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　８月２２日（月）
7 好況続く石油化学産業・・・勝ち残りへ競争力に磨きを
　好況真っ只中のアジア石油化学産業。とりわけ日本には原油安に加えて円安の追い風が吹き、
　２０１５年度のエチレンセンター１０社合計の経常利益は前年度に比べ約９倍に増えた。
　１６年度も原油価格が低く推移し、想定ほどスプレッドは縮小していないため、堅調が続き
　そうだ。好況を好機とみて、設備投資の強化や企業間をまたがる事業再編も相次ぐ。
　「２０１８年問題」を控え、国内石化各社は更なる構造改革の必要性にも迫られている。

　エチレン高値推移続く、クラッカー稼働率９０％超
　ここ１年半程の石化産業の好調ぶりを象徴するのがエチレンのアジア市況。１㌧１０００～
１１００㌦超と高値で推移。需要が強い。成長鈍化が懸念される中国のエチレン輸入意欲は衰え
ていない。４００㌦程度のナフサ価格とのスプレッドは６００㌦以上と十分に利益を稼げる。
　１５年末に年間約６６０万㌧（定修実施ベース）だった国内エチレン生産能力は、約６１５万
㌧に縮小した。能力削減効果もあって国内クラッカーの稼働率は１３年１２月以降３３カ月連続
で９０％を超えている。１５年のエチレン生産量は６８８万㌧と前年比３．５％増加し、この内
輸出は同１６．３％増の９３万㌧と過去最高を記録した。輸出の７割は中国向け。円安で海外品
の国内流入が鈍り、国内製品の需要が高まっていることも稼働上昇の理由だ。
　為替が円高に振れている１６年度も輸入圧力は弱い。国内のポリオレフィン設備のほとんどが
フル稼働を続けている状況にあるほか、三菱化学などはエチレンの不足ポジションにある。
１６年度は国内需要に優先的に振り向け、輸出を減らす方向だ。稼働率が９０％を割り込む要素
は見当たらない。
　原油価格は１５年後半に５０㌦前後に上昇したものの、８月初旬時点では４０数ドル前後。
原油価格が上昇すると、米シェール業者が増産する綱引きが続き、上値は重い。原油需給が均衡
すると予測される１７年に向けて原油価格がどうな変動曲線を描くのかが、石化企業の収益を左
右する。

　海外勢対抗へ統合、増強
　三菱ケミカルは赤字続きのＰＴＡ事業で中国とインド拠点の売却を決定。塩化ビニル樹脂等採
算の低い事業から相次ぎ引いてきており、ＰＴＡの抜本対策は石化構造改革の総仕上げになる。
　企業間の事業再編では、ＪＳＲ、宇部興産、三菱レイヨンの３社はアクリロニトリルブタジエ
ンスチレン（ＡＢＳ）樹脂事業の統合で基本合意した。ＪＳＲ子会社のテクノポリマーと、宇部
・三菱の折半出資会社ＵＭＧ　ＡＢＳが１７年１０月をめどに合併する。新会社の生産能力は年
４０万㌧超。台湾・奇美実業や韓国・ＬＧ化学などに対抗する。
　日本ゼオンと住友化学は、溶融重合スチレンブタジエンゴム（Ｓ－ＳＢＲ）事業を統合し、
１７年４月に新会社を設立する計画。住友化学と積水化学工業はポリオレフィンフィルム事業を
統合し、７月に新会社を発足させた。東ソー系の大洋塩ビは四日市工場に保有する塩ビ生産設備
をスクラップ＆ビルドする計画。５０億円程度を投じて全生産系列を最新設備に更新し、インフ
ラ資材を中心に伸びる海外需要を取り込む狙い。
　東燃ゼネラルグループのＮＵＣは川崎製造所で高圧電線絶縁用のポリエチレンを１８年をメド
に増強する方針。半導電性ポリエチレンの生産設備も立ち上げ、ポリオレフィンでは久しぶりの
大型投資となる見込み。

　迫る「２０１８年問題」対応いかに
　各社が事業構造をより強靱にするのは警戒する「２０１８年問題」が迫っているからだ。
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米国ではシェール開発に随伴するエタンを分解するクラッカーが相次ぎ新設され、エチレン能力
は向こう２年で約９００万㌧拡大する。その大半がポリエチレンに誘導され、アジアへの流入が
予想される。中国のＣＴＯやＭＴＯ等の新たな石化設備の勃興は、同国の石化製品の輸入依存を
引き下げる。経産省は１４年秋の報告書でこうした外部環境の変化への対応として、もう一段の
クラッカーの統合・再編が必要と指摘した。業界には再編に前向きな声もある一方、１８年問題
は顕在化しないと慎重な見方も根強く、意見は立ち位置によって様々だ。間近かに迫る難局は、
ふたを開けてみないとわからないのも実情。不確実性が増す近い将来をどう乗り越えるか。
各社の総力が問われてくる。

7 　石化協　淡輪敏会長・・・中長期的には需要減、もう一段の改革を、エチレン設備共有化等

8 　三菱化学　取締役常務執行役員　石化基盤本部長兼石化企画本部長　岡本純一　氏
　　　：全留分を最大限“価値”に

　住友化学　代表取締役専務深耕役員　ラービグ計画・石油化学部門統括　大野友久　氏
　　　：ラービグ安定操業に重点

　三井化学　執行役員　基盤素材事業本部副本部長　真野純一　氏
　　　：「エボリュー」で海外開拓

9 　旭化成　常務執行役員石油化学事業担当　石油化学事業本部長　竹本常夫　氏
　　　：構造改革完了、収益体質に

　東ソー　代表取締役常務執行役員　クロル・アルカリ兼石油化学セクター長　伊藤祐弘　氏
　　　：クラッカー稼働１００％維持

　昭和電工　執行役員　石油化学事業部長　新井龍晴　氏
　　　：地域連携、誘導品拡充に力

10 　丸善石油化学　常務取締役執行役員　鈴木和哉　氏
　　　：連携キーワードに競争力

10 アジアの石油精製・石油化学市場動向・・・荷動き活発、軒並み高収益
　原油価格が１バレル４０㌦台で推移するなか、東南アジアにおける石油化学製品の荷動きは
　活発化している。昨年から今年上半期にかけて、域内の石化基礎原料やポリオレフィンの
　メーカーは軒並み高収益を記録。ガソリンなど石油製品の市況が思わしくないため、タイの
　ＰＴＴグローバルケミカル等国営エネルギー企業は石化シフトを強めている。インドでも、
　モデイ政権による政策支援を受け、現地企業の石化プロジェクトが増加傾向にある。

・タイ・・・石化シフトが進展
・ベトナム・・国営石油販売会社ペトロリメックス、ＪＸエネルギーと戦略的協業契約を締結
・フィリピン・ロドリゴ・ドウテルテ大統領就任、石化大手ＪＧサミットがナフサ分解炉増強
・インドネシア・・・外資が投資積極化、韓国・ロッテケミカルはジャワ島西部チレゴンに、

　　　　　　　　ナフサ分解炉を中核とする石化コンビナート建設計画の投資協定を締結。
　　　　　　　　国営プルタミナはロシア国営石油最大手ロスネフチと共同で、ジャワ島
　　　　　　　　東部ツバン島で製油所と石化コンビナート建設で合意。２２年頃の稼働
　　　　　　　　を目指す。
　　　　　　　　チャンドラスリ・ペトロケミカルは、１５年１２月にチレゴンのコンビ
　　　　　　　　ナートでナフサ分解炉を増強、年内にフル稼働入りを目指している。
　　　　　　　　ＪＸＨＤはカリマンタン島東部バリクパパン製油所の増強計画から撤退。

・マレーシア・国営ペトロナスがジョホール州ペンゲランで大規模コンビナートプロジェクト
　　　　　　　　「ＲＡＰＩＤ」の中核の製油所とエチレン設備の建設に着手、１９～２０
　　　　　　　　年の完成を目指す。

・インド・・大型計画目白押し
　　　　インド石油ガス公社（ＯＮＧＣ）は西部グジャラート州でエチレン年１１０万㌧
　　　　の石化コンビナートを立ち上げる。
　　　　リライアンス・インダストリーズ（ＲＩＬ）も同州で大型エチレン設備を建設中、
　　　　両設備が稼働すれば、インドのエチレン生産能力は約７００万㌧に高まる。
　　　　インド政府は今年２月、アッサム州など東北部８州を対象に、石油・石化、天然
　　　　ガス産業の振興を目指す「ハイドロカーボンビジョン２０３０」を始動。開発が
　　　　遅れている北東部の経済振興が目的で、近隣国へのエネルギー供給拡大も狙う。

11 　ＪＸエネルギー　常務執行役員　基礎化学品部・アロマ部管掌　佐藤宏之　氏
　　　：北米でアロマ開拓本格化

　出光興産　上席執行役員　石油化学統括兼化学事業部長　丸山和夫　氏
　　　：高機能材料の成長がカギ

　東燃ゼネラル石油　執行役員　岩崎努　氏
　　　：特殊品拡充等成果着々

12 ナフサ・・・原油に連動、低価格続く　アジア需要は堅調
　ナフサは、原油価格の下落を受けて価格面で低水準の動きが続く。一方で、需要は域内のエチ
レン需要が好調なため、定修の多さによって相殺されている面はあるが、アジアで底堅い動きを
示している。２０１６年４－６月期の国産ナフサ価格は、１キロリットル当たり３万１６００円
。１４年１－３月期の同７万２０００円の高値から大幅に落ち込んだ。史上最高値であるリーマ
ン・ショックの影響が出る直前の０８年７－９月期の８万５８００円と比べ実に、約３分の１の



水準だ。続く７－９月期についても大きく変わらない低水準の推移が予想されている。四半期全
体としてはドルベースで前期比を上回る水準となるとみられるが、円高の影響により円ベースで
の上昇は抑えられる。ドルベースのナフサ価格動向は、基本的には原油市場と連動する。特に、
ブレント原油市況は、ナフサ価格との連動性が高く、年初に１バレル３０㌦まで落ち込んだが、
５月、６月には同５０㌦を伺うまでに快復、その後は若干低下したが足元では再び同５０㌦弱を
つけている。
　原油の需給は、ガソリンシーズンを終え、季節要因から今後は精製量や需要の減少が進むと
みられている。しかし、ファンダメンタルズとしては、これから来年にかけて需給がバランスか
ら需要過多へ移行するとも予測されており、価格面でも強基調で推移する可能性が大きい。そう
なるとスポットナフサ市況も上値をうかがう展開となるだろう。
　アジアのナフサ需要は、定修やトラブルが今年は多く、これがマイナス材料となっている。し
かしクラッカーの稼働率が軒並み高い中、域外からの流入も多くはないため、昨年から現在まで
比較的安定している。

オレフィン・・・エチレンはタイト基調、プロピレン過剰懸念
　２０１５年のエチレン生産量は、原油安・円安や海外設備のトラブルを受けて輸出が大幅に増え、
前年比３．６％増の６８８万４７００㌧となった。しかし１６年上半期は３１４万９９０㌧と前年
同期比７％減となった。特に６月は４４万６２００㌧まで減少した。それでも稼働率は１３年１２
月から連続して９０％を超え高稼働率を維持している。１６年は各プラントがフル稼働しても昨年
比で４０万㌧程度減少する見通しで、減少分は輸出が調整弁となり生エチレンの輸出は、昨年比で
５０万㌧程度へ縮小するとみられる。
　アジアのエチレン市場は、日本からのエチレン輸出の減退もあり、エチレン需給は引き続き
タイト基調が続くと予想される。秋以降になると、定修明けにより、需給はウエルバランスへ向か
うとみられる。
　一方、プロピレンは供給力が旺盛となっている。域内では収率の良いＦＣＣ装置等が稼働を開始。
プロピレンのアジア市況は７００㌦台半ばで低調に推移している。今後はプロピレンの供給過剰が
懸念される。中国などでＰＤＨによるプロピレン計画が本格的に立ち上がり、メタノールからのプ
ロピレン生産（ＭＴＰ）等プロピレン生産プロジェクトの進展が見込まれる。
　しかし、日本ではセンターの停止によりプロピレン供給量は低下し、プロピレン価格は高値の状
態に陥り、アクリル酸チェーン等のプロピレン誘導品の国際競争力の低下が懸念される。

ポリオレフィン・・・シェール系ＰＥ流入警戒、高付加価値品で対抗
　２０１５年のポリオレフィン市場は、原油安や円安を受けて海外品の輸入が鈍り、国産品の需要が
拡大している。円高傾向の１６年に入っても「海外品はむしろ入ってこない状態」と好調が続く。
　ただ、原油価格は上昇局面にあり、スプレッドは縮じまる方向だ。１７年後半から米国で本格化
するシェール由来原料を用いたポリエチレンの大増産にいかに対抗するかも国内各社の生き残りを
左右する。国内メーカーは輸入品の代替需要を取り込むことに製品を振り向けるため、輸出を絞っ
ている。実際、１６年１－６月の輸出は、ＬＤＰＥが前年同期比１４％、ＨＤＰＥが同２８％、ＰＰ
が同３５％減少している。
　今後の大きなターニングポイントは米国のＰＥ大増産だ。１７～１８年にエタンクラッカーが相
次ぎ新設されエチレン生産能力は約９００万㌧増える。その大半はＰＥに誘導される計画だ。米国
石化企業は北米や中南米を主な供給先に据えているが、中南米市場の成長速度が鈍るなか、余剰分
がアジア市場に向かうと予想されている。
　国内ポリオレフィンメーカーは生産能力の縮小と並行して、独自技術による高付加価値製品に
シフトする戦略を推進。日本ポリエチレンは自動車の樹脂製燃料タンクに用いるＨＤＰＥで中国
進出を計画し、プライムポリマーはハイヤーαオレフィンＬＬＤＰＥ「エボリュー」のシンガポー
ル新工場を立ち上げるなど、海外に事業機会を求める動きも相次ぐ。

16 東レ経営研究所・・・日本経済見通し、経済対策下支え　緩やかに回復
　東レ経営研究所は、１５日に公表された２０１６年４－６月期ＧＤＰ及び２日に閣議決定した
大規模な経済対策を踏まえ、１６、１７年度日本経済見通しの改定を行った。景気先行きの見方
に大きな変更はなく、１６年度の実質ＧＤＰ成長率は０．６％と前回予測を据え置き、１７年度
は１．０％（前回０．８％）と予想。成長の牽引役は不在であるものの、政府主導の経済対策が
景気を下支えして、緩やかな景気回復が続くとみる。
　１６年４－６月期の実質ＧＤＰは、前期とほぼ変わらずゼロ成長に止まった。輸出と設備投資
が低迷、鉱工業生産も横ばい圏で推移しており、昨年央以降続く足踏み局面から抜け出せずにい
る。引き続き世界経済の回復のテンポは緩やかで、さらに先行きの不透明感も増す中、民間需要
の回復力は緩慢なままとみられる。設備投資や輸出の伸びは小幅にとどまる見通し。また、リー
マン・ショック後に買い替えを促す政策が取られたことで、耐久消費財の先食いされた状態が
続いており、個人消費の伸びも期待できないとした。
　こうしたなか、景気を下支えするのは政府の経済対策。今月発表された経済対策（事業規模
２８．１兆円）の内、公共投資関連は３兆～４兆円とみられる。これによりＧＤＰ成長率は１６
年度が０．１ポイント、１７年度は０．３ポイントほどそれぞれ押し上げられる見通し。

　８月２３日（火）
1 北米熱視線　石化新局面へ　㊤　エタン・・・競争力の源、存在感増す
　シェール開発、ＮＧＬが併産できるウェットガス田にシフト
　 　米国を世界最大の天然ガス生産国に押し上げ、エネルギー価格下落で製造業の競争力を向上させ



てきたシェール革命。化学分野では天然ガス開発の進展にとともに天然ガス液（ＮＧＬ）の生産が増
え、原料となる安価なエタンが豊富に得られるようになった。このエタンを活用したスチームクラッ
カーや誘導品の新設ラッシュが２０１７年後半に幕を開ける。２０年以降も米国の石油化学産業の
勢いが続く可能性も出てきた。

　第２フェーズ注目
　１４年後半に始まった原油価格下落や新興市場の成長鈍化で、米国のシェール開発に依拠する石油
化学産業の先行きは不透明感を増した。原油価格下落でエチレンマージンの期待値は投資計画が立て
続けに発表されたころに比べ半減、投資計画の頓挫、遅れなども顕在化した。建設が進み１７～１９
年の稼働入りが確実な計画を米石化産業拡張の第１フェーズとすれば、今後注目されるのは２０年
以降の第２フェーズに当たる動向だ。
　エクソンモービルは７月末、来年稼働予定のエタンクラッカーに加え、サウジ基礎産業医公社（
ＳＡＢＩＣ）と合弁で米国で発表されたなかで最大の年１８０万㌧のエチレン設備を軸とする２つ目
のコンプレックス計画を発表した。シェルはペンシルベニア州のエタンクラッカー計画を６月に最終
決定した。ライオンデルバセルは年５０万㌧のＨＤＰＥの投資を決定した。エネルギー市場や世界
経済の不安定性が続くなかでも、再び投資が活気づく動きが出始めた。
　一連の計画を左右するのは、上流のシェール開発と原料エタンを含む天然ガス液（ＮＧＬ）の生産
動向だ。米国の天然ガスは生産量が増えた一方、１２年頃から供給増で価格が下落した。こうした中、
掘削会社はマーセラスやユニテイカの他パーミアン、イーグルフォードなど、ＮＧＬが併産できる
ウェットガス田の開発にシフトしてきた。ほとんどメタンしか得られないドライガス田より、ＮＧＬ
がある分だけウェットガス田は採算がとりやすい。
　エタンの大半はこうしたガス田由来のＮＧＬから石化原料用として分留される。しかし、エタン
価格が低い場合にはエタンを分留せず、燃料としてＮＧＬに残すリジェクションが多くなり、計画
される新規エチレン設備向けの原料を賄いきれない可能性もある。だが、ここにきて現実的になって
きたのは、今後のエタン需要が伸びることで価格も適正な水準まで上昇し、エタン生産がより好まし
い環境になっていくことだ。
　米国産エタンは米国内の消費に加え、１４年にカナダへの輸出が始まり、１５年は日量６万バレル
輸出された。１６年３月には、ペンシルベニア州からエタン輸送船により欧州への輸出が始まった。
テキサスス州でも欧州及びインド向けの輸出ターミナルが完成した。これらにより１７年にエタン
輸出は、日量２３万バレルまで増えると予測されている。
　将来的には、ナフサベースのアジア地域でも米国産エタンの活用が広がり、一連の動きを加速する
ことも考えられる。

11 ＩＥＡ予測・・・１７年石油需要、日量１２０万バレル増
　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）はこのほど公表した月報で、２０１７年の世界の石油需要予測を
前年比１２０万バレル増（日量ベース）の９７３０万バレルとした。１６年の１４０万バレル増を
若干下回る水準となる。今年６月時点の予測では９７４０万バレルとしていたが、米国や英国での
今年下期以降の経済情勢や非ＯＰＥＣでの生産体制を鑑み、１０万バレル下方修正した。

12 東ソー、電力託送検討・・・南陽の余剰分を四日市に
　東ソーは、南陽事業所（山口県周南市）から四日市事業所（三重県四日市市）への電力託送の検討
を進める。南陽で休止中のボイラー設備のリプレースに着手しており、２０１８年にも電力余力が
実質的に向上する。この一部を四日市で活用することで、インフラコストの低減が期待できる。
　東ソーは、１５０億から２００億円をかけて南陽で休止中の２号ボイラーを改修し、発電燃料を
重油から石炭に転換する。既に工事に入っており１８年にも完成する見通し。南陽の自社電力インフ
ラは、発電出力は毎時８２万９０００キロワットと、国内の単一事業所としては最大級且つ電力会社
並みの規模を誇る。また、燃料は石炭が主力となっているためコストも割安。電解設備をはじめとす
る電力多消費型の事業形態となっているだけに競争力の源泉ともなっている。
　一方、四日市は南洋に次ぐ国内製造拠点。ここでも南陽が保有する強い電力インフラを活用できれ
ば、国内２台拠点がともに優れたエネルギーコストを享受できる体制が確立する。
　経済的な試算、電力会社をまたがる託送技術、手続きなどを調べる。またグループ企業には、電解
企業である東北東ソー化学（山形県酒田市）もあり、ここへの託送も可能かどうかなど多様な面から
検討を進めていくことになる。

　８月２４日（水）
1 北米熱視線　石化新局面へ　㊥　エチレン・・・大増産の余波　世界に

　米国シェール革命の「第２幕」に当たるエタンクラッカーの新設ラッシュ。同国でエチレン設備
が新設されるのは３０年以上ぶり。米国が新たな石化産業への転換に挑み、世界の石化需給構造変化
へ引き金を引く時が迫る。

　コストは３分の１
　「米国のエタンベースのエチレンをはじめとする石化製品の競争力に対して疑う余地はない」。
石化製品のトレードを手掛ける大手商社は口を揃える。現在米国の天然ガス価格は百万ＢＴＵ当たり
２．５～３㌦。エタンの取引価格は天然ガスと同程度とされ、現在の水準は㌧当たり百数十㌦。
原油価格が２年前の半値に下落したが、１㌧４００㌦のナフサに比べてコストは３分の１以下だ。
米国の誰もがエタンの競争力に自信が揺らがない背景だ。

　通用しない商習慣
　新増設ばかりが注目されるが、「死角」もある。従来の米国石化企業の事業構造は石油精製―石化
―誘導品と垂直統合されていたが、競争力の源泉であるエタンはシェール業者が供給する。新興勢力
であるため、これまでの商習慣は通用しない。原油価格や世界経済の動向によって事業戦略がたびた



び変化する懸念を抱える。米国石化業界がここをどう楔を打ち込むのかが、今後の課題となる。
　また、米国のエチレン取引は原則、エタン価格に関係なく、石化大手の交渉価格とスポット市場
価格で決まる。ただ原油安でエチレンのスプレッドは半減。今後の大増産による市況悪化も予想され
るなか、「スプレッドに依存する事業構造では危険という考え方が出始めている」（国内総合商社）。
　数年前までは考えられなかったが、一部でエタン価格リンクの販売に切り替える動きも出始めて
いる。市況乱高下の影響を小さくするリスク対策だ。逆に誘導品企業にとっては、原料取引の形態に
変化の兆しが見え始めたこのタイミングが新たな商機をつかむ好機となり得る。

【米国で計画されているエタンクラッカーの新設計画】 （単位：万㌧）

1 昭和電工、サンアロマー子会社化・・・ＰＰ事業を再構築
　昭和電工は２３日、ＪＸエネルギーとライオンデルバセルの３社が出資するポリプロピレン（ＰＰ）
メーカー、サンアロマーを１１月１日付けで連結子会社にすると発表した。サンアロマー株式のうち
５０％に当たるライオンデルバセル持分を昭和電工とＪＸエネルギーが取得することで合意した。
株式取得を機にサンアロマーとの連携を一層強化し、ＰＰ事業の競争力を一層強化する。
　サンアロマーは大分と川崎にＰＰ設備を有し、生産能力は合わせて約４１万㌧。ライオンですバセ
ルは出資から退くが、技術・マーケテイング・販売などの提携は、これまで通り継続する。

12 ジェイフィルム・・・付加価値品シフト加速、積極投資で強い体質に
　今年４月び三菱樹脂の完全子会社となったジェイフィルム。同月には菱成樹脂（東京都千代田区）
と菱江産業（滋賀県長浜市）を吸収・統合し、フィルムからシュリンクラベル、化粧品などのケース
まで幅広く業容を広げた。汎用市場の競争は激しく、国内では企業再編も進み各社は揃って高機能品
を追及する。そうしたなか、いかに持続成長を目指すのか前田恒義社長に聞いた。
◆・・・三菱樹脂や統合した２社とのシナジーをどう見込んでいますか。
「三菱樹脂からフィルム加工技術に精通する人材を招き、医薬品包装フィルムなどの開発を強化し、
新製品も着実に増えてきた。菱成は飲料メーカー、菱江は化粧品会社にそれぞれ強い販路を持ってお
り、顧客が健康食品などにも業態を広げるなかで、当社の幅広い包装資材を売り込める機械が増える
と期待している」
◆・・・どのような成長戦略を計画しますか。
「統合後の売上高は約３００億円弱。２０２０年度までに約７％の増収と売上高営業利益率５％の
確保を目指す。収益の比重を付加価値型の商品に移し、その比率を現在の５０％程度から７５％に
増やしたい」
◆・・・付加価値品比率を高めるためには投資も必要です。
「イージーピールフィルムはコンビニの店頭で販売されているコーヒー、食品や医薬品の包装材料と
して需要が旺盛で、海外からの引き合いもあり、フル操業に近い。早ければ来年中に成田工場の生産
能力を５割増強したい。特殊品を含めて様々な用途で引き合いが強いＴダイフィルムも２０年までに
２割程度増強する。老朽化設備を最新機器に刷新する。衛生材料に使う非通気性フィルムは強度を維
持したまま重量を２５％減らして薄肉化できる技術を開発しており、こうした新商品も販売を強化す
る」
◆フィリピン拠点はどう成長に生かしますか。
「ロールポリ袋『タフレンワダパック』の生産に特化する。袋にエンボス加工を施し、口を開き易く
した特徴があり、差別化を図れる。ジャンルは汎用だが機能に秀でており、成長製品に位置付けて
更に伸ばす」
◆業界再編が進んでいます。
「いずれの企業も汎用分野で構造改革を進めている。昨年度は円安で海外製品の流入は減少したが、
足元は円高傾向にあり、先行きは見通しづらい。こうしたなか当社は、更に高付加価値商品への積
極投資も行い、汎用から付加価値型へもう一段移行し、逆風にも耐える強い収益構造を目指す」

　８月２５日（木）
1 北米熱視線　石化新局面へ　㊦　誘導品・・・世界地図が塗り変わる　

　米国ではシェールガスに随伴して産出されるエタンを用いたエチレン工場と同時に誘導品の新工場
が２０１７年以降に相次ぎ立ち上がる。１８年までに約９００万㌧のエチレン増産が計画され、その
約８割はポリエチレンに振り向けられる。輸出機会を見込む商社は「来年以降、米国製品が世界を
攻撃する」と表現する。シェール革命は世界の石化地図をも塗り変える。
　ポリエチレンの新増設では、テキサス州で１７年後半にエタンクラッカーを完成させるエクソンモ
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ービルケミカルが高機能ＰＥ２基・計１３０万㌧を建設中。シェブロン・フィリップス・ケミカルも
年産５０万㌧のＨＤＰＥとＬＬＰＤＥプラントを１７年に完成させる予定。北米では１６～１９年に
現在の約２０００万㌧の生産能力に６００万㌧が加わる。北米のＰＥ需要は年１６００万㌧程度で、
伸び率は２．５％、既に輸出超過にあり、増強分の大半は南米、欧州、アジアに向かう。短期間で
供給量が格段に上がるため、「一時的な供給過剰に陥り、市況の下落は避けられない」。それでも
安価な原料エタンと、エネルギーの競争力が高まったことを背景に、新興国を中心に増加する世界の
需要を取り込む狙いだ。
　もともと米国では製品運搬に貨車を多用するが、米南部では輸出機会を睨んで袋詰めを請け負う
業者の投資話が絶えない。総合商社はこうした業者との提携や投融資にも乗り出しており、事業機会
を増やしていく。
　エチレン輸出も見込まれ、運搬には冷却・液化する必要がある。米国でこうしたエチレン輸出設備
を持つのは三菱商事だけだが、「出荷設備への投資や運賃を織り込んでも輸出競争力を確保できる」
と参入機会をうかがう動きが見られる。
　日本の化学企業がシェール革命の競争力を取り込む動きは少ない。今のところ信越化学工業のエチ
レン設備、三菱ケミカルＨＤのＭＭＡへの投資に限られる。

【主なエチレン誘導品新増設計画】 （単位：万㌧）

4 新日鉄住金、廃プラのコークス炉原料化・・・君津、累計１００万㌧
　新日鉄住金の君津製鉄所が、コークス炉化学原料化法によるプラスチックリサイクルで累計１００
万㌧を達成した。これによる環境負荷削減効果はＣＯ２排出量削減で約３２０万㌧、埋め立て処分の
回避が約４００万立方メートルとなる。同社全国７か所の製鉄所で自治体から容器包装リサイクル
協会に委託される容器包装プラスチックの３割前後を処理しており、君津製鉄所では容器包装プラに
加えて、衣料などの繊維類や自動車製造過程で出る塗料滓もリサイクルしている。
　コークス炉化学原料化法では、プラスチックを約１２００度Ｃで高温乾溜して炭化水素油（４０％）
コークス（２０％）、コークス炉ガス（４０％）に熱分解することでほぼ１００％有効利用している
ため、リサイクル効率性、質、安全性に優れた手法として認められている。
　同社は省エネ。ＣＯ２削減と資源リサイクルによる循環型社会形成に貢献することを目的に、製鉄
所ないに異物除去、破砕機、減容成形機などからなる事前処理設備及びコークス炉への装入設備を
設置し、コークス炉化学原料化法によるリサイクルを開始。分解・回収した炭化水素油は新日鉄住金
グループの化学工場などでプラスチック原料などに再生し、コークスは製鉄原料として、コークス炉
ガスは製鉄所内のエネルギーとして直接利用している。
　既に全国７か所の製鉄所合計で２００８年５月に累計１００万㌧、１３年１１月に２００万㌧、
今年５月には２５０万㌧に到達している。

　８月２６日（金）
1 ライオン、包装容器に「３Ｄ］活用・・・見栄えや機能作り込み

　ライオンは、多面的な視点から包装容器を設計し、製品価値を高める。容器包装は商品の魅力を
伝える「顔」であり、生活に利便性をもたらす「道具」として、様々な機能が求められる。包装・
容器技術研究所で必要とされる機能やニーズに配慮した全体的なデザインを行い、製品として具現化
する。その際に、３Ｄプリンターやコンピューターシミュレーションなどを駆使。これにより、従来
にないデザインを実現し、かつ迅速にユーザーに提供していく。
　消費者の手に取ってもらえる見栄えや店頭に置いてもらうための棚形状へのフィット性も重要。
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ブランドシリーズ内での位置づけや統一感、内容物の保護や部材としてのコスト等も考慮する必要が
ある。３Ｄを利用するにあたり、コンセプトとして「Ｂｕｉｌｄ　ｔｏ　Ｔｈｉｎｇ」（邦訳・考え
るためにつくる）を掲げている。単に外注する包装容器を内製化するだけではなく、幅広い社内での
間口を広げることにも繋がっている。こうした先端のものづくりが革新的なデザインに貢献している。
　その一つが「ＮＡＮＯＸ」（ナノックス）。従来の液体洗剤では、ノズルキャップから液漏れが
課題となっていた。ナノックスではノズルキャップの構造を立体的に見直し、受け口からの逆流防止
等を組み込むことで液漏れをほぼ解消した。また、衣類のダメージケアに優れ「大切なおしゃれ着向
け」をコンセプトにするアクロンでは、容器に高級感を持たせるため、軽量キャップにダイヤのよう
な輝きを持たせるデザインを考えた。
　同研究所でのデザイン設計は、３Ｄプリンターを前提としたマネジメントへと進化している。ただ
試作をするだけではなく、マインドマップの導入やリスト・計数管理などを行い、試作を着実に製品
化していく方針だ。

3 日本気象協会の次世代物流システム・・食品企業の経営効率化、ＡＩで需要予測を高度に
　日本気象協会は、食品ロスの削減と省エネ化に向けた取り組みを本格化する。３年連続で実施した
次世代物流システムの構築プロジェクトにおいて、人工知能（ＡＩ）での体感温度解析を商品の流通
適量へ反映し、低ロス率の食品生産・販売計画を構築する。特に、今年度は、個別商品の需要予測の
発信、食材の組み合わせメニュー等消費者購買パターンの予測など、食品関連企業の経営効率化に寄
与する領域で実証実験を進める。
　食品業界での「ウェザー・マーチャンダイジング」（ＷＭＤ）実現に向け、ＡＩ関連のアカデミア
とも連携し、２０１７年度に同プロジェクトの事業化を目指す。
　日本気象協会は１４年度から「需要予測の制度向上による食品ロス削減及び省エネ物流プロジェク
ト」を実施している。天気予報の活用や、体感温度などのビッグデータのＡＩ技術による解析で、
特定商品の流通・販売適量規模の予測。食品ロス削減と返品や回収、廃棄などで発生するＣＯ２の
５％削減を掲げる。
　先ごろ経産省の「２０１６年度次世代物流システム構築事業費補助金」で補助事業者として採択
された。同プロジェクトの最終年度にあたる１６年度は、サプライチェーン全体を効率化させ、さら
なる食品ロス・ＣＯ２の削減を目指す。また実際のビジネスに適用させるため、参画企業の協力を
得て余剰生産削減に向けた実験を順次実施する。

7 ７月　ＯＰＰ出荷・・・１６カ月ぶり前年割れ　食品用が伸び悩み
　日本ポリプロピレン工業化がまとめた出荷実績によると２０１６年７月の出荷合計は
ＯＰＰが前年同月比１．７％減の２万５３４㌧で、１６カ月ぶりに前年同月の水準を割
り込んだ。ＣＰＰも２カ月連続のマイナス。

【１６年７月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

11 ＯＰＥＣ見通し・・・下期の石油価格、緩やかな上昇傾向
　石油輸出機構（ＯＰＥＣ）のオイルマーケットレポートによると、２０１６年下期の石油価格は
上昇傾向となるが、上昇ペースは上期の予測に比べ緩やかに推移する見通し。１２月はＷＴＩで１
バレル当たり４８ドル台、ブレントで４９ドル台を見込む。
　アジアや米国での石油の供給過剰感は１６年下期も継続する見通し。米国の夏季ドライブシーズン
需要の低下によって価格が伸び悩んだことに加え、英国の欧州離脱に係る国民投票結果を受けた市場
の反応が下期も続く見通しという。７月に１バレル当たり１．７５㌦だったＷＴＩとブレントのスプ
レッドは年末にかけて１ドル弱まで縮小する見込み。
　米国のシェールオイルは１６年下期から１７年上期にかけて一部で増産が見込まれるが、石油生産
全体では日量２０万バレル程度の減少となる見通し。米国を除くＯＰＥＣ非加盟国の生産量は
２０万バレルほどの増加を見込んでいるが、１７年上期は非ＯＰＥＣの生産量も前年比減となるもよ
う。
　需要はインドと中国で引き続き前年同月比５％以上の増加になる見通し。インドでは一般自動車の
普及によりるガソリン需要増が継続して７．２％増。中国は６．１％増の見込み。

12 主要石化製品　７月生産量・・・エチレン１１％減
　石油化学工業協会がまとめた１６年７月の主要石油化学製品生産実績によると、エチレン生産量は
前年同月比１０．７％減の４９万９４００トンとなった。
定修と能力削減が影響して２ケタ減となったが、稼働率は９５．３％といぜん高水準を継続している。
　主要樹脂の国内出荷は、前年同月比では、ポリオレフィンは総じて堅調だったが、輸入品が若干の
増加傾向にあることも影響し、ＬＤＰＥ、ＨＤＰＥ、ＰＰでマイナス。前月比ではＬＤＰＥ、ＰＰが
マイナスだったが、ＨＤＰＥは供給量増もあり増加となった。
　輸出は国内向けへの出荷を中心とした状況が続いており、３樹脂とも前年同月、前月比とも減少。
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【１６年７月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【２０１６年７月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

ＨＤＰＥ 64.4 111 89
ＬＤＰＥ 137.4 125 106
エチレン 499.4 112 89

品目 生産高 前月比 前年同月比

ＰＰ 170.8 128 81
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国内 輸出 計
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6.9 71.2

前年同月比 89 97 76

181.7
前月比 111 102 96 101 96
数量 64.4 64.3

前年同月比 81 96 77

94 110

92 94
数量 170.8 191 10.6 201.6

ＬＤＰＥ

ＨＤＰＥ

ＰＰ
94 99

493.8
前月比 128 92 87


