実施する。反応温度、圧力等のセンサー情報に加えて、作業
日誌、ヒアリハット報告などの文字情報をテキスト・マイニングを通じて分析する。
過去から現在、未来の大量の情報を人工知能（ＡＩ）に学習させて解析し、事故やトラ
ブルに繋がる現象を見つけ出す。
　石化コンビナートのプロジェクトでは、熱交換器やコンプレッサー等各装置の部品の
管理にＩｏＴを活用する。進出企業の生産プロセスは異なる一方、使用する装置は似て
いるケースが多い。ある企業の部品でトラブルが発生した場合、同一部品を使用する他
の企業と情報を共有すれば、さらなるトラブルを未然に防げ、設備の安定運転につなが
る。部品の余寿命も各社独自に設定しているが、過去の運転実績のデータなどを分析す
ることで、部品交換の判断の精度をより高められる。特殊な部品では予備品の管理を共
有し、不測の事態時にはコンビナート内で部品を融通しあうことで、設備トラブル期間
の短縮やコスト削減を図れる。こうした仕組みは国内１１ある石化コンビナートに広げ
ていく。

　４月１日（金）
3 環境省「パリ協定から始めるアクション」・・・５０年にＧＨＧ排出量８０％削減
　個人の“賢い選択”等１１項目提示

　環境省はこのほど「パリ協定から始めるアクション５０－８０～地球の未来のための
１１の取り組み」を公開、今国会で提出した地球温暖化対策推進法の改正案で位置づけ
た国民運動の強化などを出発点とし、社会構造のイノベーションを目指し環境省が取り
組む全体像を示した。
　環境省では子供や孫世代が健やかで豊かな生活を営むことができるよう、２０５０年
に温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量を１３年度比８０％削減を目指し、今から具体的なア
クションが必要とし１１の取り組みを提示、社会構造のイノベーション実現を図る考え。
　取り組みは、①一人ひとりの取組　②まち・ふるさとでの取組　③海外・世界での取
組　④暮らしを支える未来の技術を創る　⑤低炭素な投資を進める　⑥長期低炭素ビジ
ョンの策定　⑦パリ協定の署名・締結に向けて　⑧地球温暖化対策計画・政府実行計画　
⑨電気事業分野の地球温暖化対策　⑩気候変動の影響への適応計画　⑪気候変動の実態
把握―の１１項目。

12 社説・・・政府は消費の活性化に向けた施策を
　年度始まりではあるが、いぜん景気の先行きが不透明だ。政府は、３月の月例経済報
告で景気判断を５カ月ぶりに下方修正した。個人消費、企業収益、企業の業況判断、い
ずれも勢いがない。企業収益は昨年まで円安と株価上昇で改善を見せていたが、３月は
日経平均株価１万７０００円前後、為替１ドル＝１１２～１１３円台中心で停滞し、ア
ベノミクスの効果は剥げ落ちたとさえいわれるほど。



　個人消費も７カ月ぶりの下方修正となった。その理由の１つに春闘のベースアップ回
答が小幅だったことがあるようだ。中小企業には、簡単に賃上げに応じられない厳しい
経営環境が続いている。月例経済報告では、海外経済に弱さが見られる点も指摘した。
中国をはじめアジア新興国や資源国の景気が下振れしている。欧州は移民、テロといっ
た課題を抱えてしまった。マイナス金利政策のメリットは一部に留まり、現状個人への
恩恵は少ないようだ。短期プライムレートが下がらず、住宅・教育・自動車などのロー
ン金利も、さほど動いていない。
　安部首相の招きにより来日したクルーグマン名誉教授（プリンストン大学）は、来年
４月の消費増税の見送りと財政出動を助言した。消費税率を高めた結果、個人消費が縮
小し、税収も減るのでは意味がないので、まずは景気回復に向け個人消費を増やすべき
である。所得を貯蓄に回す理由として、将来への不安を挙げる人が多い。政府には、こ
れを払拭し、消費拡大を後押しする施策を期待したい。
　少子高齢化対策も、その一つだ。政府はこのほど、認可保育園に入れない待機児童の
解消に向けた緊急対策を発表した。少子化を食い止め、出産・育児で離職を余儀なくさ
れる女性を今後活用していくには、保育の受け皿拡充は重要。ただ保育士の給与引き上
げが盛り込まれないほど、中身には議論の余地も多い。夏の参院選あるいは衆参同日選
に向けた単なるアピールに終わらぬことを望む。


