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　４月１８日（月）
1 健康経営・・・いきいき社員を増やせ、収益に直結、重要性増す

　帝人は今年、「健康経営宣言」をする。企業が活性化され利益を上げていくには、従業員が
いきいきと仕事に臨む職場を作ることが必要だ。そのためには健康に対して投資をするという
考え方を打ち出す。三井化学は職場のストレスを多様な角度からとらえ、職場雰囲気の改善
や復職プロセスの強化を軸とした施策を実施。メンタル不調による長期休業者を大幅に減らす
ことに成功した。化学産業では社員の健康が企業収益に直結するとの考え方が急速に高まって
おり、フィジカル、メンタル両面での健康増進策が講じられている。
　旭化成は今年度、グループ全体における健康管理を標準化する。工場地区を対象に産業医の
エリア担当制度を敷く一方、営業職やＭＲを対象とする事務所地区はエリアを東西に区切り、
遠隔地の社員にも一定水準以上の医療サービスが受けられる体制にする。具体的には、
一般及び特殊健康診断、産業医による職場巡視、メンタルヘルス、海外勤務者の健康管理等
１１項目にわたる。

2 中東の石化計画　ナフサベース増加の兆し・製油所新設川下に展開、天然ガスと価格差縮小
　中東地域でナフサベースの石化プロジェクトが増加する兆しがある。きっかけは製油所の新
増設と、石油価格下落にともなう天然ガスとの価格差縮小。足元では原油価格が反転する気配
もあるが、産油国の産業構造改革にともないポリプロピレンなど天然ガス（エタン）ベース
では得にくい誘導品の需要が増えることも、ナフサベースのコンビナート増加につながると
いう見方がある。

12 社説・・・国内化学は世界見据え果敢な戦略を
　春の風物詩とでもいうのか、また吹き始めたエチレンの市況高。４月のスポット価格は
1トン当たり１２００㌦をうかがう水準にある。原料ナフサは４００㌦弱だから単純計算で
マージンは８００㌦。円が上昇しているとはいえ、輸出でも十分に利益を確保できる。
　昨春もエチレンは高騰した。中国などの引き合いが強かったうえ、アジアの設備トラブルが
重なったためだ。原油価格下落で、マージンは８５０㌦と歴史的水準に至った。国内化学大手
が前３月期に好決算を見込むのは、この時期の貯金が大きい。
　日本やアジアのクラッカーで今年、長期の定修が多数計画されている。トラブルに見舞われた
シンガポールの設備は、いまだ再開アナウンスがない。一方、成長減速が色濃い中国だが石化
需要が鈍る兆しはない。アジアのエチレン需要は引き続き堅調に推移し、値崩れの心配も少な
いとみられる。
　輸出型の石化企業にとって現況は明るい。貿易環境は、有利にも不利にも変化する。規則性
を見出すのは難しいが、そこを見定めて海外需要を取り込まんとする、外向きの成長戦略が
あっても良いのではないか。
　客観的事実は、確かに国内石化にとって厳しい。米国化学工業協会（ＡＣＣ）は、シェール
関連の化学産業のプロジェクトが１６年４月時点で総額１６４０億ドルに達したと報告した。
エチレンや誘導品の大型設備が来年から本格稼働し、アジアへ流入してくる。日本からの
輸出品が締め出され、行き場を失う可能性もある。
　ダウとデユポンの経営統合について、ある有識者が「三菱ケミカル、三菱ガス化学、旭硝子
の三菱系素材会社が統合するほどの衝撃だ」と表現した。世界の化学産業はダイナミックに
動いている。リスク分散のための経営多角化を推し進める企業もあれば、石化に心血を注ぐ
企業もあるだろう。今日本の化学企業には、そんな世界で勝ち抜く果敢な戦略が求められて
いる。

　４月１９日（火）
2 タイＳＣＧ　クラッカー増強前倒し・・・ＲＯＣ年内にエチレン８６万㌧　
　ＬＤＰＥも１５．２万㌧に

　タイの素材大手サイアムセメントグループ（ＳＣＧ）は、国内の石油化学事業の拡張を急ぐ。
米ダウ・ケミカルとの合弁で運営する１基目のナフサクラッカー「ラヨン・オレフィン」（
ＲＯＣ）の増強計画を来年から年内に前倒しする方針。川下で計画する包装材料などに用いら
れるＬＤＰＥの増強も、クラッカーの立ち上がりに合わせ前倒しする。クラッカーはエチレン
年８６万㌧、プロピレン年４７万㌧に増強される。ＬＤＰＥを含め川下の誘導品需要が旺盛な
ため、原料の増産要求に応えていく。
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3 ２０１４年度の温室効果ガス排出量（確報値）・・・３．１％減の１３億６４００万㌧
　再生エネ導入など寄与

　２０１４年度の日本の温室効果ガス（ＧＨＧ）排出量は１３億６４００万㌧（ＣＯ２換算）
で、１３年度比３．１％減（０５年度比２．４％減、９０年度比７．３％増）だった。
　環境省と国立環境研究所が確保値としてまとめた。速報値（１５年１１月公表）に比べ、
１５０万㌧の減少。１３年度比減少の要因は、電力消費量の減少、電力の排出原単位の改善に
ともなう電力由来のＣＯ２減少などからエネルギー起源のＣＯ２排出量が減少したことなど。
　また、０５年度比では、オゾン層破壊物質の代替として冷媒にハイドロフルオロカーボン
類（ＨＦＣs）の排出量が増加したものの、産業部門や運輸部門のエネルギー起源のＣＯ２
排出量が減少したことを挙げている。

12 出光興産　石化の余剰蒸気活用・・・千葉事業所の用役バランス改善
　出光興産は千葉事業所（千葉県市原市）で石化事業の構造改革の一環で省エネ投資を実施
した。フェノール設備の停止などで余剰となった蒸気を製油所で活用するインフラを整備した。
これにより用役はロスが無い状況にまで改善している。
　千葉事業所は、敷地内に製油所と石化工場を構えている。ナフサクラッカーは製油所側に
配置され、効率の良い生産体制が構築されている。製油所と工場の一体運営を強みに状況に
応じた留分の有効活用やユーテイリテイの最適化でインテグレーションを強化し競争力を向上
させる。

　４月２０日（水）
1 総合科学・イノベーション会議・・・５０年見据えエネ・環境戦略

　政府の総合科学技術・イノベーション会議（ＣＳＴＩ）は１９日「エネルギー・環境イノ
べ―ション戦略」（ＮＥＳＴＩ２０５０）を策定した。昨年１１月にパリで開かれたＣＯＰ
２１で言及された「２℃目標」の実現に向け、２０５０年を見据えた革新的技術戦略で、
温室効果ガス（ＧＨＧ）の削減ポテンシャル・インパクトが大きい有望な超軽量・耐熱構造
材料、次世代蓄電池、水素などの製造・貯蔵・利用といった革新技術を長期的観点から推進
する研究開発体制を取りまとめた。島尻安伊子科学技術政策担当大臣は「今後、ＣＳＴＩが
司令塔機能を発揮し、政府一体となって研究開発を推進していく」と語った。
　同戦略は、経産省が策定する「エネルギー革新戦略」とともに来月閣議決定を予定してい
る政府の「地球温暖化対策計画」に反映させる。
　２℃目標の実現では、世界のＧＨＧ排出量を現行の５００億㌧から５０年までにＣＯ２
換算で２４０億㌧程度に抑える必要がある。

1 健康経営　いきいき社員を増やせ・・・メンタルヘルスが重要に
　メンタルヘルスは多くの企業にとって健康管理の目下の最大テーマといえる。政府は事業所
環境が要因となるメンタル不調者の減少に向け、１９８０年代終盤から事業者に対策の強化を
求めてきた。今年から従業員数５０人以上の事業者は職場のストレスチェックが義務化される。
産業界挙げての課題だ。
　意思疎通がなく、周りの人が何をやっているか分からない職場、上司のサポートが少なく、
仕事量がバラバラで人によってきつい人もいれば、そうでない人もいる職場、メンタル不調者
を出す職場のリスク要因とされる。
　タコツボ型職場では、チームワークや助け合いがなくなり、個人がちょっとしたつまづきで
鬱病となるケースが増える。東京大学医学系研究科の川上憲人教授は、職場、組織の在り方を
研究するなかで、予防手段について経団連、連合、東京商工会議所、産業保健スタッフから
構成されるステークホルダー会議を開催。２年間議論を重ね、ポジテイブなメンタルヘルスが
必要との認識で一致し、部下とのコミュニケーションがカギを握るという概要をまとめた。
　「自身が健康で、活気ある、一体感ある職場」づくりが目指す姿であり、日本生産性本部と
連携して「健康いきいき職場づくりフォーラム」を設立した。メンタルヘルスを経営として
取り組むことなどを特徴に「経営者が組織を活性化し、働く人の可能性を引き出すことで、
活力あるコミュニケーション能力の高い職場づくり」を提唱する。

3 原油増産凍結　合意できず・・・エチレン価格動向を注視、定修要因加わり不透明
　１７日にドーハで開催されたＯＰＥＣ加盟国やロシアが原油増産凍結に合意できなかった
ことが、アジア石油化学業界にどのような影響を及ぼすか注目される。会議は増産凍結でま
とまるという事前予想があったが、注目されていたイランは代表団を送らず、サウジアラビ
ア等産油国との溝の深さが改めて強調される形となった。市場の反応は限定的で、ＷＴＩの
１８日終値は１バレル３９．７８㌦と小幅な下げにとどまっている。製油所でのストライキ
にともなうクウェートの原油減産も価格を下支えしているようだ。
　「ナフサ価格下落につながれば化学業界にはプラスだが、域内ではエチレン設備の定修が
少なくない」「原油安が進んでもシンガポールの用役価格がさらに下がるとは考えにくい。
むしろ世界的な景気減退につながることが心配だ」など見方がある。



　東南アジアのエチレン価格は４月上旬時点で１㌧当たり１１５０～１２００㌦で推移。
アジアのエチレン設備は現在、韓国のロッテケミカル・麗水が定修入りしており、５月には
三菱化学・鹿島が、７月にはシンガポールのＰＣＳ／２号機がそれぞれ定修に入る。原油価格
の下げ幅が広がらなければ、エチレン価格の高値水準が続く可能性もある。
　しかし、イランの原油生産量は、今年１月の経済制裁解除以降は急速に回復しており、
イラン原油が波乱要因になり得る。６月のＯＰＥＣ総会に向けて原油価格がどのような水準で
安定するか注目される。

4 東北大と東京理科大・・・ＣＯ２とジオール一段合成、ＣＯ２大幅削減に期待
　東北大学大学院工学研究科の富重圭一教授と田村正純助教、東京理科大学工学部工業化学科
の杉本裕教授の研究グループが、ＣＯ２とジオールを触媒的に直接重合させる手法を世界で
初めて開発した。ジオールを原料として用いた従来のポリカーボネート（ＰＣ）直接合成は
ホスゲンなどの有毒な試薬を用いた手法だったのに対し、無害なＣＯ２とジオールから一段
で合成が可能であることを示した。
　生産量の多いＰＣをホスゲンではなくＣＯ２を使い、バイオマスから誘導されたジオールと
の反応で合成が実現されれば、大幅なＣＯ２削減につながるプロセスの構築が期待できる。

8 ＰＥ、国内需給緩和へ・・・定修明け、輸入増で先安観
　ＰＥの国内需給が一層緩和しそうだ。年初から大手サプライヤーの定修が続いたため現状
ではややタイト感が出ているものの、４月下旬には通常の生産に戻る見通し。そのうえ円高
の影響で割安感のある輸入品が増加傾向にあるため、先安観が出始めている。
　今年１月から３月にかけて、東ソーの四日市、南陽の両工場が定修を実施。２月中旬から
は旭化成ケミカルズの水島工場が定修に入った。定修明けとなる４月下旬には、生産体制が
通常水準に回復する。更に今年に入ってからの円高傾向により、割安感のある輸入品が増加し、
ＨＤＰＥ，ＬＤＰＥともに需給のタイト感が緩むことが予想される。
　国内価格は下げ基調を維持している。昨年１年間で１キログラム当たり４０～５０円程度
下落。現状はＨＤＰＥ及びＬＤＰＥの価格水準は、２００～２４０円ほどの範囲に収まって
いる。アジアではＬＤＰＥが１２００㌦程度で、輸入時には１５０円程度の取引価格となる
見込みで、これが国内価格を押し下げる要因となり得る。ただ、レジ袋のほか、シャンプー
や化粧品、洗剤アンド日用品向けのボトル、ヨーグルトの食品容器等汎用向けが中心の
ＨＤＰＥは需要が底堅く、価格の変動は少ないとの見方が強い。

　４月２１日（木）
1 健康経営　いきいき社員を増やせ・・・職場の仕組み改善が必須

　良い職場とは。「上司に“部下がいつ来てもいいオーラ”が出ている職場」と三井化学の
土肥誠太郎・本社健康管理室長は言う。「若い世代は近寄りがたい上司は嫌だと考える。気軽
に話かけることができ、話かけてくれる上司」が求められている。「部下のために時間を使う。
プレイングマネジャーなら、部下のための時間帯を明確にしている上司」がストレスが少ない、
活力ある職場の要素のようだ。
　メンタルヘルス教育では、新入社員に６時間の教育を行うほか、新任管理職研修、ライン
管理者には毎年数時間の教育を行う。産業医科大学が開発したメンタルヘルス風土調査も導入
し、職場の仕組みを指示系統、労務管理、連携協力、研修機械の４点を軸に解析、ストレス調
査と合わせ「職場のストレス減少には職場の仕組みの改善が必須」として取り組みを強化して
いる。この結果、メンタル不調による休業数は１４年から急減した。
　大規模事業者で働く２０万人を３年間フォローした独自の調査では、メンタル不調が全体の
１％だったのに対し、大幅に低い羅患率を達成しており、「リーマン・ショック前の数字まで



引き下げる」目標を視野に入れる。
　メンタル負傷は、再発率が高いのが特徴。同社は１５日以上連続で休んだ後に復職する場合、
産業医が仕事ができるかどうか確認する仕組みを持つ。リハビリ試験出社制度（約１か月）を
明確化し、短時間勤務でも給料は通常時間勤務した時と同等に支払う一方、リハビリ出社期間
を病気欠勤期間に合算する。「メンタル不調者は、現在１％程度だが、これを半分の比率に引
き下げる」ことが目標となっている。

2 タイに軟包装新工場・・・ＳＣＧ　レンゴー、紙おむつ等需要増
　タイ素材大手サイアムセメントグループ（ＳＣＧ）とレンゴーは、タイで合弁による軟包装
の新工場を立ち上げた。バンコク郊外にあるサムットサコーン県のシンサコーン工業団地内に
建設、生産能力は年２０００㌧。紙おむつなどの日用品向けや、冷凍食品等食品向け印刷・
包装需要が高まっているため、生産体制を拡充した。両社はタイ国内はもちろん、ＡＳＥＡＮ
域内の軟包装市場を取り込むため、昨年にはベトナムの包装メーカーを買収するなど事業拡大
を積極的に進めている。
　ＳＣＧで紙・包装事業を展開するＳＣＧパッケージングは、レンゴーとの合弁タイ・コンテ
ナーズ・グループ（ＴＣＧ、ＳＣＧパッケージング70％、レンゴー30％出資）を有し、レンゴ
ーの子会社である朋和産業を含めた合弁ＴＣフレキシブル・パッケージング（ＴＣＦＰ、ＴＣＧ
75％、レンゴー20％、朋和産業5％出資）を軸に包装事業を展開している。
　また昨年、ＴＣＦＰはベトナムの包装メーカー、テイン・タイン・パッキング（ＢＡＴＩＣ
Ｏ）の株式80％を取得し傘下に収めた。ＢＡＴＩＣＯは、ホーチミン近郊のロンアン省ドウッ
クホアンにあるプラスチック工業団地に工場を持つ。ＴＣＦＰではプレパック・タイランドの
技術導入などを進め、高機能化するベトナムの軟包装需要に対応していく方針。

8 ３カ月連続下落・・・エチレン用輸入ナフサ３月単価
　経産省がまとめた３月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は３カ月連続で下落。
１キロリットル当たり前月比４２２４円安の２万６２８６円、ドル建てでは１㌧当たり４４．
０㌦安の３３６．８ドル。為替レートは１ドル＝１１３．１円で、４．３円の円高だった。

　４月２２日（金）
2 デロイトが予測、石油製品不足の可能性も・・・１８年に原油１バレル５８㌦

　会計事務所・コンサル大手のデロイトは、２０２０年までの原油市場を分析したレポートを
発表した。今年は原油価格が１バレル４５ドル前後で推移し、１８年には５８㌦まで戻すとの
予測を示した。石油需要の減退を受けて世界各地で油田開発などの投資が縮小・延期され、
石油製品の備蓄も必要以上に減らされている。そのため早ければ１８年には世界全体で日量
１００万バレル以上の石油製品の供給不足が生じる可能性があるとしている。
　今後の２年間は、米国のシェールオイルやイランの産油量回復、ロシア産原油の供給拡大に
よって投資減退の効果は和らげられる見通し。しかし１９年以降は需給ギャップ拡大にともな
い原油価格は６０㌦を超えるシナリオが考えられる。ただ２０年までの間に、１４年にような
１００ドル以上の水準に戻ることはないとみている。

2 英国化学工業協会、ＥＵ残留を支持・・・コストなど国際競争力の低下懸念
　６月２３日に国民投票が予定されている英国の欧州連合（ＥＵ）離脱の賛否を巡る議論に関
し、英国化学工業協会（ＣＩＡ）はＥＵ残留を支持する意見を発表した。製造業のなかでも
特に激しい国際競争にさらされている化学産業は、ＥＵから離脱すればコスト面などの競争力
を失い、大きな打撃を受けると懸念を示した。
　ＣＩＡが同協会のメンバーである化学・製薬業の９３社を対象に行った調査で、６２％の企
業がＥＵ残留を支持するという結果になった。３８％はどちら側の立場もとらなかった。ＥＵ
市場から離脱するリスクが産業界で広く懸念されているなかでも、輸出が多く、生産チェーン
の国際化が進む化学産業は競争力の低下を危惧している。

10 大成ラミック　新社屋建設に着手・・・来年５月竣工　研究開発機能を拡充
　大成ラミックは先ごろ、埼玉県白岡市の本社隣接地に新社屋の建設を開始した。
来年５月に竣工を予定し投資額は約１２億円。新規領域の研究開発も視野にいれ研究開発設
備も設けるもので、「フィルム・機械・オペレーションのビジネスモデルを集約し、様々な
形で展開できる拠点」と位置付け、顧客との情報・技術交流の活発化に役立てる。
　新社屋は鉄筋コンクリート造り５階建て。建築面積は約９２６平方メートル、ンべ床面積は
約３４３７８平方メートル。

12 石連会長　原油４０ドル台推移
　石油連盟の木村康会長は２１日、定例会見を開いた。１バレル３０ドル台後半で推移して
いるドバイ原油価格について「最近の市場は油価上昇要因についての反応が速くなって
いる」と指摘し「心理的な潮目が変わっているのだろう」との見解を示した。「今後、油価
が大きく下がることはなく当面は４０ドル台で推移する」と見通した。



　需要は堅調に伸びる一方で、米国を中心とする非ＯＰＥＣの生産減は着実に進んでおり、
「いつ需給がバランスするかに焦点が移っている。この１年は油価下落に反応することが
続いていたが、最近は逆の傾向をみせており、価格上昇のきっかけを待っているようだ」と
語った。
　熊本、大分で続く地震に関して、石連では１６日に経産大臣からの災害時石油供給連携計画
の実施勧告を受け、共同オペレーションルームを開設し緊急供給要請に対応する体制を整えた。
「応急活動に必要な燃料をはじめ安定供給確保に万全を期す」と強調した。

12 １５年度のエチレン生産・・・１．４％増の６７８万１５００トン
　誘導品輸出が下支え

　石油化学工業協会（石化協）は２１日、１５年度のエチレン生産量が前年度比１．４％増の
６７８万１５００㌧となったと発表した。国内需要は伸び悩んだものの、アジアの設備トラブ
ルや円安などを受けて日本のエチレン換算ベースの出超幅は１８万～２０万㌧台の水準で推移　
した月が多く、生産を下支えした。油価下落局面でマージンを確保しやすく、各社の石化事業　　
の収益環境は好調に推移した。一方、設備停止の影響で１６年度は減少する見込みとなってい
る。
　主要樹脂の３月の国内出荷はＨＤＰＥを除いて好調に推移した。
１６年度は、前年度にクラッカー２基が停止したほか、定修を計画しているプラントが多く、
エチレン生産量は６百数十万㌧程度に減少する見通し。一方中国などエチレン輸入国の引き
合いは弱まっておらず、需給は締まり、高稼働を持続するものとみられている。

【１６年３月と１-３月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【２０１６年３月と１-３月の主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

品目 生産高 前月比 前年同月比 １－３月累計 前年比
エチレン 526.6 98 89 1,664.8 94
ＬＤＰＥ 122.4 100 115 385.3 110
ＨＤＰＥ 55.4 80 72 209.1 91
ＰＰ 210.8 99 100 647.5 100

生産
出荷

在庫
国内 輸出 計

ＬＤＰＥ

数量 122.4 120.7 15.0 135.7

前年同月比 115 106 81

355.6
前月比 100 109 89 106 94

102 87
1-3月計 385.3 338.0 44.7 382.7 355.6
前年同期比 110 106 93 104 87

ＨＤＰＥ

数量 55.4 61.6 7.3 68.9

前年同月比 72 94 65

213.6
前月比 80 101 111 102 93

90 109
1-3月計 209.1 182.9 20.5 203.4 213.6
前年同期比 91 99 66 95 109

ＰＰ

数量 210.8 209.1 16.3 225.4

前年同月比 100 104 74

213.6
前月比 99 106 126 107 97

101 100
1-3月計 647.5 589.7 41 630.7 591.1
前年同期比 100 103 74 100 100


