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「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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　５月２２日（月）
１ ＡＰＩＣ２０１７　シェール由来ＰＥに議論集中・・・イノベーション創出で対抗

　アジア石油化学工業会議（ＡＰＩＣ２０１７）は１９日、札幌市内のホテルで全プログラム
を終了成功裏に閉幕した。
　「化学産業はいま黄金時代を迎えている」。基調講演した米エクソンモービル・ケミカルの
ニール・チャップマン社長の言葉は力強い。「米国製造業、とりわけ化学企業にとってルネサ
ンスが起きている」と表現した。エクソンモービルは米メキシコ湾岸の石化拠点に２００億㌦
超を投資し、近くエタンクラッカーと誘導品ＰＥの新設備を立ち上げる。「米国の化学メーカ
ーは世界の石化市場で競争優位な立場になった」と、安価な原料を武器に世界輸出を始める。
チャップマン氏はその向け先の筆頭にアジアを挙げた。
　ＰＥ供給増加は、向こう数年で大幅な能力過剰になる見通し。今後5年程はエチレン市場が
ＧＤＰ成長率と同等程度で拡大し、ピークは２０２０～２２年頃といわれる中、その需要の
過半をＰＥが占め、エチレン消費の牽引役になる。中国や中東でも増設計画があり、このまま
だと市場均衡を保つには稼働を落とさざるを得ない。設備停止にもつながりかねないとの意見
も出たほどだ。
　日本の石化産業は早くから米国発石化の影響を見据え手を打ってきた。淡輪敏会長は「過剰
高コストな設備を廃棄し、事業ポートフォリオを高機能品にシフトしている」と強調した。
　一方、市況軟化など局面が変わっていく。淡輪会長は国際競争力の一層強化には「これまで
の努力を不断に続ける必要がある」と強調。そして競争力の源泉となる利益を持続的に上げ続
けることが重要だとし、それをイノベーション創出に積極的に振り向ける必要性を示した。
　「化学に対する将来の世代からの期待を裏切ることになる」と語った。
花王の澤田道隆社長も「技術革新は突然生まれるわけではなく、基礎研究をつなげることが重
要だ」と話した。

１１ ＪＦＥ環境　再生プラパレット参入・・・広島に専用工場
　ＪＦＥエンジニアリングの１００％子会社であるＪＦＥ環境は１９日、リサイクルプラスチ
ックパレットの製造販売を１２月から開始すると発表した。同社西日本本部（広島県福山市）
に専用工場を設置し、同製品の製造・販売事業に参入することを決めた。年間４０万枚の販売
を目指す。
　ＪＦＥ環境の１００％子会社である新港リサイクル（仙台市）においてもリサイクルパレッ
トの製造を行っており、東日本を中心に販売している。同社のリサイクルパレットはハニカム
構造を採用し、従来品と比較し約５０％も重量で同等の強度を実現している。

１２ ＡＰＩＣ札幌・・・炭素化学の道筋共有、第４次産業革命にも対応
　石油化学工業協会の淡輪敏会長は１９日、札幌市で開かれたアジア石油化学工業会議後に
記者会見し「炭素化学の目指すもの、持続可能な未来への道筋」といった今回の大会命題に
関して「アジアの石油化学産業が果たしていくべき役割を参加した各国・地域の団体と共有で
きた」と語った。今回の参加者は１３５７名に上がり、参加国は４０カ国近くに広がった。
　会議で採択した共同宣言では、地球温暖化や環境保護等人類共通の課題に対して「石油化学
産業の貢献が強く求められつつある」と明記した。また、ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ等の
「第４次産業革命」にも「主体的に取り組まねばならない」とし、ＡＰＩＣのプラットフォー
ムを活用して英知を結集し、持続可能な未来を確実なものにしていきたいと結んだ。
　会見で池田全徳副会長（日本触媒会長）は、ＡＰＩＣについて「業界団体、企業トップが
一堂に会する貴重な機会。参加国それぞれが環境問題の遺体しても真摯に取り組む姿勢が示さ
れた」と成果を評価した。来年のＡＰＩＣ開催はマレーシアを予定。

１２ 化学・素材大手・・・成長分野狙い投資拡大、１７年度１１社合計で１兆円超
　化学・素材大手の２０１７年度の設備投資は前期実績比２割増の１兆１７５４億円と１兆円
台の乗る。前期は中計初年度に当たった企業も多く投資額は高水準だったが、今期はそのれを
大幅に上回る。自動車、スマートフォンや有機ＥＬをはじめとするエレクトロニクス等先端分
野から食品、日用品分野まで幅広い産業せ世界の需要は底堅く、各社は素材供給力を積極的に
高めて成長需要を取り込む。

【化学・素材大手の２０１８年度設備投資計画】（単位：億円、％）

東レ 1,515 1,800 18.8
ＰＥフィルム増強（韓国）、エアバッグ用ナイロン繊維・
基布新設（メキシコ）、人工皮革を増強

信越化学工業

17年3月期

炭素繊維強化、ＯＰＬフィルム増設、米国ＰＥＴフィルム
増強、ＭＭＡ新工場（サウジ）

1,456 1,800 23.6
米国エチレン工場新設　国内シリコン製品増強、台湾フォ
トレジスト工場新設

2,065 2,490
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18年3月期
（予想）

前期比
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主要な設備投資内容
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※クラレ、相和電工は12月期決算

　５月２３日（火）
１０ 日化協　温暖化対策で長期戦略・・・イノベーションの姿示す

　日本化学工業協会は、地球温暖化対策に関わる長期戦略を策定した。原料の多様化やプロセ
ス転換といった自らの技術革新を加速するとともに、バリューチェーン全体でイノベーション
を創出することに力点を置く。温室効果ガス（ＧＨＧ）削減に寄与する新素材を製品デザイン
を含め提案していくが、「ソリューションプロバイダーとして（素材だけでなく）社会の仕組
みも提案していく」（春山豊常務理事）。個別企業や他の産業会、アカデミア等に具体策を示
すことで、イノベーションの中核を担いたい考えだ。
　ＧＨＧ削減は「従来の延長戦でない革新的なイノベーションが必要になる」（石飛修会長）
このため長期戦略は「パリ協定」に基づくＧＨＧ削減計画、ソリューションプロバイダーとし
ての化学産業の潜在力をどう可視化するかという２つの視点から、具体的なイノベーションの
姿を示した。あるべき姿として「炭素循環の確立」「プロセス・エネルギー革新」「環境優位
の事業選択と協働体制」の３つを掲げ、この実現策をまとめた。
　炭素循環の確立に向けては、ＣＯ２の原料化、バイオマスや天然ガス、廃棄物の利用等原料
の多様化を推進する。プロセス・エネルギー革新は、膜を使用した蒸留プロセスの開発、コン
ビナートにおける原材料の有効活用などに取り組む。自らのＧＨＧ削減につなげるだけでなく、
技術を海外に適用することで国際貢献も図る。
　環境優位の事業選択と協働体制の目的は、製品ライフサイクルを通したＧＨＧ削減。軽量な
自動車、高断熱の建築物など、化学製品を使った製品のＧＨＧ削減ポテンシャルが最大化され
るよう、サプライチェーンを通じた協働体制を構築する。最終消費者のニーズを先取りしなが
ら、具体的な技術や素材、製品デザインを提案するとともに、プラスチックリサイクル等社会
システムにまで踏み込んだ提案を行っていく方針。

１２ 日化協会見　地政学的リスク注視を・・・環境など日中連携
　日化協の石飛修会長は２２日、定例会見を開き、今年秋に予定する日中化学産業会議に向け、
環境問題への取り組みを中心に「連携可能な分野について調整を進めていく」との方針を話し
た。中国石油・化学工業連合会（ＣＰＣＩＦ）の李寿生会長と３月末に会談し「環境対策やレ
スポンシブルケア活動に取り組む意向が強く感じられた」とし「日本の経験を参考にしてもら
うなど協調していく」と語った。国内化学産業の事業環境については「海外市況上昇や輸出拡
大によって、引き続き高いレベルの業績を維持できている」と指摘し、背景として原油価格の
低位安定や為替水準、米国のシェール系石化の遅延を挙げた。事業環境の悪化を見据えて「各
社が確実に対応を打てている」とも話し、各社が同じ方向の戦略に殺到した過去と異なり「投
資の方向性を含めそれぞれが独自の戦略に取り組めている」と評価した。
　一方で、「海外の地政学的リスクを含めた不透明要因をよく注視しなければならない」とし、
「特に米国、欧州、中国の三極に注視を払う考えを示した。米トランプ大統領の就任後の動向
をみていると不確定要素が大きいとし「大統領が言ったことが前に踏み出すと貿易ショックが
起きる可能性も懸念される」と述べた。

　５月２４日（水）
1 持続可能な社会　化学産業が先導（上）・・・日化協が新ビジョン

　ＳＤＧｓを経営の基盤に、事業活動とＲＣ滑動統合
　あらゆる産業の先導役として持続可能な社会の実現に貢献する－。日化協が、国連の「ＳＤ
Ｇｓ」（持続可能な開発目標）の達成に向けた新ビジョンを打ち出した。企業の社会的責任を
捉えることも多いＳＤＧｓを、化学産業における経営の基軸として明確に位置付ける。
　ビジョンはこのための方向性を示すもので、「産業の米としてイベーションを支えてきた」
実績、ＲＣ（レスポンシブル・ケア）活動で培った社会との対話力を生かし、イノベーション
やソリューションを創出することを目指す。気候変動（地球温暖化問題）に関しては個別に
長期戦略も策定、「革新的な技術でさまざまな産業に貢献したい」考えだ。

【持続可能な開発に向けた３つのビジョン及び具体先（要約）】

合計 9,859 11,754 19.2

東ソー 378 440 16.4
ボイラーリプレース、エチレン設備効率化、ハイシ
リカゼオライト設備新設

宇部興産 440 420 -4.5
カプロラクタム中国原料の製法転換、大粒硫酸アンモニウム増
産、ＬｉＢ用セパレータ増産、ナイロン樹脂増産（スペイン）

電子材料用高純度ガスの合弁工場（韓国）、液晶・半導体用超高
純度溶剤設備を新設、ＬｉＢ用導電助剤を増産、電解コンダン
サー用高純度アルミ箔増産

昭和電工 393 519 32.1

帝人 462 600 29.9
米ＣＳＰ社関連の複合成形材料、炭素繊維、ＬiＢ用
セパレータ等増強

クラレ 489 545 11.5
水溶性ＰＶＡフィルム増強（米国）、ユーテイリ
テー向上

旭化成 906 1,000 10.4 ＬｉＢ用セパレータ増強、医薬品原薬の新設

三井化学 454 740 63.0
ＰＰコンパウンド増強（米、メキシコ、インド）高機能不
織布増強、熱可塑性エラストマー増強

飼料添加物メチオニン増強、有機ＥＬ向けフィルム無型タッチセ
ンサー増強（韓国）、ＬｉＢ用セパレータ増強（韓国）

1,301 1,400 7.6住友化学



：ビジョン１． 化学の力によりイノベーションを創出し、人々の豊かで健やかな生活に貢献
　①持続可能な社会を実現するための素材や物質を通したイノベーションを主導
　②革新的イノベーションや社会全体の変革（超スマート社会等）を伴うイノベーション創出
　③究極の省エネ、省資源化の達成と廃棄物ゼロプロセスを目指す

：ビジョン２． 世界的な環境・安全問題への取り組みを支援
　①生産活動における環境・安全を守る取り組みを支援
　②新興国へのＲＣの考え方を普及させる
　③化学製品の正しい使用と人々の豊かな生活に貢献に配慮

：ビジョン３． ステークホルダーとの対話を通じて、化学産業による貢献を促進
　①化学物質のリスク情報をバリューチェーン全体に伝え、」正しい使い方を共有
　②持続可能性に配慮した製品の価値をステークホルダーと共有し、それに基づき製品開発
　③化学産業の持続可能な開発への貢献と将来の無限の可能性について理解を得ることで、
　　環境・社会・ガバナンスへの投資を促進

１ 容リ法プラ・・・生成ガスの高度利用促す、水素・エタノール原料に
　燃料利用は１８年度末まで

　容リ法におけるプラスチック容器のケミカルリサイクル手法をめぐる議論が決着した。扱い
が先送りされてきた生成ガスの燃料利用について、経過措置として２０１８年度末までの継続
を認める一方、１９年度以降は水素やエタノール原料としての再商品化を促す。経産省と環境
省の合同検討会が方向性を固めた。生成ガスを燃料として販売している３社はすでに用途変更
の検討に着手しており、設備他応と技術の実証を進め、１９年度から具体化する。
　現行の容リ法制度設計は、材料リサイクルを優先した構造になっており、入札制度でも材料
リサイクルに優先枠が設けられている。ケミカルリサイクルの事業者にとっては、これによっ
て原料入手が不安定で高コストになるという問題もあった。この入札制度見直しやケミカルリ
サイクル手法の在り方について、両省の有識者会議でも結論が得られず、先送りされてきた経
経緯がある。１０年１０月の取りまとめには「容リ法の次期見直しの際に最終的な結論が得ら
れるよう、十分な議論を尽くし・・・」と明記された。今回の検討は、そうした経緯を踏まえ
て行われた。
　容リ法で得られる生成ガスを発電所などの燃料ガスとして販売しているのは、ＪＦＥ系の
ジャパン・リサイクル、水島エコワークス、オリックス資源循環の３社。ケミカルリサイクル
は「時代の要請」だとして、用途変更の準備に着手した。
　容リ法プラの再商品化比率は、現在は材料リサイクルとケミカルリサイクルの比率はほぼ
半分ずつ。このうちケミカルリサイクルは、コークス炉ガス、高炉還元剤、合成ガス等が主な
再商品化先。１８年度末までの燃料利用を「緊急避難・補完的な扱い」と表記された。これは
水素やエタノールの原材料としてケミカル利用することにより、リサイクルの質的向上が一歩
前進するという見地。他方で、資源の有効利用とＣＯ２削減の観点からそれが最も有効がどう
かについて、引き続き検証が必要との声もある。

　５月２５日（木）
１ 持続可能な社会　化学産業が先導（下）・・・温暖化対策で長期戦略、ＧＨＧ削減の道筋提案

　炭素循環の確立など具体策
　持続可能な開発に向けたビジョンと共に日化協が策定した地球温暖化対策の長期戦略は、
「（２０２０年以降の）温暖化問題に対し、どう切り込んでいくかまとめた」内容となっている。

【あるべき姿の実現に向けた主な施策】
①原料の炭素循環
　・ＣＯ２原料化、バイオマス、天然ガス、メタンハイドレート、廃棄物の利用
　・バイオプラスチックと新たな付加価値
②プロセス、構造の転換
　・蒸留→膜分離
　・フローリアクター、バイオ生成
　・エネルギーの無駄排除プロセス



　・企業の枠を超えたエネルギー・マテリアル管理
③ライフサイクルを通したＧＨＧ削減
　・バリューチェーン全体のイノベーションにつながる新素材
　・最終消費者の潜在ニーズの先取りによるユーザーへの提案
④海外への展開
　・二国間対話や国際組織の活用

３ エクソン　ＰＥ１３０万㌧、今夏稼働・・・メキシコ湾岸計画　軽量包装材向けなど
　エクソンモービルはこのほど、米国テキサス州モントベルビューで建設していたＰＥ工場を
完工した。生産能力は２基合計で年１３０万㌧。今年第３四半期から商業生産を開始する。
　２０２２年までに２００億㌦以上投資する１１件に及ぶメキシコ湾岸計画の一つ。新ＰＥ設
備と並行して、同州ベイタウン地域で建設を進めているエチレン年１５０万㌧のエタンクラッ
カーから原料を受給する予定。

１２ 東レ経営研究所・・・１７年度ＧＤＰ成長率１．４％　日本経済見通し改訂
　東レ経営研究所はこのほど、日本経済見通しの改訂版を発表した。実質ＧＤＰ成長率を２０
１７年度が１．４％（前回予測１．３％）、１８年度１．２％（同１．３％）と予想。
　景気回復基調という予測シナリオは変わらず、日本経済の実力を示す潜在成長率（０％台
後半とされる）を上回る成長率が１５～１８年度まで４年連続で続く見通し。
　１７年１－３月期の実質ＧＤＰ成長率（１次速報）は前期比プラス０．５％と１１年ぶりに
５四半期連続のプラス成長となった。１７年度も着実な成長が見込まれる。海外経済の回復を
背景に輸出の増加傾向が続く。企業収益の改善で設備投資の回復基調も強まる。さらに１６年
度第２次補正予算による経済対策の公共事業の執行が本格化し、景気の押し上げ要因になる
見通し。１８年度は輸出が鈍化して外需が失速する一方、内需が堅調に推移すると予想。企業
部門の改善が徐々に家計部門へ波及するほか、東京五輪関連のインフラ建設需要がピークに達
し、景気を下支えする。ただ、経済対策の押し上げ効果が一巡し、公共投資はマイナスに転じ
る見込み。

　５月２６日（金）
１ 石化原料　エタン　19年にも最大に・・・ナフサ需要旺盛、主流を維持

　米シェール革命を背景に、世界のエチレン生産に占める原料別比率は、２０１９年にも天然
ガス（エタン）が全体の４０％となり、ナフサを抜いて最大となる見通し。ナフサはその後も
第２位の４割弱を維持し、エタン同様に石化原料の主流の地位に止まる。２０年にかけて米国
で大型のエタンクラッカーの稼働入りが相次ぐことから、アジアの石化製品市況への影響が予
測されているが、ナフサクラッカーの稼働が下がれば需給バランスに大きな影響を与える。
このため、市況が軟化してもナフサクラッカーの製造コストを割り込むことはないとみられて
いる。
　米国では、１７年から２０年にかけてエチレン年産約１０００万㌧規模のエタンクラッカー
を稼働させる見通し。これにともない、１９年には世界のエチレン生産（約１億６０００万㌧）
に占める原料エタンの比率が４０％に達し、４０％を下回るナフサを逆転する。
　一方で、ナフサ比率も当面、４割弱を維持する。北米では、石化新増設計画が遅延気味で、
一部計画は２０年以降にずれ込むとの観測も出ており、年産１０００万㌧規模あるとされる
２０年以降の計画については、意志決定されたのはシェル計画のみであるなど大幅な遅延が
予想されている。
　さらに中東地域ではエタンベースの計画が沈静化していることもナフサへの依存度が下がら
ない要因となっている。サウジアラビアでは最後のエタン計画とされるサダラ計画でさえ、
原料の多くをナフサに頼るなどエタン不足が顕在化している。
　一方、ナフサクラッカーへの投資意欲が再び高まるとみられている。１５年から好況期に
入った石化産業は、原料安・製品高を背景に１６年～１７年にかけて歴史的な利益水準を享受
している。世界の石化製品の需要は年率３％台で推移するとみられ、エチレン需要の増大幅は
２年間でほぼ１０００万㌧に達する。エタンベースの増設ペースが落ちた場合、ナフサクラッ
カーを増強して供給不足をカバーしようとする動きが出てきそうだ。
　ナフサクラッカーは製造コストが石化製品の市場価格の下限となる、いわゆる市況フロアー
の役割を果たしていくとみられている。



１ 石化協会長会見・・・安全運転が最大テーマ、付加価値化で勝負
　石化協の淡輪敏会長は２５日、定例会見を開いた。「２０１６年度は石化産業にとって恵ま
れた１年だった。長期に高稼働を続けた局面は過去にも例がない」「需要が堅調ななかで、
安全・安定運転が最大のリスク。トラブルは需給や市況に影響を与えかねず、細心の注意を払
和なければならない」などと語った。
　今後の動向については「１７、１８年度はエチレン設備の稼働率は３ポイント程度下がるだ
ろう」との見通しを明らかにした。一方で「市況が大幅に下落する局面にまでにはいかないの
ではないか」とも話した。
　米国でエチレンや誘導品ポリエチレンの新工場を立ち上げるダウ・ケミカルやエクソンモービ
ルは東南アジアや欧州ですでに事業を展開しており「市況を乱すような投入の仕方は考えにく
い。楽観はしていないが、どういう形で影響が発現するのか、そのタイミングや中身を注視す
る」とも話した。
　国内石化産業がより競争力を強化していくためには、石化という切り口だけで留めておくの
ではなく、「川化から川下・出口付近までを俯瞰し、付加価値の高い製品で国内外で勝負でき
る事業構造になっていくことがポイントになる」と強調した。

２ 大石産業・・・マレーシアで包装増産、まず３割、１～２年で倍増
　包装資材大手の大石産業（福岡県北九州市）は、マレーシアで包装資材を増産する。全額
出資子会社のコアパックス・マレーシア（ＣＰＭ）の工場を増設、特殊密封袋の生産能力を３
割増の年７２００万袋まで高めた。投資額は約８億円。更に１～２年内に４億円を追加投資し、
生産能力を２倍に増やす計画。アジア市場の取り込みを積極的に進める方針で、ＣＰＭを中核
拠点に展開を広げていく。ＣＰＭはマレーシア・イスラム開発局（ＪＡＫＩＭ）から重包装紙
袋のハラル認証を取得。東南アジアや中東など広く訴求し需要を取り込む。

８ ポリオレフィンフィルム・・・２００円値上げで決着、今週から新値取引浸透
　食品包装などに使われるポリオレフィン系コンバーテイングフィルムの値上げ交渉がほぼ
決着した。上げ幅は原料樹脂の上昇分に相当する１連当たり２００円（２０マイクロメートル
厚）実施日は今月２１日出荷分からを対象とすることでまとまった。今週から新値での取引が
浸透し始めているもよう。今後はユーザーが値上げ分の製品転嫁に動くかが注目される。
　フィルム価格の上昇分に、上り傾向にある物流費や人件費、インキや接着剤等資材のコスト
増加分等が加味される可能性がある。

１２ ４月の主要石化製品生産・・・エチレン生産３．７％増　稼働率９６．３％
　石油化学工業協会（石化協）がまとめた２０１７年４月の主要石油化学製品生産実績による
と、エチレンの生産量は前年同月比３．７％増の５４万９８００トンだった。
実質稼働率は９６．３％となり、９０％超えは４１カ月連続となった。
　エチレンは川下の誘導品需要が底堅いほか、海外市況高が続いているため輸入代替品の国内
出荷も堅調で、国内全プラントが高稼働で推移した。
主要樹脂の国内出荷をみると、ＬＤＰＥは主力のフィルム用途が堅調で、ＨＤＰＥもフィルム
もフィルム、中空成形、射出成形用途が伸びた。

【１７年４月の主要石化製品生産】（単位：千トン、％）

【２０１７年４月主要樹脂生産・出荷・在庫実績】（単位：千トン、％）

品目 生産高 前月比 前年同月比
エチレン 549.8 97 104
ＬＤＰＥ 133.7 97 107
ＨＤＰＥ 73.9 93 126
ＰＰ 216.9 96 99

生産
出荷

在庫
国内 輸出 計

ＬＤＰＥ
数量 133.7 120.6 9.2 129.8

前年同月比 107 105 63

346.8
前月比 97 97 71 95 101

100 104

ＨＤＰＥ
数量 73.9 63.7 9.0 72.7 196.7
前月比 93 101 89 99 100
前年同月比 126 104 113 105 98

ＰＰ
数量 216.9 203.6 9.4 213.0 554.2
前月比 96 90 80 89 101
前年同月比 99 104 82 102 92


